文化庁 平成28年度 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

北浦和
おかわり
芸術祭

Kitaurawa OKAWARI Geijutsusai 2016.9.24→11.27

草上の昼餐
食をテーマにした不思議な衣装を身に纏ったパフォーマーが、
ハロウィンの日の北浦和を彩ります。

2015年度、
あなたとどこでも アート実行委員会による
「着がわりプロジェクト」
の
中心事業として、
コスチューム制作者とパフォーマーが共同して衣装づくりとパ
フォーマンスづくりを行うワークショップ、
「衣と体のせめぎあい」
が行われました。2
か月以上の長期にわたるワークショップの中で、食をテーマにした魅力的な衣装
とパフォーマンスが生まれました。潜在していた表現に取り組んでいる、或いは取り
組みたい人々が繋がり、具体的な成果物を発表するに至ったこの活動は、
「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」
であるSMFを
象徴する活動となりました。
そこで生まれたつながり、衣装、
パフォーマンスを、今年度もまたお披露目する機
会を設けます。今回は、近隣商店街がハロウィンイベントで盛り上がる日に、昨年
度つくられた衣装に対して、
それを纏うパフォーマーを変えたり、新しい衣装をつ
くったり、
更に進化した
「衣と体のせめぎあい」
をお見せできるでしょう。
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2016年
月
日
（土）14：00〜16：00
場所：北浦和公園
同時開催：北浦和西口銀座商店街 観覧無料
ハロウィンフェスタ 2016
（衣装タイトル／制作者／出演者）
たのしい食卓／江間篤子／佐々木治子
modestus／篠原千春／カワムラアツノリ
PM/AM3時／國分千紘／Bobby' Kobayashi
集まって、
つながって、広がる／見目由香／大澤加寿彦
燻製ニシン＆きのこのレシピ／中村春子／愛智伸江、他
petal―触と食―／福田麻衣／藤井彩加
おどるフルーツポンチ／タニガワ ハナコ／江積志織
Onion／村尾拓美／松元日奈子
足を食べる／SEED（野本翔平）／行田ワクワクCity
※出演者等は変更になる場合もあります。

おむすびコロリン、
おなかの旅
〜み んなで 右〜
脳をフル 回 転〜

入口はお口、出口はお尻。 おむすび が体験するおなかの旅を、造形と

たパフォーマンスをお披露目します。
この企画は、建築、美術、音楽、
ダン

ダンスで表現！展示&発表会で、拍手喝さいをもらっちゃおう。おなかの

スといった様々な人材が集い、交流し、新しい表現を実現してきたSMF

中での、おむすびの大冒険を、舞台装置のような造形物、色と形、音、そ

ならではの、多領域の共同によるワークショップです。各専門家が、参加

してダンスで表現するワークショップです。参加者は、丸一日かけて工作

者と共におなかの中の世界を実現する

とダンス作りに取り組み、
２日目には一般に公開して、
みんなで作り上げ

ために、
準備を進めています。

ワークショップ
2016年11月12日
（土）10：30〜16：30

浅 見 俊 哉：写 真 作 家・ワークショップデザイナー・
KAPL代表。
「 時間」
と
「記憶」
をテーマに主に写真を
用いて作品を制作。
ワークショップやアートプロジェクト
の企画運営も積極的に行う。

（昼食休憩＆館内見学12：00〜13：30）

11月13日
（日）10：30〜14：00

（12：00〜13：00はみんなでピクニック）
※発表会は13日
（日）13：30〜14：00

場所：埼玉県立近代美術館 ２F講堂&北浦和公園

参加費
無料

定員：20名（小学生以上・先着順）
ワークショップ申込：
「おなかの旅ワークショップ参加希望」
と明記し、①お名前 ②年
齢 ③ 郵 便 番 号・住 所・電 話 番 号 ④メールアドレスを記 入 のうえ、e - m a i l
（ONAKA@artplatform.jp）
またはファックス
（048-866-7366）
でお送りください。

発表会
2016年11月13日
（日）13：30〜14：00
場所：北浦和公園＆埼玉県立近代美術館 2F講堂

観覧無料

枻川真理子：若松美黄、津田郁子に師事。
自己の踊
り創作に励み野外が好きであるが、
只今少し負けてい
る。
頑張るぞ。
青山恭之：建築家。
うらわ建築塾代表。
ものつくり大
学講師。
ＳＭＦでは、街歩きや地図制作、空間ワーク
ショップなどを担当。
三浦清史：建築家、
こうだ建築設計事務所。
［日本建
築］
セミナーに学び、現在、伝統木構造の会、
日本建
築家協会などに参加。
柴山拓郎：東京芸術大学美術研究科後期博士課程
修了。東京電機大学准教授、女子美術大学、国際基
督教大学非常勤講師。
SMF運営委員。
高山 祐：東京電機大学理工学部情報システムデザ
イン学系に在籍。同大学の作曲・音楽文化研究室で
電子音響音楽の制作を経験する。

