芸術分野の様々な活動とまちづくり運動を自主的に企画、運営、支援する市民の会のお知らせ

あ

るって くるぶニュース

『あるって

NＯ．３６ ０７．１

くるぶニュース』は、芸術分野の様々な活動とまちづくり運動を自主的に企画、運営、支援する市民の

グループで非営利組織の『あるって くるぶ』（Arte club）の活動状況のご報告と今後の予定、他の地域で活動してい
るグループの情報をお知らせするメディアです。
・・・こんな活動をしています、ご参加ください・・・
アルテクルブ ギャラリー

――

活動のご報告

――

星晃展［絵画］
6 月 14、15、16、21、22、23 日
和紙に岩絵の具を使う星さんの作品は、多くが「題名の
無い」作品群ですが、その展示空間は自ずと心の風景画
になっているのを感じられます。ご出身の越谷、現在お
住まいの羽生と、埼玉東部のどこまでも田んぼが広がる
風景の中で蓄積された心象風景、その拡がりと色、温も
りが伝わってきます。

どなたでも参加できますが、会員には特典があります。
――これからのスケジュール――
◆ ２００１年 アルテクルブ企画展
川瀬優一展［ガラス］
7 月 5、6、7、12、13、14 日
金土日のみ開廊です！
開廊時間 12:00～19:00・川越三番町ギャラリー
♪オープニングパーティー７月４日（木）18:00 より
ヴァイオリンとチェロのジプシー音楽です。
★ 作家プロフィール
埼玉県に生まれる。
1981 年 桑沢デザイン研究所卒業
1983 年 内田邦太郎氏に師事しパート・ド・ペール
吹きガラスの製作を始める
1989 年 パート・ド・ペール スタジオ
「ティーパーティー」設立
2000 年 埼玉県伊那町にスタジオを移転
2001 年 岩槻市「ひよし」にて、個展
その他、個展、グループ展多数。
冷たいはずのガラスの器に、温もりを帯びた世界を
発見して下さい
―――

これからの予定

高崎葉子展［版画］
永井康夫展［乾漆］
国際野外の表現展・小品展
小林とむぼ展［人形］
斎藤望展［絵画］
―――

お知らせ

―――

9 月 6 日～15
9 月 27 日～10 月 6
10 月 25 日～11 月 3
11 月 15 日～24
12 月 5 日～15

日
日
日
日
日

―――

★百鬼丸さん、『漫画アクション』表紙に登場！
７月下旬より、オリジナルキャラクター「火の玉小僧」
が表紙に取り上げられます。キャッチフレーズは「あ
なたの心に火をともす」。店頭で見つけて下さいね。
恒例 百鬼丸・さし絵と最新書籍カバー原画作品展
９月１７日～２３日 三番町ギャラリー
教室展（アトレ駅ビル）を控えての個展です。
★わた辺きょうこさん札幌へ！
昨年、アルテクルブ展で取り上げた、「七宝」のわた辺
きょうこさん、札幌での七宝展と講習会の、お知らせ
です。
『伝統工芸・ミニ七宝展』
８月２４日（土）
９月２９日（日）
＊この日は「泥七宝講習会」もあります
札幌芸術の森 クラフト工房
℡ ０１１－５９２－４１２２

第３の唄

―― アルテクルブ・クッキング ――
パパおじいちゃん６７才誕生祝い
高橋道弘

“本日のめにゅー”《
１０ヶ町の神社で軽やかな音の鈴をならす。
牛若丸知ってる。絵本持ってる。屋台は正面から。
その前のお店で、誕生日おめでとう。
ありがとう、みなさん。４色４匹の猫たちも。

星

晃

展

》
2002/06/13

料亭の玄関に入っていい、いいよ。
犬のぬいぐるみ様の陶置物が廊下で番。
その先に庭。紅しだれモミジが、絵となる。
何度も何度も、じっと見に行った。

○鮭のステーキ枝豆ソース
○タコのマリネ
○グリーンアスパラと椎茸の豆腐ソース
○クレソンとポテトの黒胡麻ドレッシング
○アボガドの春巻き
○揚げ鳥の南蛮酢
○イカ団子と野菜のピリカラ炒め
***********************************
○オレンジケーキ
○胚芽パン
Food Coordinated & Cooked by
***********************************
鮭と生姜のごはん（MAKI Supeciaｌ）

近くのお稲荷さんの御手洗いは、
すずしい水が湧いていて、手をしめす。
小さい鈴はにぶい音、狐は神様のお使い。
神様はどこに、アンリの心に、
みんなの心に、どの神も、うん。

● お知らせ
千秋さんが主催する“Chiaki Table Studio”のＨＰ
ができました。スタジオで開かれるイベントや教室の
ご案内などが載っています。美しい写真もご覧になれ
ます。 URT http://www5d.biglobe.ne.jp/-chiaki_t/

