
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                    NＯ．５７ ０５．０５．２３ 

 『あるって  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、『アルテクルブ』（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。ホームページ http://arteclub.org/ では、カラーでご覧になれます。 

・・・こんな活動をしています、ご参加ください・・・   どなたでも参加できますが、会員には特典があります。 

 
 
 アルテクルブ ギャラリー 
 
 
 
   ―― 活動のご報告 ―― 

 

 藤田勇哉展＜絵画＞ 

          ４月８､９､１０､１５､１６､１７日 

 『フェルメールのほとんど完璧な世界やヘームの緻密な

描写に憧れます。― モチーフと絵との視覚的な差異を

埋めることがわたしの制作の大きな主眼ですが、いつま

でたっても納得いく結果がえられず、観察力や技術への

向上心が、描くことへ向かわせる原動力になっているよ

うにも思えます。』と言う藤田さんですが、今回モチーフ

はすべて「果実」を選択しておられ、絵画であるのに、

パーンと張りつめ今にも水滴がしたたり落ちそうな葡萄

や、しなびた切り口のオレンジなど、その存在感には作

家自らの生命への感動が伝わって来るように感じます。 

 写実を超えた写実の世界でした。 

  

  
 

  
 上の２点は、鉛筆の作品です！ 

 

―― ２００５年 アルテクルブ企画展 ―― 
笹岡敏明展 ＜平面＞ ７月８日～１７日 

銘仙展   ＜着物＞ １０月２６日～３０日 

高橋寛子展 ＜織・着物・平面＞ １１月 

 

      

――これからのスケジュール―― 

 

◆２００５年 アルテクルブ企画展   

 矢部裕輔展＜立体＞  
          ６月３､４､５､１０､１１､１２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 ６月２日（木）18:00～ 

 矢部さんのお友達のフラメンコです。 
  

★アーティストより一言 

  現在、私は主に木を使用した作品を制作しています。 

樹木だけに限りませんが天然の物というものはとて

も神聖さを帯びているように私は感じます。私はその

聖域を守りながら一方で反しながら、自然と人のエゴ

とがかけひきをしていくところに本当のものをつく

りだすきっかけがあるのではと感じています。 

そしていつも最後まで神聖さを失わないように制作

を、と思っているのですが。 

★プロフィール 

 1972 年 神奈川県大和市に生まれる 

 大学に入学する前は様々な仕事についていた、主に建

設業だが。 

20 代の頃に沖縄の西表島や関西、北陸‥‥職と場所を

点々としながら放浪する。23 歳で大検を取得。 

やがて東京造形大学に入学する。在学中にスペインと

オランダ、そして西アフリカのセネガルやマリなどを

訪れる。アフリカでは原因不明の高熱を出し意識朦朧

の中、怪しげな医者に注射を打ってもらったこともあ

る。 

2000 第 36～38 回神奈川県美術展（神奈川県 

民ホール） 

2002 東京造形大学造形学部美術学科彫刻専攻卒業 

     第１～2 回 PURE 工場展 

     第 76～79 回 国画会 

2003 第 39 回神奈川県美術展 特選受賞（神奈川 

民ホール） 

 2004  東京造形大学彫刻研究生 修了 

     第 12 回ホイヤー国際彫刻シンポジウム 

デンマーク） 

     ATELIER・K  『ART FESTA 2004』  

(横浜元町) 

     Jia OnoOno 展 

     NPO アート農園『ART FIELD 出版記念展』 

 2005  「矢部裕輔 木の彫刻展」 （神奈川県民ホー

ル） 

     第３回 PURE 工場展 

 

   ―― お知らせです ―― 
★ 小澤一雄・小澤文代 ＯＺＡＲＴ２００５ 

音楽ひとコマ漫画と陶芸２人展 ５．２３～２８ 

世界観ギャラリー 千代田区神田小川町 3-28-13 

03-3293-6334 



 
 

 

       アルテクルブ・クッキング 

 

 

“本日のめにゅー” 

《 藤田勇哉展 》 

                   200５/４/７ 

○新たまねぎとセロリの土佐しょうゆ 

○たけのこと春キャベツのピリ辛マヨネーズ 

○新じゃがのトマト煮 

○アボカドの梅肉あえ 

○かつおたたきのサラダ 

○蒸し鶏のネギソース 

○しらたきとキヌサヤのたらこあえ 

○ごぼうと大豆のオーロラソース 

 