木曽椋太：1994年長野生まれ。東京電機大学理工
学部情報システムデザイン学系４年。柴山准教授の
作曲音楽文化研究室所属。高校を卒業してから音楽
制作を始めた。
小田祐樹：東京電機大学4年小田祐樹です。
おむす
びコロリンおなかの旅ではシステム面においてお手伝
いさせていただきます。
新井聡真：東京電機大学理工学研究科情報学専攻
在学。作曲・音楽文化研究室にてプログラムを用いた
システマチックな作曲法について研究している。
茂木龍朗：1992年、長野県佐久市生まれ。現在、東
京電機大学大学院理工学研究科情報学専攻在学
中、
電子音響音楽を柴山拓郎に師事。
江積志織、
海保文江、
藤井彩加、
松元日奈子
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Sis ers
シスターズ& B r o t h
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ブラザーズ参上！
SMF（Saitama Muse Forum※）
と北浦和西口銀座商
店街がタッグを組み、
まちの人々のアイディアや投票から生
まれた〈きたうらワン〉
とその家族。商店街のお祭りやワーク
ショップに何度も登場し、みなさんの、商店街の、街のマスコッ
トキャラクターとして育っています。

この秋きたうらワンの新しい仲間として、パフォーマンスユニット、
きたうらワン・シスターズ&ブラザーズが商店街に登場します。
もっちり可愛いきたうらワンや、個性的なその家族、
きたうらワン
が育つ商店街の特徴を盛り込んだオリジナルソングとダンスを披
露して、観客の皆さんも巻き込みます。
ダンスを見て楽しくなった
ら、
皆さんも一緒に踊っちゃいましょう！
きたうらワン・シスターズ&ブラザーズのメンバーは、
これまでも
商店街や美術館でのダンスパフォーマンスで活躍し、商店街を中
心とする北浦和の空気を知っている人々です。パフォーマーならで
はの視線で、歌や踊りをつくりあげ、お披露目し、みんなのアイドル・
きたうらワンとともにまちを盛り上げます。
観覧無料
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2016年 月
日
（土）16：30〜17：00
場所：北浦和西口銀座商店街 サイトウ薬局向かい広場
同時開催：北浦和西口銀座商店街ちびっ子広場
※Saitama Muse Forum：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。
建築、
美術、
音楽、
ダンス、
文学、
地域活動など、様々な領域のメンバーが集ってい
る。2014年度より、助成金を獲得し組織された
「あなたと どこでも アート実行委員会」事業の企画・運営の中核をなし、衣・食・住に関わる
アートプログラムを展開。
2016年度は、
「おかわりプロジェクト」
として食に関わるアートプログラムを県内各地で展開している。

出演者
江積志織
さいたま市出身の舞踊家。
2005年文
化庁新進芸術家国内研修員。東京
新聞全国舞踊コンクール創作舞踊
部門第2位等受賞。

カワムラアツノリ
演劇ほーめん→ダンスほーめん。初期
型主宰。
モットーは
『愛すべきバカ』。
東京コンペ#1優秀賞受賞。

大澤加寿彦
新 潟 県 出 身のシンガーソングライ
ター。2009年よりアート集団KAPLの
一員としてSMFに参加。

海保文江

きたうらワン：絵を描くことが得意で、楽しいことが大好き。
自慢の
嗅覚でまちのステキや面白情報を探して、
お届けするのが任務。

8才よりモダンダンスを志保野ひろみ
に学ぶ。2004年より藤井公・利子、
上原尚美、藤井香に師事。現在 彩
のくに創作舞踊団団員

藤井彩加

松元日奈子

さいたま市出身のダンサー。2013年日
本大学藝術学部演劇学科洋舞コー
ス卒。2014年埼玉全国舞踊コンクー
ル現代舞踊１部第２位の２等受賞。

舞台や美術館などで踊る。
想像の翼を
バタバタと広げて踊る事に幸せを感じ
ます。
彩のくに創作舞踊団、
Zappers。

きたうらワンFamily

主催：あなたと どこでも アート実行委員会／SMF（Saitama Muse Forum）／埼玉県立近代美術館
協力
（予定）
：北浦和西口銀座商店街振興組合・各協力店舗／川口信用金庫北浦和支店／東京電機大学理工学部情報システムデザイン学系／
埼玉大学教育学部芸術講座石上研究室／JR東日本大宮支社
問合せ：〒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
あなたと どこでも アート事務局 Tel：048-824-0110 email：SMF.info@artplatform.jp
担当
（菖蒲澤、
中村、矢花、大越）
まで