紫、白に青色のキキョウまで、外にも花。
この竹細工なあに。こわれてる御手洗い。
このハッパはなあに。山茶花、サザンカ。
ダーク・ブルーのタイルのトイレ、よかった。

ある って

くるぶ

―――

CHIAKI

コンサート

活動のご報告

―――

♪ ６月１３日（木）星晃展オープニングコンサート
イングリーズクラリネット四重奏団登場！
深江彰さん（アレンジ＋ベース）、山口由夏さん、
鈴木美香さん、香川正尊さんたちの４人の演奏で、
モーツァルトの「ディベルティメントＫ.Ｖ.136」、
アニメ映画より久石譲の「五月の村」「もののけ姫」
「海の見える街」「ジェフ」「ねこバス」。Ａ.Menken の
「Friend Like me from ALADIN」、ボンファ「黒い
オルフェ」、ガーシュイン「Oh, Lady Be Good」、
ディキシーランド（作曲者不明）「That's Ａ-PLENTY」
若々しい４本のクラリネットが、久石作品を歌いだす
と、なつかしい日本のランドスケープが広がり、星さ
んの岩絵の具による作品、ご出身の埼玉県東部に広が
る田んぼ地帯を彷彿とさせる作風と呼応して『星＆イ
ングリーズワールド」が展開されたのです。つづいて
演奏された「黒いオルフェ」、「Oh, Lady Be Good」、
「That's Ａ-PLENTY」は、スピード感に満ちたジャ
ズっぽいアレンジでクラリネット４本の構成が存分に
生かされ、楽しいオープニングになりました。

―――

これからのスケジュール

―――

♪ ７月４日（木）川瀬優一展オープニングコンサート
夕方６：００より
バイオリン 小田実穂さん、チェロ 萬代裕子さん
ピアノトリオ“Dolce Vita”デュオ版でおとどけ
します。
コンテンツは、美しきクライスラー達とブラームス
バルトークでジプシーっぽくいきます。 タンゴも
あるかも？ 夏の夕べにピッタリの悩ましく、熱～い
オープニングですよ！

♪ ９月５日（木）高崎葉子展オープニングコンサート
マリンバアンサンブルです。

あ る って く るぶ ワークショップ
――活動のご報告――
★ まちあるき IN 本郷・弓町から右京山・菊坂へ
文京歴史的建物の活用を考える会
通称 ＜たてもの応援団＞ とまち歩きをしました。日時
２００２年６月８日 午後１時３０分～
案内人・たてもの応援団（伊郷吉信、多児貞子）
コース・本郷三丁目駅～旧壱岐坂（大横町）～福士邸～
旧古市邸・大クスノキ～日本基督教弓町本郷教会～
文京ふるさと歴史館～諸井邸～旧足軽長屋～旧東京市営
真砂町住宅～樋口一葉旧居跡・井戸～旧伊勢屋質店
参加者 ２７名 懇親会参加者２０名
旧壱岐坂（大横町）⇒大横町と呼ばれる古い商店街には
加藤薬局をはじめ、看板建築が何棟か残っている。
福士邸⇒大きなヒマラヤ杉のある福士邸は、表通りに面
して明治初期の和館と明治４２年ごろ建てられた
洋館があり、奥にも明治５～６年ころの洋館がある
旧古市邸（現瀬川邸）⇒明治２０年に建てられた数奇屋
造りの邸宅だが、現在は、この家を自力で保存する
ため、家の前にビルを建設し、その収入から維持費
を捻出しているので、表からは門構えだけが見える
大クスノキ⇒樹齢６００年の巨木。本郷のランドマーク
この場所には洋館つきの近代和風住宅で「楠亭」と
いうフランス料理店を営業していた。現在はビルの
中に入っている。 ＜参加者の横山さんが？年前に
ここで結婚式を挙げた＞
日本基督教弓町本郷教会⇒中村鎮の設計で大正１５年に
建てられた。コンクリートブロック造にステンドグ
ラスの窓が特徴。ちなみに、この教会のパイプオル
ガンは「たてもの応援団」事務局を担当している谷
根千工房の仰木ひろみさんの設計です。
文京ふるさと歴史館⇒`99 年江東区古石場の旧東京市営
アパート見学会の時、連絡いただいた川口さんの職
場です。「文京・まち再発見」10 冊ほど頂きました。
旧足軽長屋⇒昭和４０年代始め頃までは見事に軒を連ね
ていたが、現在は４軒続きの長屋が１棟残るのみで
す。
旧東京市営真砂町住宅⇒関東大震災後、マンサード屋根
の戸建て住宅と単身者用住宅「清和寮」が建てられ
た。本郷台地から白山通りに落ちる傾斜地の地形や
緑を生かし、中心に公園を配置した良好な住宅地と
して計画された。「清和寮」の跡には公共施設が建
てられて、マンサード屋根が残るのは２棟になって
いるが、緩やかな坂、カーブした道、斜面に沿って
細長い公園の緑には、「まち」に集まって住む「形」
の典型を見る。
樋口一葉旧居跡・井戸⇒近くの町屋が取り壊されてしま
った。
旧伊勢屋質店⇒菊坂に面して建つ、万延元年（1860 年）
に創業し昭和 57 年に廃業した質店。樋口一葉が通
ったことで文学史上貴重な存在。建物は明治 20 年
に鹿浜から移築された蔵（創建は幕末か）、明治 23
年築の座敷、２階建ての店は明治 40 年の建築で質
屋建築としても貴重。
＊「まち」に「低く」「集まって」住む形を見たまち歩
きでした。人々が活き活きと、節度を持って、商いをし
たり、物を作ったりして、生きていた時代を見てきた日
でした。
資料提供は「たてもの応援団」
＊文京歴史的建物の活用を考える会
通称 ＜たてもの応援団＞ 事務局
〒113・0022 文京区千駄木 3-1-1 団子坂マンション
谷根千工房内

