
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

「あなたと どこでも アート／おかわりプロジェクト」
事業計画
　あなたとどこでもアート実行委員会が主催するこの事業は、埼玉県内
の5つの公立ミュージアム*の連携を基盤に、文化庁の助成を得て、さま
ざまなアートの分野で活動している方々が集うSMF（Saitama Muse 
Forum）とともに、地域と共働したさまざまなアートプログラムやアウト
リーチ活動を展開するものです。
　平成26年度の「小さな家プロジェクト」、27年度の「着がわりプロジェ
クト」に続き、28年度は「おかわりプロジェクト」と題し、「食」をテーマと
する多彩なアートプログラムを連携する5つのミュージアムを中心に県
内各地で開催します。
　例年ご好評をいただいている各ミュージアムのユニークで魅力的な
ワークショップやアート散歩、イベント。今年もお見逃しなく、ぜひご来場
ください。（プロジェクトM）
　館外を主体に展開する事業（プロジェクトO）では、千の風車で樹木に
風の花を咲かせる「花咲かアートさん」、創作ダンス「草上の昼餐」や「回
遊美術館Ⅲ」を含め、埼玉県立近代美術館や北浦和公園、近隣商店街を

舞台に展開する「北浦和おかわり芸術祭」（9/24～11/27）が今年のメ
インプログラムとなります。
　またさいたまトリエンナーレにあわせて市民会館おおみや内に開校予
定の「ＳＭＦ学校」を基点に、氷川の杜や大宮の周辺市街に展開する「Ｏ
ＭＩＹＡプロジェクト」や、豊かな農の営みに寄り添いながら見沼田んぼで
の展開を図る「ＴＡＮＢＯプロジェクト」が、もう一つの核となります。どち
らもさいたまトリエンナーレとの相乗効果が期待されます。
　「宝船展Ⅱ」の開催や「アート寺子屋・アーカイブ」の設置などを通じ
て、昨春ネット上に誕生した「アート長屋」のプラットフォーム機能を整
備・拡張していきます。
　今年も盛りだくさんの「あなたとどこでもアート／おかわりプロジェク
ト」、どうぞお楽しみに。みなさまのご参加、ご来場をお待ちしています。

*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

「あなたと どこでも アート／おかわりプロジェクト」事業予定
* 一部の日程や会場、催し物タイトル等が変更となる場合があります。各事業のチラシやホームページ（www.artplatform.jp）で最新の情報をご確認の上、ご来場ください。
** WSはワークショップの略表記です。

１.プロジェクトＭ
（「食」をテーマに各ミュージアムが企画・実施する多彩なアートプログラム）

■入間市博物館ALIT
「五感で味わいつくす茶の世界」
① 8月7日（日）、12月4日（日）、1月8日（日）「聴いて味わう 時空を超えるお茶
の旅」 方丈庵周辺　様々な地方のお茶を味わいながら、同館所蔵の国産第一
号蓄音機で、お茶にちなんだ曲や、飲んでいるお茶の産地の民謡などのＳＰ盤
レコードを鑑賞します。（計３回）
② 10月26日（水）～11月23日（水・祝）「お茶の浮世絵特別公開」 展示室　喫
茶風景や茶摘み、製茶などの様子を描いた浮世絵約15点を常設展示室で紹介。
③ 11月12日（土）「アートお茶の間談義」 方丈庵周辺　ロビー設置の方丈庵
にお茶の間を増設、チャの木・花をモチーフにした生け花作品の展示やチャ染め
の糸などを使って演出。茶の間に腰を下ろし、「食」や「茶」「環境」をテーマとした
シンポジウム「お茶の間談義」に花を咲かせましょう。
④ 11月20日（日）「五感で味わうわび茶の空間」 二畳の茶室　展示室内に再
現された千利休の幻の茶室に、はじめて参加者を招き入れ、茶の精神を体現す
る空間で抹茶を味わっていただきます。
⑤ 11月23日（水・祝）「てんからまつへ～茶臼で挽くお茶のテンマツを楽しむ
～」 青丘庵　展示室でレクチャーを受けた後、茶室「青丘庵」に移り、「てん茶」
を茶臼で「抹茶」に挽き、挽きたての「抹茶」を自分で点てて味わいます。

■川越市立美術館／三番町ギャラリー
⑥ 8月7日（日）陶芸ＷＳ「ラマダン・ファヌースを作ってみよう」 川越市立美術
館　エジプト人陶芸家サミール・ラビーブさんを講師にラマダンのまちを彩る
色とりどりのファヌース（飾り提灯）づくりに挑戦。

⑦ 8月20（土）～26日（金）「エジプトの食と文化展＆講演・交流イベント」　三
番町ギャラリー　上記のＷＳで制作されたファヌースを講師の作品とともに展
示。またエジプトの食と文化に関する講演会・演奏会・交流会を開催。

