スハウス」があります。彼の没後65年を経た2004年に、多くの
方がたの献身的な努力と全国からの募金によって建てられまし
た。将来を嘱望された建築家でもあった立原は
「浅間山麓に位す
る芸術家コロニイの建築群」
を卒業設計とするなど、芸術家の共
同体を夢見ていました。
こうした背景から
「ヒアシンスハウス」
をシンボルとして、文学、建
築、美術、音楽、舞踊など、
ジャンルの垣根を越えて、
さまざまな芸
術を愛する人びとが交流し、
ともに活動する創造的な場をつくろ

2008

LINK！ミュージアムからアートの風を！
！
アート竜巻フェスタ 2008
5つのミュージアムが連携し、1500本を超え
る風車
（かざぐるま）
が輪舞した風車プロジェク
トを中心に、
埼玉県内各地に爽やかなアートの
風をはこびました。

2009

ト懇話会が開かれ、共感する人たちが集まってきました。
ＳＭＦは、

SMFアートのわっ！
̶あつまれアートのつむじ風 2009

その流れを受け継ぎ、いっそうの展開をめざすものです。

地域の商店街と美術館を結ぶ回遊美術館や

うという機運が生まれました。そして2006年には、
さいたまアー

鋳物工場でのアート展示・ダンスをはじめ、多
彩なアートプログラムが結集したアートパン

ミュージアムを拠点に

チ、
アート楽市などを開催しました。

ミュージアムは、
コレクションや建物・空間から、来館者や支援者、
専門職員などの人材にいたるまで、
さまざまな資源を有していま
す。
ミュージアムをキーステーションとして、地域の人びとが文化
活動に参加し、
ミュージアムや地域のさまざまな文化資源を活用
することで大きな可能性が生まれてきます。
ミュージアムにも、時代に応じた変革が求められています。例え
ば、埼玉県立近代美術館では、
「①美術と出会い、新たな考え方
や価値を発見するための体験を提供します。②人々が集い、参加

2010

交差する風・織りなす場
̶SMFアート楽座・アートバンク 2010
各ミュージアムの事業とリンクしながら地域の
文化資源を活かす多彩な試みを展開しました。
組立式茶室・方丈庵もこの年に誕生しました。

し、交流するための基地となります。③未来を創る子どもたちの
感性と創造力を育みます。④地域や県民とともに進化する美術

2011

館をめざします。」の４つを柱とする新たなミッションをかかげて
います。
ＳＭＦはまさに、
このミッションにふさわしいものでもあり
ます。
現在、
ＳＭＦでは埼玉県内の5つのミュージアム〈入間市博物館
ALIT〉
〈うらわ美術館〉
〈川口市立アートギャラリーATLIA〉
〈川越
市立美術館〉
〈埼玉県立近代美術館〉の連携をベースに、県内各
地で多彩な催しをおこなっていますが、将来的には私立ミュージ
アムやギャラリー、
アートNPO、教育機関などとも、
さまざまな連

Saitama Art Platform
形成準備事業
アートでつなぐまちとひと。
ミュージアムを拠点
に地域資源を活かす多彩な試みもひろがって
きました。
若い美術教師を中心とした5750分
展Ⅲも好評でした。

