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﹁ＳＭＦアート長屋﹂2015年度の展開と﹁宝船展﹂

宝船展＠MOMAS 2016年 月 日
︵水︶〜 日
︵日︶埼玉県立近代美術館 地階 一般展示室
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ＳＭＦでは、2014年度「あなたと どこでも アート／小さ

中のプロジェクトの案、今年度のプロジェクトの記録など

な家プロジェクト」事業の一環として、2015年3月インター

をそれぞれ持ち寄り、作家どうし、
また来場者との交流を行

ネット上のアートプラットフォームをめざす
「ＳＭＦアート長

うという連続性のある流れを作り出しました。今後の活動

■実行委員会

屋」
を開設しました。
（ http://www.artnagaya.jp ）
この

に向けて、
自由に意見交換しながら化学反応や発芽を促

委員長：建畠晢
（埼玉県立近代美術館館長）

ウェブ上のプラットフォームは、
アートをつくりだす側だけが

すクリエイティブな作戦かいぎの場ともなりました。

「アーティスティック」
なのではなく、
アートの鑑賞が好きな

ＳＭＦが目指すアートプラットフォームとはどのようなもの

人、
アートワークショップに参加して楽しいと感じた人、
日常

になるのか、試行錯誤しながら活動を続けていますが、少

的になにか工夫をこらして生活している人など、
アートにか

しずつその答えに近づけているのではと実感する機会とな

かわるすべての人びとが「アーティスティック」
なのではな

りました。

柴山拓郎（ＳＭＦ運営委員）

いだろうか、
という視点に基づき、
より多様な人々とともに
アーティスティックなモノゴトを共有していくための場とし
も徐々に増えてきています。
今年は入居者どうしの活発な交流を生み出すことをめ
ざして、
アート長屋内に新たに井戸端（気楽なお喋りどこ
ろ）
や掲示板（長屋管理人からのお知らせ）
を設けました。
また物置＝蔵をパビリオンに新春を祝う
「宝船展」
を実施
しました。
インターネット上での展覧会「宝船展 on the
船展@MOMAS」
がセットになったこの企画は、以前に実
施していた
「ＳＭＦラウンドテーブル」
（ユニークな活動を展
開しているアート関係者の情報交換・交流会）
や
「アートの
まつり」
（作品展示やパフォーマンスを含めた交流会）
から
展開したもので、
ウェブとリアルの双方での展開は今回が
初めてです。
埼玉県立近代美術館でのリアル展では、25組の多様
なアーティストが一堂に会しました。
さまざまな作品や構想

1. みゃうか

ひとりにひとつき／つきのブランコ

2016

2. 白川昌生

唐草空間に住む

近い将来

3. 根岸和弘

花咲かアートさん
（さんなすび展より再出展）

秋

4. 青山恭之

MOMAS軸線可視化計画

2017

5. 中村隆

自画像展

いつでも

6. 間島領一

まんま 2016 何処へ

2016

7. 浅見俊哉

Breathing Shadow of Bombed Trees Exhibition Tour 2016 2016

8. ＢＯ-ＪＷ.