■埼玉県立近代美術館
⑧ 8月13日（土）他 「鑑賞・造形ＷＳ キラキラチカチ スプーンワールド」 埼

玉県立近代美術館　所蔵の人気作品《ジェリーにスプーン Ｃ》を会場に投影し
て対話による作品鑑賞を行った後、たくさんのスプーンを並べたり磁石でくっ
つけたりして、自由な造形を楽しむオープンＷＳ。

⑨ 8月27日（土）「食のＷＳ 変身！ 野菜の大冒険」 埼玉県立近代美術館　各
地で食堂プロジェクトを展開する増田拓史さんを講師に、食育とアートの融合
を図るＷＳ。食事のおかず（野菜）をモチーフにキャラクターをつくり、それを
使って参加者が物語を共有して楽しみます。

■川口市立アートギャラリーATLIA
⑩ 9月14日（水）「アートさんぽ まちの記憶をたどる ビール・味噲 麦のみち」 
川口市　川口市内の味噲醸造業やサッポロビールゆかりの地を訪ねるアート
さんぽ。みそソムリエの新井俊雄さんを講師に、井出信夫さんや池田幸一さん
の現地解説付。バス利用、事前申込制。

■うらわ美術館
⑪ 1月14日（土）「色と形のコックさん～つくって あそぼう アートなトンネル
～」 うらわ美術館　臨床美術士の小池ちかこさんを講師に、就学前のこどもか
らお年寄りまで世代を超えて造形遊びでつながる、おなじみの多世代交流Ｗ
Ｓ。今回は「色と形のコックさん」になって、アートなトンネルづくりに挑戦します。

主催：あなたと どこでも アート実行委員会／SMF (Saitama Muse Forum）
問合せ：埼玉県立近代美術館内 あなたと どこでも アート実行委員会事務局
Tel：048-824-0110（菖蒲澤・中村・大越）  E-mail：SMF.info@artplatform.jp
SMF HP http://www.artplatform.jp （SMFアート長屋 http://www.artnagaya.jp）
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２.プロジェクトＯ
（美術館を飛び出して公園や商店街、はたまた自然の中で自在に展開）

 
             

２－１ 「北浦和おかわり芸術祭」
① 9月24日（土）「きたうらワン・シスターズ＆ブラザーズ参上！」 （ちびっ子広
場連携）北浦和西口銀座商店街　歌と踊りとお笑いの陽気なアイドルグルー
プ「きたうらワン・シスターズ＆ブラザーズ」がデビューし、お祭りを盛り上げま
す。きたうらワンのぬり絵シ－トを配布しぬり絵の公募・展示も実施。

② 10月29日（土）～11月27日（日）「花咲かアートさんプロジェクト まわれ千
の風車」 北浦和公園　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。根岸和弘さん監修。

③ 10月29日（土）創作ダンス公演「草上の昼餐」 （ハロウィンフェスタ連携）
北浦和公園　「食」のコスチュームを纏ったダンサーやパフォーマーがにぎや
かに繰り広げる「草上の昼餐」会。

④ 11月11日（金）～11月13日（日）「おむすびコロリン、おなかの旅～みんな
で右脳をフル回転～」 埼玉県立近代美術館　建築・美術・音楽・ダンスの多
ジャンルコラボによる実験ＷＳ。各ジャンルのセッションから不思議なトンネル
空間や内臓の音楽、コロリン踊りがかたちになって出現。おなかの旅へいざ出
発、お尻から変身して出てきたら、どんな世界がはじまるか。

⑤ 11月11日（金）～20日（日）「回遊美術館Ⅲ」 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。参加アーティストは、石上城
行、井上尚子、小野養豚ん、出店久夫、藤原昌樹、古川勝紀、間島領一、三友周
太、らのみなさん。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
るユニークな展示やＷＳを開催。

⑥ 11月14日（月・県民の日）「野外ＷＳ 風を描こう」 北浦和公園　「花咲か
アートさんプロジェクト」に連動したＷＳ。透明アクリルパネルを公園内に設置
し、風をイメージした線や形をカラフルな水彩マーカーで描く。

⑦ 7月10日（日）行田、7月24日（日）埼玉県立近代美術館、8月7日（日）大宮：
「電子音響ピープル･プロジェクトWS@Saitama」／11月26日（土）･27日
（日）埼玉県立近代美術館「ＭＯＭＡＳ空間音響ライブ」 電子音響音楽作品を
制作するＷＳを３回にわたって実施し、そこで出来た参加者の作品を集めてプ
ロの作曲家にひとつの楽曲として完成してもらい、完成した楽曲を複数集め
て、共同制作作品として上演する「ＭＯＭＡＳ空間音響ライブ」を開催。

⑧ 10月16日（日）「MUCCA ワークショップ」 埼玉県立近代美術館　みん
なでiPadで絵を描いてみよう。不思議ふしぎ？みんなの描いた絵が踊り出して
絵にあわせて音楽が生まれてくるよ。

