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

アートがてんこ盛り。

おかわりしたくなる、

北浦和おかわり芸術祭の遊び方

この秋、北浦和にて、埼玉県立近代美術館、北浦和公園、北浦和
西口銀座商店街を舞台に、見て楽しむ、参加して楽しむ、通って楽し

◉通りすがりに楽しむ 公園の風車、商店街の作品展示など、通

む！アートのイベントが展開します。

りすがりにいつもと違う風景を楽しむことが出来ます。

作品展示やダンスパフォーマンスを見て、
ワークショップに参加して、

◉立ち止まって楽しむ 申し込み不要のワークショップは、当日ふ

眼や心が満足したら、商店街の美味しい食事でおなかも満腹にして、
ゲイジュツの秋もショクヨクの秋も満喫できるはずです。

らっと来ても楽しめます。休日のひと時、
家族や友だち同士で、
色や形で

北浦和は、
人々が日常を過ごす穏やか

遊びましょう。

な生活の街です。
いつも通る道、
いつも遊

◉じっくり楽しむ 時間をかけてじっくり表現を味わうワークショップ

んでいる公園で、
ちょっと立ち止まって、
北

もあります。事前に申し込みをして、
はりきって参加して、
アーティストと共

浦和の街を楽しんでみませんか。

に作品を創り上げましょう。

◉顔なじみになって楽しむ 各イベントに参加して、スタンプを5
個を集めると、素敵なグッズが手に入ります。北浦和おかわり芸術祭の
顔なじみ、
仲間になった証です。
※特に表記のないものは、
観覧料・参加費は無料です。
※「北浦和おかわり芸術祭」は、
「あなたと どこでも アート／おかわりプロジェクト」の一環とし
て、
北浦和の街で2か月間展開するアートプロジェクトです。

期間中のイベントに
参加して、
スタンプを5個集めると、
素敵なグッズがもらえます！
このパンフレットをスタンプ帳にして、
スタンプを集めてね。

2016.9.24→11.27

Get!

スタンプ集めて素敵なグッズを
詳しくは裏面をご覧下さい。

・おむすびコロリン

・
「風を描こう」
「お顔をトレース★肖像画」
・MOMAS空間音響ライブvol.5

埼玉県立近代美術館
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Kitaurawa OKAWARI Geijutsusai

・きたうらワン・ブラザーズ＆
シスターズ参上！

・MUCCAワークショップ

埼大
通り

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／MUCCA／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／CAF.N／グルグルハウス高柳／日本庭園協会埼玉支部／埼
玉建築士会さいたま北支部／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

北浦和
おかわり
芸術祭

イベント開催周辺マップ

川口信用金庫北浦和支店

北浦和公園

回遊美術館

・花咲かアートさんプロジェクト
まわれ千の風車 展示・ワークショップ
・きたうらワンが動き出す！
？
・草上の昼餐
ぬり絵コーナー
国道17号

・花咲かアートさんプロジェクト
まわれ千の風車ワークショップ
西口

JR 北浦和駅
至東京

至大宮

きたうらワン・シスターズ＆ブラザーズ参上！

花咲かアートさんプロジェクト まわれ千の風車

「きたうらワン」
オリジナルソングでダンス！
みんなも一緒に歌ってダンス！

アートの風増殖計画として2008‒09年に実施し、
再展示を望む声が多かった美しい風車インスタ
レーションの展開版。今回は園内の樹木と絡ん
で千を超える風車を約１ヶ月展示予定。

9月24日（土）16：30〜17：00
北浦和西口銀座商店街
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10月29日（土）
〜11月27日（日）
北浦和公園

出演者：江積志織、
大澤加寿彦、
カワ
ムラアツノリ、
藤井彩加、
松元日奈子、
海保文江

監修：根岸和弘 協力：
グルグルハウス高柳
期間中、
北浦和公園内に日本庭園協会埼玉県支部とさいたま建築
士会さいたま北支部の皆さんによる
「竹のインスタレーション
〈茶空
間〉」が出現。

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、造形とダンスで表現！展示＆発
表会で、
拍手喝さいもらっちゃおう！

回遊美術館Ⅲ
商店街・公園・埼玉近美を巡るアートの楽しみ
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11月12日（土）
10：30〜12：00
13：30〜16：30（昼食休憩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13：30〜14：00

埼玉県立近代美術館2F講堂＆北浦和公園
講師：
（造形）浅見俊哉／（ダンス）江積志織、海保文江、枻川真理
子、
藤井彩加、
松元日奈子
■定員20名（先着順）■参加費無料 ■小学生以上
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、
❶お名前 ❷年齢 ❸郵便番号・住
所・電話番号 ❹メールアドレスを記
入のうえ、
eメール
（ONAKA@artplatform.jp）
また
はファックス
（048-866-7366）
でお送
りください。

きたうらワンが動き出す!? ぬり絵コーナー
歩く、踊る、動く!?きたうらワンのぬり絵で遊ぼう。
出来上がったみんなのぬり絵が、
ハロウィンの日
に動き出すよ。
9月24日（土）15：00〜18：00
川口信用金庫前 ■参加費無料

ワークショップ
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透明シートをカラフルに彩って、
自分だけの風車
をつくり、
風と遊びましょう。
9月24日（土）①15：00 ②16：00
北浦和西口銀座商店街・川口信用金庫前

動くきたうらワンとぬり絵の展示
10月29日（土）
〜11月６日（日）9：00〜17：00（予定）
川口信用金庫ATMコーナー
同時開催：北浦和西口銀座商店街ちびっ子広場
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11月14日
（月・県民の日）
①13：00 ②14：00
北浦和公園（雨の場合は埼玉県立近代美術館内）
■各回先着10名 ■材料費：300円