星屑のキラメキ

2016（キラメキ2）

9. See Sew

時間のきものプロジェクト2015

2015

10. 古川勝紀

ふしぎな橋

2016

12. 三浦清史

カサ・マラパルテで腰掛ける椅子

13. 石上城行

旅の記憶〜過去と未来をつなぐとき〜

いつか
2016

14. 渡辺範久

高架下プロジェクト

2018

15. suzu

I Love Me！／雨上がり／春風を感じて／泣いてもいいんだよ 2015

16. 柴山拓郎

Imaginery Universe インスタレーション

2016

17. 小野養豚ん 暖花

2011/2016

18. 中村元

2019

多重露光に依る画像の内装材の提案

19. コレオグラファーの目 実行委員会 コレオグラファーの目 足袋nce＠能楽堂 2020までの毎年
20. 三友周太

MOMASをDECOる！

2016秋

21. 高橋佳紘

boundary

2015/2016

22. 田中清隆

遊影雑技

2016アートの宝船展

23. ようなしの体温実行委員会 ようなしの体温〜 とけてはじまるその先〜 2015
24. 佐藤仁美

Sense of Field

2015/1

25. 矢花俊樹

Insects World

2016

合・各協力店舗、
グルグルハウス、埼玉県舞踊協会、埼
玉県舞踊協会「コレオグラファーの目」実行委員会、埼

2015年10月24日号
・
「〈衣と体のせめぎあい〉
ファイナルイベント」
『たまログ』
（さいたまPRセンター）2015年11月1日号

玉県立近代美術館フレンド
（fam s）、
さいたま市市民活

2015年10月1日

・
「アート日和〈旅する小さな家がやってきた＠楽風〉」

埼玉大学教育学部芸術講座石上研究室、SEED、
サ

『ショッパー』 2015年11月6日号

イボー株式会社、三番町ギャラリー、CAF.ネビュラ、
ジェ

・
「アート日和 旅する小さな家がやってきた＠楽風」埼玉
新聞 2015年11月11日

習文化財課長）、上野正（川越市立美術館館長）、佐
藤定夫（東京電機大学理工学部教授・情報システムデ
ザイン学系長）、佐藤達哉（埼玉新聞社文化くらし部部
長）、高橋幸次（日本大学藝術学部教授）、高橋弘行
（NHKさいたま放送局放送部長、
自2015.6.12）、鶴谷

イコムさいたま、芝浦工業大学南研究室、女子美術大
学、新木場倶楽部、学校法人杉野学園、須田剋太研
究会、双ギャラリー、竹のアート実行委員会、
ダンスユ

・
「コスチューム制作ワークショップ〈衣と体のせめぎあ

ニット
「転々」、
デザイン工房きら、
テレビ埼玉、株式会社

・
「仲間つないでアート発信

東京スタデオ、東京電機大学理工学部情報システムデ

知恵出し合い楽しめる場に」
（増田愛子）朝日新聞
2015年11月18日

ザイン学系、東京電機大学理工学部 作曲・音楽文化

長）、本田貴侶（埼玉大学教育学部名誉教授、学校法

研究室、東洋大学ライフデザイン学部、
日本建築家協
会甲信越支部埼玉地域会（JIA埼玉）、
日本工学院八

人峯徳学園理事）
、
福田哲也
（埼玉県県民生活部文化
振興課長）、三浦清史（Saitama Muse Forum代表、

い〉完成作品披露」埼玉新聞

2015年11月18日
公立5ミュージアム連携

・
「刺激いっぱいアートパーク」
『散歩の達人』2016年1
月号p.15（2015年12月21日）

王子専門学校、
日本大学芸術学部、野田双子織研究
会（入間市博物館ボランティア会）、
ヒアシンスハウスの

■放送

建築家）、山下浩文（川口市立アートギャラリー・アトリア
館長）

会、光村印刷株式会社、
ものつくり大学、
ようなしの体温

・ジェイコムさいたま 2015年8月16日〜31日

実行委員会、
楽風、
朗読者

■運営委員会
青山恭之（建築家／うらわ建築塾代表）、石上城行（埼
玉大学教育学部芸術講座〔美術分野〕准教授）、梅津

■協力者
愛智伸江、青木美菜子、赤尾木織音、浅沼奨、荒田真
弥、石川桃子、石黒秀一郎、石澤彰一、石関紗江、伊
勢野千鶴子、井上唯、上園美和、上野リサ、内田祥哉、
宇野敦子、生形三郎、江積志織、榎本早希、江間篤

ひびのこづえ作品展、北浦和公園噴水パフォーマンス
・ジェイコムさいたま 2015年9月16日〜30日
ロボぐるみ制作ワークショップ
・ジェイコムさいたま 2015年10月16日〜31日
きたうらワンがまちをジャック
・ジェイコムさいたま 2015年11月16日〜30日
北浦和ハロウィンジャック2015
・ジェイコムさいたま 2015年12月1日〜15日
〈衣と体のせめぎあい〉
ファイナルイベント

■協力委員
浅見俊哉（アーティスト／KAPL代表）、大澤加寿彦
（ミュージシャン／KAPL会員）、菊澤伸悦（有限会社
ファインズ代表）、木村昭司
（デザイナー／デザイン工房
きら代表）、草野律子（建築家／アルテクルブ事務局）、
小宮幸子（埼玉県立近代美術館フレンド広報委員）、
齋藤はるか
（アートサポーター／会社員）、佐野哲史（建
宝船展＠MOMAS 出品リスト〔作者名・作品名・実現したい
（した）年〕

