文化庁

Saitama Art Platform 形成準備事業

平成 23 年度 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業（ミュージアム活性化支援事業）

アート・カフェ １０月１５日（土）
・１６日（日）
オープン！入間市博物館アリット
アリット秋のお茶まつり会場にアート・カフェ登場！
Re サイクル・Re ユースのカフェで、アートなおもてなし。

入場無料

小さなお子さまからご年配の方まで、みなさんでお楽しみいただけます。

アートでいっぷく Art break
1 0 月1５日（土）13：00 〜 16：30 ／ 1 6日（日）10：00 〜 16：00
館庭、ピロティ、館内特設「方丈庵」ほか
アート作品の中に入ったり、寝っころがったり、写真撮ったり、
お茶を飲んだり、作家とおしゃべりしたり…

参加作家：出店久夫、柳井嗣雄、小川移山、田中 芳
スチューデント・カフェ：齋藤はるか、吉成琴絵、宮本靖子、瀧澤章太郎

ワークショップ Workshop
1 0 月1５日（土） 事前申込み不要

参加費無料

秋の虫をつくろう
13：00 〜 15：30 出店久夫
寝っころがって見てみよう 13：00 〜 15：30 小川移山
光のみちをつくろう
16：30 〜 17：30 田中 芳
入間特製オリジナルメニュー。ご自由にお楽しみください。

俳句×音楽×ダンス×紙作品 Haiku×Music×Dance×Paper Work
1 0 月1６日（日）13：00 〜 13：30
《秋風の息つなぎつつほつれつつ》
《鳥渡る光の川のはるかより》
俳句：高橋博夫／作曲：笠松泰洋
あ ら く

方丈庵×ダンス×新久囃子 Hojo-an×Dance×Araku-hayashi
1 0 月1６日（日）14：00 〜 14：30
作・出演：ダンスユニット「転々」
＆コレオグラファーの目vol.8 ＆ 新久はやし保存会
上田仁美、江積志織、岡野満紀子、海保文江、枻川真理子、桜井 陽、佐々木治子
新野あさき、藤井彩加、藤井 香、幕田晴美、増田千穂、松元日奈子

主催：入間市博物館アリット／ Saitama Art Platform 形成準備事業実行委員会 協力：彩象 99
問い合わせ：入間市博物館アリット Tel.04-2934-7711
埼玉県立近代美術館内 Saitama Art Platform 形成準備事業実行委員会事務局 Tel.048-824-0110（中村）／ e-mail：SMF.info@artplatform.jp

SMF は身近な場所でアートを享受し支援し
再創造するプラットフォームをめざしています。

http://www.artplatform.jp
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私たちの作品がみなさんをおもてなしいたします。
アート・カフェ １０月１５日
（土）
・１６日
（日）オープン！ 入間市博物館アリット
柳井嗣雄 YANAI Tsuguo
1953 年 山口県生まれ 創形美術学校版画科卒業 1978‐80 年スタンリー・W・ヘイターに師事 ( アトリエ 17、パリ )
85 年より紙の作品ペーパーワーク ( ファイバーワーク ) を開始。
「日本国際美術展」佳作賞、
「現代美術今立紙展」大賞受賞。
「白州・夏フェ
スティバル」
「和紙のかたち」
、
( 練馬区立美術館 )、
「紙と現代美術」(イタリア )、
「アジア パシフィック トリエンナーレ」(オーストラリア )、
「Nature‐素材と表象」( イスラエル )、国際ペーパーアート展 ( 台湾 ) などに出品。

小川移山 OGAWA Izan
1946 年 栃木県生まれ 1971 〜書塾・社中展。1987 〜「生活の書」独自展開。1997 〜チェコ交流。
個展：千雅堂、オリエアートギャラリー チェコ国立博物館東洋館他。受賞：万紅展翠軒賞。同千紫会賞他。
コラボ：
「連画」
（アートフロントギャラリー）
、
「RENGA」
（アミーゴ）
、
「日常の中の一瞬」
（ギャラリー檪）他。
受注制作：ザ・ペニンシュラ東京他。 ※ブログ 移山 myway