2012

携がおこなえることが理想です。

Saitama Art Platform
形成準備事業

連携ミュージアム

詩・美術・建築・音楽・ダンスが共鳴する

入間市博物館アリット

や、県北の鴻巣・行田のアート散歩など、

空間をめざした「ああっと！ファクトリー」

埼玉県入間市二本木100

新たな試みもはじまりました。

うらわ美術館

2013

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 浦和センチュリーシティ3F

メンバーシップ制のSMF発足

川口市立アートギャラリー アトリア

趣旨・会則を整え、
会員制のＳＭＦとして再出発しました。
連携館と協働するプログラ

埼玉県川口市並木元町1-76

ムも継続。
『重本惠津子朗読集―旅につむいだことば』
をＣＤ制作・刊行しました。

川越市立美術館
埼玉県川越市郭町2-30-1

2014

埼玉県立近代美術館

あなたと どこでも アート／小さな家プロジェクト

埼玉県さいたま市浦和区常盤9-30-1

「旅する小さな家」
の全国公募展と最優秀作品の実制作を

※SMF のホームページから各館のホームページにお入りいただけます。

核に、多彩なアートプログラムを県内各地で展開。
「SMF
アート長屋」
や
「アートのまつり」
も始まり始まり。

http://www.ar t p l a t f o r m . j p
〒330-0061

埼玉県さいたま市浦和区常盤 9-30-1

埼玉県立近代美術館内 TEL.048-824-0110 FAX.048-824-0118

e-mail : SMF.info@artplatform.jp （担当：中村・大越）

Saitama
Muse
Forum

サイタマ・ミューズ・フォーラム会員募集のご案内

ア�トを

さいたま市の別 所 沼 公 園の沼 畔に、夭 折の詩 人・立 原 道 造
（1914-1939）
が建てることを切望していた週末別荘「ヒアシン

愛する人々が

集う場所

SMF風の軌跡

SMFの背景

SMFの活動

SMF は
既成のジャンルにとらわれない自由な視点からさまざまなアートプログラムを企画し、
アートをめぐって多くの人がつながっていくためのプラットフォームです。

SMF

身近な場所で多彩なアートプログラムを楽しむ

芸術家や建築家などの専門家だけではなく、
アートについてもう一度
考えてみたい人、
アートを通じて何かを変えたい人、
アートに触れるこ

連携ミュージアム所在地の浦和、入間、
川口、
川越、北浦和を中心に埼

とで変わりたい人など、様々な方々と既存の枠組みを超えたアートの

玉県内各地で、美術・ダンス・音楽・文学・建築・まち歩きなど、
さまざま

可能性を考える場です。

な分野にまたがる多彩なアートプログラムを開催します。各事業の詳

は

アート寺子屋

細は順次ホームページなどでご紹介しています。

アート散歩
S M F 企 画で 人 気 のアート散

さまざまな生き方をしてきた人が集い、触発し合いながら、まだ見たことも聴いたこと

歩。ちょっと気になる建築や路

も経験したこともないようなモノゴトを創りだすこと、これまで見えなかったモノゴトが

地、川沿いの細道などに隠れ
たアートを探す小さな旅。見慣

見えるようになること、これまでとモノゴトが違って見えるようになり、生きることが豊

れた風景も視点を変えれば、新

かになることを目指して活動します。

たな発見に出会えます。

SMF は
埼玉県立近代美術館に事務局を置き、埼玉県内各地のミュージアムをキーステーション
とし、美術、建築、音楽、文学、ダンス、パフォーマンス、地域活動など、さまざまな
領域のメンバーで活動し、そのための事業を企画立案し開催します。

SMF にご入会いただくと
●SMFの「身近な場所でアートを楽しみ、支援し、再創造する」活動に主体的に関わっていただく
（正会員）
とともに、
アートを通して人
と人を結び心豊かに生きる社会を築く活動をご支援いただけます
（個人フレンド会員、
団体サポート会員）
。
●SMF主催の各種のイベントに主体的に関わっていただくことで、
さまざまな分野で意欲的な活動を展開するアーティストやコーディ
ネーター、
アート愛好家と交流を深めていただけます。
（正会員）
●SMF主催の各種のイベントや、SMFアート長屋入居者との交流イベントなどに優先的に参加していただけます。
また年に一度の
SMFアートのまつりやアート散歩等にご招待いたします。
●SMFの活動情報や連携ミュージアム
（入間市博物館アリット、
うらわ美術館、
川口市立アートギャラリー・アトリア、
川越市立美術館、
埼玉県立近代美術館）
の耳よりな情報などをお届けします。