２－２ ＯＭＩＹＡプロジェクト・ＴＡＮＢＯプロジェクト／都市の夢・
田園の夢
　都市と田園が自然に隣り合う埼玉県。さいたまトリエンナーレ2016の一環
として市民会館おおみや内に設置する「ＳＭＦ学校」を拠点に、氷川の杜、大宮
周辺市街やで見沼田んぼでさまざまなアートプロジェクトを展開します。

ＯＭＩＹＡ プロジェクト
　4人のアーティストの作品が氷川の杜や周辺大宮市街の空間を彩りやわら
かに息づかせます。
① 8月21日（日）･28日（日）小野養豚んさんWS「空飛ぶトンちゃんマラカス
をつくってみよう！」 市民会館おおみや・旧地下食堂（アシスタント：飯田瑠璃
子さん・村山明里紗さん）
② 9月24日（土）「空飛ぶトンちゃん大行進」 市民会館おおみや・旧地下食堂、
山丸公園、氷川参道、ほか （インストラクター：小野養豚んさん、ダンス協力：山
田祐奈さん・上条英さん、トンちゃんマーチ作詞・作曲：大澤加寿彦さん）

③ 9月24日（土）～12月11日（日）田中清隆さん「アート散歩：光のかたちを
探して」 市民会館おおみや・旧地下食堂、氷川参道、ほか周辺市街

④ 11月3日（木・祝）「不思議美術家・松本秋則さんと楽しむ気まぐれ音楽隊」 
市民会館おおみや・旧地下食堂、氷川参道、ほか周辺市街

⑤ 11月19日（土）～27日（日）井上唯さん「旅するキノコin 氷川参道」 氷川
参道平成広場周辺（予定）

ＴＡＮＢＯ プロジェクト
　5月29日：田植、6～8月：草取り・草刈り、9月25日：稲刈り、10月9日：収穫
祭、11月12日：フナノまつり　見沼たんぼ

① 10月29日（日）学習会・試食会「見沼地域の郷土食を知り、食べてみよう」 
講師：松成容子さん、調理協力：萩原知美さん
② 11月5日（土）学習会「藁はお米の親だもの～藁の話」 講師：宮崎清さん
③ 11月6日（日）「環境カフェ」 講師：多田満さん　
会場はいずれも さぎ山記念館

④ 9月10日（土）・11日（日）土器ダクト制作　10月15日（土）・16日（日）同焼成
⑤ 11月12日（土）・13日（日）各種イベント　見沼たんぼ
　見沼田んぼで県民への稲作体験提供や伝説の積みわら「フナノ」の復興・伝
承を手がける見沼ファーム21やファーム・インさぎ山との共催により、上記の
学習会や各種イベント（土器ダクトによる籾の燻炭焼き、柳井嗣雄さんによる
巨大藁紙制作、世界小屋会議、縄文茶会、等）を開催、食・農・自然・環境との調
和をともに考える機会とします。（協力：フナノ保存会／企画協力：社会芸術 ユ
ニット・ウルス）

関連企画（参考）「SMF学校」：さいたまトリエンナーレ2016　
エントリープロジェクト
　「さいたまトリエンナーレ2016」（9/24～12/11）にあわせて、さいたま市民会館お
おみや内に開校する「SMF学校」を拠点に、SMF（Saitama Muse Forum）の建築・
美術・音楽・ダンスなど多彩なメンバーや協力アーティストが、それぞれの「とくいわざ」
を活かして週末を中心にレクチャー、ワークショップ、アクションプログラムまで、多彩
な授業（アートプログラム）を実施します。5コマ以上受講された方にはSMF学校修了
証を授与します。展示（「小野養豚ん 食堂展」9/24～11/6、「西尾路個展　たまご か
ら から」11/10～12/11）も併設。公募や在校生（来場者）による放課後プログラムも
予定しています。週末のプラットフォーム、交流拠点としてご活用ください。 

３.プラットフォーム形成活動の継続と
    「ＳＭＦアート長屋」の整備・拡張
 
① 「ＳＭＦアート長屋」のプラットフォーム機能の整備・拡張　「アート寺子屋・
アーカイブ」の設置や音楽ファイル、動画ファイルへの対応などを含め、アート
井戸端やアート物置の機能を充実させ「アート長屋」の整備・拡張といっそうの
活用をめざします。
② 12月中旬～「宝船展Ⅱ on the net」
③ 1月11日（水）～15日（日）「宝船展Ⅱ＠MOMAS 」 埼玉県立近代美術館
「ＳＭＦアート長屋」をネット上のプラットフォームとして活用し「宝船展Ⅱ on 
the net」を開催、新春の埼玉近美でのリアル展とあわせて、交流・連携・発信
の機会とし、プロジェクト発芽やコラボの発生を促します。
④ 1月15日（日）アート寺子屋「アートの共創的フィールドづくりをめざして」 
埼玉県立近代美術館　富士電子音響音楽祭などユニークな実践を継続して
いる吉原太郎さんと芸術社会学の研究者や美術館学芸員を講師に招きＳＭＦ
の今後の展開を考える機会とします。
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