MUCCA ワークショップ
・みんなでiPadで絵を描こう！
・みんなの絵が大画面で動き始めるよ！
・動き始めた絵から音が出てくるよ！
・みんなで描く絵と色と形で音楽を作ろう！

発表会

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

P

10月16日（日）13：00〜17：00
13：00〜15：40ワークショップ
16：00〜17：00成果発表会（ミニコンサート）
■定員10名（先着順）■参加費無料
小学生以上（小学生は保護者が引率してください）
ワークショップ申込：
「MUCCAワークショップ参加希望」
と明記し、❶
お名前 ❷年齢 ❸郵便番号・住所・電話番号 ❹メールアドレスを記
入のうえ、eメール
（MUCCA@artplatform）
またはファックス
（049-296-5311）
でお送りください。
講師：古川聖、
濵野峻行、
川村剛

「食」をテーマに制作されたコスチュームと、
ダンサー、
ミュージシャ
ン、
パフォーマーがコラボする、草上のパフォーマンス。ハロウィンの
仮装とも一味違う、
不思議な衣装のダンスをご覧ください。
10月29日（土）14：00〜16：00
北浦和公園
（衣装タイトル／制作者／出演者）

P

M
STA

・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
・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
同時開催：北浦和西口銀座商店街ハロウィンフェスタ
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野外ワークショップ「風を描こう！」
「お顔をトレース★肖像画」
「風を描こう！」
北浦和公園に吹く風をイメージして透明パネル
にお絵描きします。
（北浦和公園）
「お顔をトレース★肖像画」
親子や友達の顔を実際にトレースして、
そっくり？
な肖像画を描きます。
（埼玉県立近代美術館３階 創作室）
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11月11日（金）
〜11月20日（日）
10：00〜17：00（展示場所によって異なります）
北浦和西口銀座商店街、
北浦和公園、
埼玉県立近代美術館、
ほか
参加アーティスト
：
石上城行「記憶の容−めぐる街な
み−」、井上尚子「しょくんくんウォー
クN i g h t ＠北 浦 和〜食 = 職＝触
〜」、小 野 養 豚ん「 … p i g e e p …
pigeep…」、
出店久夫「スライドと光による時の部屋、
時の窓」、
古川
勝紀「ラスト レストラン in KITAURAWA」、
間島領一「寿司ボー
イ、
寿司ガール」、
三友周大「ドラムペインティングで街をデコル」
同時開催：2016CAFネビュラ展 11月9日（水）
〜20日（日）
埼玉県立近代美術館地下 一般展示室にて開催。観覧無料

ワークショップ① 井上尚子
「しょくんくんウォークNight＠北浦和 〜食=職＝触〜」
テーマである「食」を「しょく〜食=職＝触〜」
と多角的視点でとら
え、商店街の人々、文化、環境を匂いの世界から紐解きます。
それ
ぞれの職業を知り、肌に触れ、匂いを嗅ぐ＝食すことで、今まで知り
えなかった世界を発見します。
11月12日（土）16：30〜18：30
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（終了後、匂いと食にまつわる自由参加プログラムを予定）

大道具制作・設営：青山恭之、三浦清史／音楽制作：高山祐、木曽
椋太、
小田祐樹、
新井聡真、
茂木龍朗、
柴山拓郎

草上の昼餐
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造形とダンスで作り上げた「おむすびコロリン、
お
なかの旅」
を、
北浦和公園と美術館講堂で展示
＆発表します。

美術館、
公園、
商店街を回ってさまざまなアートを
楽しむ回遊美術館の第3弾。参加アーティストそ
れぞれの視点から北浦和のまち空間とのシンク
ロを試みるユニークな作品を展示。

ST
北浦和西口銀座商店街、北浦和駅周辺
■定員15名（先着順）■参加費無料
対象：18歳以上
（親子可）
申込：
「しょくんくんウォーク」
と明記し、❶お名前 ❷年齢 ❸〒・
住所・電話番号❹メールアドレスを記入のうえ、
eメール
（KUNKUN@artplatform.jp）
またはFax
（048-824-0118）
でお送り
ください。
ワークショップ②藤原昌樹
「消える彫刻・巨大シャボン玉」
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11月14日（月・県民の日）
10：30〜12：00／13：30〜15：30
「風を描こう！」は雨天延期。
埼玉県立近代美術館・県民の日もますまつり企画
当日は、埼玉県立近代美術館のMOMASコレクション展が無料で
ご覧いただけます。

シャボン玉研究所所長の藤原昌樹さんと、人が
入れるような巨大なシャボン玉を制作・鑑賞して
楽しみます。
CAF.Nとの共催
11月12日（土）13：00〜14：00
北浦和公園※雨天時は翌13日（日）
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当日先着30名程度。
見学自由。就学前のお子様は保護者同伴で。

MOMAS空間音響ライブvol.5
with 電子音響ピープル
「電子音響ピープルワークショップ」では、
様々な音を録音し、
それを
コンピューター加工して音楽を作りました。埼玉県内の3つの会場で
作られた皆さんの「音楽」をあつめ、ベテラン
ピープルが協働制作作品として完成させ、美術
館ライブでお披露目します。
MP
11月26日（土）
・27日（日）12：30〜17：00
埼玉県立近代美術館２階 講堂

STA

プレトーク司会者：沼野雄司
（音楽学・桐朋学園大学教授）
ベテランピープル：由雄正恒、
高野大夢、
生形三郎、
並木隆明、
柴山拓郎他
■入場無料 プログラム詳細は11月初旬に発表します。