SMF入会のご案内

添付ファイルでSMF.entry@artplatform.jp までお送りいただくか、
メール本文に
「お名前、
ふりがな」等の必要事項を記入してお送りくだ

SMF はアートの力で地域とミュージアムを結び、多くの人がつながっ

さい。メールをお送りいただいたのち、
お申込み者名で会費をお振込

ていくためのプラットフォームです。SMFでは、趣旨に賛同し、
ともに

みください。

活動してくださる正会員、
ご支援くださるフレンド会員（個人）、サポー
ト会員
（団体）
を募集しています。

SMF Press
ＳＭＦの多彩なアートプログラムとその周辺、連携美術館情報、旬な話

SMFアートのまつり

題の突撃取材やインタビュー記事などを掲載したSMF Pressを発行
し、
ホームページでもご紹介しています。

SMFの会員とSMFアート長屋の入居者が協働で企画運営する一年に
一度のお祭り兼交流・作戦会議。展示あり、
プレゼンあり、パフォーマン
ス あり、バ ザ ー ル あり、
パーティーありのにぎや
かさ。アートな初夢を交換
することで、たくさんの思
わ ぬ 展 開 が 生 まれ るプ
ラットフォームをめざして
います。

銀行口座 : 埼玉りそな銀行 北浦和西口支店 普通 4329067
名義 エスエムエフジムキョク ナカムラマコト

● 会員種別と会費
正会員 : 定例のフォーラムに参加し、SMFの運営や企画立案に関与

○ 直接申込み
定期的に開催されるフォーラムの会場にて受け付けています。入会申

する会員。
フレンド会員 ： SMFの趣意の実現を支援する個人会員。企画の情報
と成果を享受。
サポート会員 ： SMFの趣意の実現を支援する団体会員。企画の情報

込書に所定事項を記入し、年会費を添えてお申込みください。
フォー
合わせください。
（SMF.info@artplatform.jp）

と成果を享受。
※会員資格は年度ごとの1年間です。年度ごとの1年間とは、4月1日
・正会員

年 10,000 円

から3月31日までをいいます。年度の途中の入会でも、会員資格は3

・フレンド会員

年 3,000 円（1口）

月31日で終了します。途中で退会された場合、会費の払い戻しはい

・サポート会員 年 30,000 円（1口）

たしません。

● 入会の申込みは随時受け付けています。

● お問い合わせ

○ ホームページからの申込み

埼玉県立近代美術館内 SMF事務局 TEL.048-824-0110

入会申込書（個人、団体をお選びください）
をダウンロードして記入し、

きたうらワンFamily
SMFと北浦和西口銀座商店街がコラボして生まれた、
アート＆地域活性型キャラクター。

あなたもSMFの仲間になりませんか

ラムの開催日程は、ホームページをご覧いただくか、
メールでお問い

（担当:中村・大越）

ＳＭＦは、ゆるやかにつながりながら、
さまざまな協働をはぐくんでい

SMFアート長屋
ネット上にヴァーチャルとリアルな空間を往還するアートのプラット
フォームを創る試み。アーティストとコーディネーターや愛好家・支援
者が共棲するアート長屋では、
ネット上で相互にさまざまなアイデアや
エナジーをキャッチボールするばか
りでなく、年一度のアートのまつりを

く、ひらかれたプラットフォームをめざしています。
アートな仲間たちと
出会って一緒に楽しみたい、
自らおこなっているアート活動の継続・展
開・発信を図りたい、アート活動を支援したい、
さまざまな立場から
アートの活動基盤整備をともに考えたい…、
ともかくアート好きとい
う、みなさん、ぜひ一度ＳＭＦの催しにお越しください。そして仲間に
なってください。

協働で企画運営し、SMFの各種のイ

SMFのこれまでの活動については、

ベントで交流することで、
さまざまな

ホームページ http://www.artplatform.jp をごらんください。

メンバーがシンクロする機会を増や

問い合わせは、
SMF.info@artplatform.jp

していきます。

までお願いいたします。