――これからのスケジュール――
□「アルテクルブ」は、市民の自主的な参加によって、
様々な芸術活動やまちづくり運動を自ら企画、運営し、
町に住むことを楽しみたいと考えている会です。
みなさんのご提案をお待ちしています。
＊会場担当ボランティアを募集しています！
アートサポーターとして、参加してみませんか？
７月 5 日（金）前半 12 時～４時、後半４時～７時
6 日（土）前半 12 時～４時、後半４時～７時
7 日（日）前半 12 時～４時、後半４時～７時
12 日（金）前半 12 時～４時、後半４時～７時
13 日（土）前半 12 時～４時、後半４時～７時
14 日（日）前半 12 時～４時、後半４時～７時
＊前回は、植松さん、佐復さん、高桑さん、が担当され
ました。
＊会場担当者は時間が拘束されます。参加された方には
ポイントがつきます。今までの提供作品会員割引 20％
に加え展示作品もポイント獲得数に応じて最大 30％off
（例：ポイント獲得数１０の方は１０％off となります）
＊お時間のとれる方は、ぜひ、草野まで連絡して下さい。
電話 049-227-8176
メールアドレス kusano@rr.iij4u.or.jp
携帯 090-3699-0936
◆まち歩き･建物見学
子ども図書館見学ツアー ７月 13 日（土）
『上野・国際子ども図書館、江古田・東京子ども図書館』
詳細は当日資料をご覧下さい。１０名限定です！
相模原
白州正子邸見学～彫刻家のアトリエを訪ねる
＊彫刻の別府さんに会いに行きたい。
千葉・大原 彫刻家のアトリエを訪ねる。
＊インスタレーションのたべけんぞうさんに会い
に行きたい。
足利

織物市場跡、ワイン収穫祭、ジャズライブ：秋に
一昨年訪れた足利市に、新しい友人ができました。
もちろん、藤井龍徳さんご夫妻も一緒です。

◆お知らせ
端島 通称＜軍艦島＞スライド会
長崎から海上約１８キロに位置する小さな人口島、三菱
鉱業により、明治以来８０年以上にわたって、島直下お
よび周辺海底の石炭採掘の基地だったが、`74 年閉山し
た。調査を担当された、阿久井先生のお話しをうかがい
ながらのスライド会です。
―日程調整中
重要文化財 自由学園明日館 保存・修理事業 記録映像
ビデオ「よみがえる明日館」が完成！
昨年、池袋から雑司が谷、茗荷谷へと、まち歩きをした
とき訪れた、自由学園明日館の現場所長をされていた、
斎藤さんよりご案内がありました。「斎藤さん扱いの」
特別価格 組立工事にみ￥11.000→￥6.800
解体・組立工事セット￥17.300→￥11.000
（消費税・送料含み）
購入をご希望される方は事務局までご連絡下さい。
申し込み用ファクス用紙をお送りします。
049-227-8178

“ アルテクルブ・アルバム

”

まちあるき IN 本郷‘02.06.8

本郷三丁目駅より出発

大横町

福士邸洋館の軒部分

弓町本郷教会

旧足軽長屋

旧真砂町住宅

清和公園にて

加藤薬局の外壁面ディティール

マンサード屋根の住宅
三番町ギャラリー
川越市南通町 14－3
電話 049－226－7735
アルテ クルブ 事務局
草野建築設計事務所
川越市連雀町 23-10‐202
電話 049－227－8176
ﾌｧｸｽ 049－227－8178
kusano@rr.iij4u.or.jp