・
「北浦和ハロウィンジャック2015」
『リビングさいたま』

動サポートセンター、埼玉新聞社、埼玉大学教育学部、

あづさ
（ 入 間 市 博 物 館アリット学 芸員）、奥 野 由 利
（CAF.N事務局／画家・造形教室主宰）、小野寺茜
（川口市立アートギャラリー・アトリア美術専門スタッ
フ）、北原立木（ヒアシンスハウスの会代表／文芸誌
『孤帆』主宰）、柴山拓郎（作曲家／東京電機大学理
工学部准教授）、高橋博夫（文芸誌『孤帆』
『 梓』
『 第３
次同時代』同人）、谷平絵美子（川越市立美術館主
幹）、藤井香（埼玉県舞踊協会理事／彩のくに創作舞
踊団）、矢花俊樹（埼玉県立近代美術館担当課長）、
山尾聖子（杉野服飾大学フランス語講師）、脇元重彰
（うらわ美術館指導主事）、渡辺恭伸（須田刻太研究会
理事）

net」
と埼玉県立近代美術館一般展示室での展覧会「宝

3、p.6

社キャベッジ・ネット、北浦和西口銀座商店街振興組

（うらわ美術館館長）、今宮照久（テレビ埼玉ミュージック
社長）、芋川修（埼玉県教育局市町村支援部生涯学

2015/6/11）、西勝啓祐（入間市博物館アリット館

て構想されたものです。
まもなく１年となりますが、入居者

川口市芝公民館、川口信用金庫北浦和支店、株式会

委員：青木穗（ジェイコムさいたま南局局長）、稲葉康久

真 治（ N H K さ い た ま 放 送 局 放 送 部 長 、至

11. 社会芸術プランニングチーム 炭焼「生き物の組成には無駄は無い」 2016
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あなたと どこでも アート／着がわりプロジェクト
委員名簿

築家／ヒアシンスハウスの会事務局）、長沢晋（美術家
／CAF.N会員）、中村元（写真家）、中村隆（デザイナー
／有限会社アームズ代表）、野本翔平（bug-depayse
／パフォーマンス）
、
柳原敬
（会社員／KAPL会員）
■事務局
事務局長：高柳正行
（埼玉県立近代美術館副館長）
事務局員：三井康浩（同 総務担当部長）、平岡孝善
（同 総務担当主任）、山田恵（同 総務担当主事）、大
越久子（同 学芸主幹）、五味良子（同 学芸員）、中村
誠（同 主任専門員兼学芸員）、笠原たまき
（同 主任）、
菖蒲澤侑
（同 非常勤職員）

あなたと どこでも アート／着がわりプロジェクト
連携協力機関・団体
■主要連携機関
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、
SMF
（Saitama Muse Forum）
■協力機関・団体
株式会社アジール、NPO法人アートバーブズ・フォーラ
ム、
あとりえぶる〜むんCAC、有限会社アームズ、
アルテ
クルブ、入間市華道連盟、
うらわ建築塾、盈進学園東野
高等学校、NHKさいたま放送局、快飛行家スミス
（奈佐
健臣、北川原梓）、KAPL、Kawaguchi Art Factory、