出店久夫 DEMISE Hisao
記憶の累積による私写真のフォトコラージュを媒体に現代社会の事象の両面性をさぐっている。
1990 シガ・アニュアル’
90（滋賀県立近代美術館）現代の版画 1990（渋谷区立松涛美術館）第 12 回エンバ賞美術展（大賞）
1995 刻まれた現代史―世界の版画 戦後 50 年展（神奈川県民ホールギャラリー）
2000 第 29 回毎日現代美術展（準大賞） 2001 ART DOCUMENT ― 福井の美術ナウ ― 森から町へ（金津創作の森）
2006 第９回岡本太郎記念現代芸術大賞展

田中 芳 TANAKA Kaori
1959 年 東京生まれ 東京芸術大学大学院美術研究科修了 個展：わたなべ画廊、アートフロントギャラリー、千雅堂 等
グループ展：
「膨張展」
「彩象展」
「絵画の今展」
「刻を紡ぐ」
「連画展」他
受注制作：日立システムプラザ、埼玉西協同病院、城西大学紀尾井町キャンパス、ザ・ペニンシュラ東京、全日空福岡空港、キッコー
マン上海料亭 等

高橋博夫 TAKAHASHI Hiroo
1957 年生まれ 1981 年から文芸同人誌『孤帆』
（浦和市の北原立木代表）に参加し、評論・俳句を発表。1990 年〜 99、森澄雄主宰の
月刊俳句誌『杉』編集同人。主宰死去後の 2011 年に季刊俳句誌『梓』を創刊、
編集人となる。1998 年、
第一句集『春雪』
（花神社）上梓。
俳人協会会員。
「SMF」運営委員。立原道造の「ヒアシンスハウスの会」運営委員。會津八一の「秋艸会」
（新潟市）会員。

笠松泰洋 KASAMATSU Yasuhiro
1960 年 福井県生まれ 東京大学文学部美学芸術学科卒業。作曲を三善晃、ピアノを故ゴールドベルク山根美代子の各氏に師事。室
内楽からオーケストラ、室内オペラに至るまで様々な作品を発表。また、蜷川幸雄や江守徹演出の演劇、H・アール・カオス、森山開
次らのダンス作品、是枝裕和や岡崎栄監督の映像作品に音楽を提供。09 年から『音楽 × 空間』シリーズを開始。朗読とダンスと室内
楽のための『四谷怪談』
、モノオペラ『人魚姫』など。また、オーボエ・ズルナの演奏家でもある。

藤井 香 FUJII Kaori
彩のくに創作舞踊団主宰。埼玉県舞踊協会理事。ダンスユニット
「転々」
メンバー。
’
83 ローザンヌ国際新人振付家コンクール・ベジャー
ル・バレエ・ローザンヌ賞受賞。主な作品に「アパートメント」
「帰る」などがある。
ダンスユニット「転々」
：
〈場〉の特性に応じた小作品の上演を行う、機動性あふれる小グループです。
コレオグラファーの目：埼玉県舞踊協会が企画運営している、若手舞踊家のためのパフォーマンスイベント。
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詳しくはホームページをご覧ください。http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/

国

入間市民会館

10:00 〜 手揉み茶実演
「利休の茶室」特別公開（〜 15:00）
抹茶体験
11:00 〜 口笛演奏
12:00 〜 コーラス
14:45 〜 ハーモニカ演奏

いるまタイムカプセル」

入間市役所
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※特別展「今・昔絵巻

10 月 16 日（日）10:00 〜 16:00

西
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13:00 〜 三曲のしらべ
お楽しみコーナー（両日）
16:30 〜 月見の茶会（9/19 募集終了）
18:00 〜 月待ちコンサート・横笛の世界（受付中）
〜 20:00 特別展・ショップ・レストラン時間延長
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10 月 15 日（土）13:00 〜 20:00

稲荷山公園駅
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アリット秋のお茶まつり 2011 〜がんばろう！日本茶〜
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