子、遠藤寿彦、大内公公、大塚愛加、大羽英子、大山
香里、岡嶋聡美、小川順一郎、小田久美子、小野養豚
ん、小野寺優元、小原恵利子、海保文江、加々美真理
子、枻川真理子、加藤種男、加藤英弘、河崎純、
カワム
ラ アツノリ、黒田なつ子、見目由香、小池ちかこ、國分千
紘、五寳賢太郎、小宮貴史、桜井陽、佐々木治子、佐々
木眞里子、佐藤詩織、佐藤仁美、佐藤楓利、佐藤利恵
子、佐保頌子、三遊亭鬼丸、SeeSew（浅見俊哉、田村
香織）、
白戸伶奈、
しのくに
（松村志野、齊藤邦彦）、篠
田浩美、篠原千春、島州一、
白川昌生、神保清美、杉浦
淳子、菅野ももこ、
スザンナ・メイフィールド、suzu、関根
聡、蒼浩人、瀧澤花織、
タニガワ ハナコ、築添英士、高
橋由希、手島亙、社会芸術／ユニット・ウルス
（吉田富
久一、長谷川千賀子、吉川信雄）、高木文絵、高橋和
志、高橋佳紘、
田中清隆、
たむらひろし、通崎睦美、津村
泰範、東京電機大学理工学部情報システムデザイン学
系作曲・音楽文化研究室（新井聡真、飯島拓也、石川
凌山、小田祐樹、木曽椋太、北村幹奈、清水和貴、趙
昕祺、徐子寅、陣内智史、杉浦永憲、瀬戸丈太郎、高
橋泰生、高山祐、沈博、陳穎恩、名原幸宏、原拓也、笵
家鈺、古谷勇人、桝元勇樹、茂木龍朗、和田義智）、中
澤宏美、中野昌宏、中村ジュリア、中村春子、長野恒、
南壽イサム、新村隆慶、新村侑菜、西井戸良介、沼野
雄司、根岸彩音、根岸和弘、野口竜平、野村幸子、服
部奈々、服部真理子、幅田彩加、原田健太郎、
ひびの
こづえ、
ヒラサオフィス、福田麻衣、藤井彩加、藤田知
穂、藤原成曉、藤間涼平、伏見恵理子、古川聖、古川
勝紀、BO-JW.、星野好美、Bobby Kobayashi、
マイク
クベック、間島領一、増田拓史、松尾正信、松本一哉、
松元日奈子、三澤一実、水谷隼人、三友晶子、三友周
太、皆川祐輝、南一誠、みゃうか、明神和子、
ムバヤオ
ジョルダニ アチイカ、村尾拓美、山尾麻耶、山口愛、山
口紗友美、
山崎千恵、
山田好恵、
山本恭代、
ユキハシト
モヒコ、
横内寛、
リ セイブン、
渡辺範久

主な報道記事
・
「SMFって何 ？ 埼玉県のミュージアム連携事業に参
加しています」川口市立アートギャラリー・アトリア
『アトリ
ア・ニュース』2015年7・8月号
・
「SMF〈あなたと どこでも アート／着がわりプロジェク
ト〉はじまりました」
（ 中 村 誠 ）埼 玉 県 立 近 代 美 術 館
ニュース
『ソカロ』2015年8・9月号
・
「第10回〈ヒアシンスハウス夢まつり in 別所沼〉活動
報告」
（ 津村泰範）、
「ヒアシンスハウスと旅する小さな
家」
（ 佐野哲史）
ヒアシンスハウス会報『風の詩』p.2〜

■SMF PRESS（本事業ニュース紙）
・22号（2015年9月） 「あなたとどこでもアート／着が
わりプロジェクト」
（中村誠）／「衣と体のせめぎあい、始
まる！」
（ 山尾聖子）／「SMFアート長屋に物置 ！
？」
（柴
山拓郎）／連携美術館情報（小野寺茜）
・23号（2015年9月） 「 き がわりを き がえる」
（三
浦清史）／「きたうらワンがまちをジャック！」
（石上城行）
／「時間のきものプロジェクト」
（浅見俊哉）／「〈衣と体
のせめぎあい〉
お披露目パフォーマンス」
（山尾聖子）／
「アート日和 旅する小さな家がやってきた＠楽風」
（佐野
哲史）／連携美術館情報（小野寺茜）
・24号（2016年１月） 「幸福な日 衣と体のせめぎあ
いファイナルイベント」
（ひびのこづえ）／「通崎睦美講
演会＆木琴演奏会」
（ 渡辺恭伸）／「北浦和食堂プロ
ジェクト事前調査報告会＆ワークショップ」
（ 石上城行）
／連携美術館情報（小野寺茜）
・25号（2016年3月刊行予定）

文化庁 平成27年度 地域の核となる美術館・歴史博
物館支援事業

あなたと どこでも アート／着がわりプロジェクト
記録集
発行：あなたと どこでも アート 実行委員会
〒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.048-824-0111
http://www.artplatform.jp（あなたと どこでも アート／
SMF）
http://www.momas.jp（埼玉県立近代美術館）
編集：あなたと どこでも アート 運営委員会、SMF（Saitama
Muse Forum）
（担当：高橋博夫、中村誠）
印刷：光村印刷株式会社
グラフィックデザイン担当：有限会社アームズ
（中村隆）
Webページデザイン担当：デザイン工房きら
（木村昭司）
写真撮影・提供：中村元、浅見俊哉／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、SMF（Saitama Muse
Forum）
平成28年3月10日発行
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