○はちみつバナナ 

  ************************************** 

Food Coordinated  & Cooked  by  CHIAKI 

************************************** 

○まきずし     （MAKI Supeciaｌ） 

  

  ＜chiaki  table studip   ホームページ＞ 

 千秋さんが主催する“Chiaki Table Studio”のＨＰ 

  です。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。 

 URL http://www5d.biglobe.ne.jp/-chiaki_t/ 
  

  
 

 

       アルテクルブ  コンサート 

 

     ――― 活動のご報告 ――― 

 

♪＜藤田勇哉展＞オープニングコンサート 
              ４月７日（木）午後６時～ 

藤田さんの友人、尾島満矢さんのヴォーカルとご友人二

人でのギターで、団塊の世代には懐かしいロックとリズ

ム＆ブルースでした。 

 

 

 
 

 

アルテクルブ  コンサート 

――― これからの予定 ――― 

 

♪＜矢部裕輔展＞オープニングコンサート 
           ６月２日（木）PM6:00 ごろから 

  矢部さんのお友達による、フラメンコです。 

踊り、ボーカル、ギターの３人で登場します。 

 

   ―― お知らせです ―― 

茶陶苑「大蔵」オープン！ 

５月２８日（土）フルートの夕べ 

フルート：小出信也、ピアノ：鷲宮美幸 

川越市仲町２－６ 090-8174-4295 
＊お茶亀さんとして、市内の方にはよく知られています。

 



   

  藤田さんです。

  烏瓜枯湯 

  水滴 

  藤田さんより＜水滴＞（上の作品）をお借りしました。

10.000 円/年で、貸し出します。事務局までお申し込 

み下さい。 

★ここまで印刷したところで、オープニングの演奏をし

て下さったもう一人のお友達のお名前が判明しました。

演奏者は尾島満矢さんと藤本貴久さんでした！ 

 
 
 
 
 
□「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。 

参加してのご感想も、どしどしお寄せ下さい。 

 
また「アルテクルブ」は、薄く、広く、皆様のご支援を受

けたいと考えています。年会費 3.000 円の会員の方が

一人でも多く参加していただけるとうれしいです。 

 

＊ギャラリー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？ 

   6 月 ３日（金）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

     ４日（土）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

     ５日（日）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

      １０日（金）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

   １１日（土）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

    １２日（日）前半 12 時～４時、後半４時～７時 

＊前回は、新井さん、斉藤さん、菅谷さん、小倉さんが

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 大 

30％off  （例：ポイント獲得数１０の方は１０％ 

off となります。） 

  
 ＊アルテクルブマネーを獲得し、使ってみよう！ 
 ギャラリーサポート：３アルテ 
 まち歩きの時の車両提供：３アルテ 
 まち歩きリーダー：５アルテ（現地調査、資料作りなど）

 発送作業手伝い：１アルテ 
 コンサートＰＡなどの補助：２アルテ 
 など、これからも皆さんのご提案をもとに、より良いも

のにして行きたいと思います。 

 ＜アルテ＞通貨が使えるもの (１アルテ＝1,000 円相当)
 アルテクルブ企画展及び所蔵作品の購入、 
 アルテクルブ主催コンサートチケット、 
 三番町ギャラリーの使用（作品展、ワークショップ）、 
 ちあきテーブルスタジオ：お茶（ケーキ付き）１アルテ

他にもアルテ通貨の利用できるお店などの協力を募りた

いと考えています。 

お時間のとれる方は、事務局まで連絡して下さい. 

 

★ アートに満ちた元気な＜まち＞を共に楽しむことと、ま

ち歩きを通して、都市や建築への考察を深めることを目

指す＜アルテクルブ＞の仲間になりませんか。お待ちし

ていま～す。 

 

★ 郵便振替 ００１６－４－１７９１６１  

アルテクルブ  年会費 ￥3000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★まち歩きのご案内は次ページをご覧下さい。 

アルテクルブ事務局 

草野建築設計事務所内 

川越市南通町 14－3･102 

Tel 049-227-8176 

Fax 049-227-8178 

e-mail kusano@arteclub.org 

URL   http:arteclub.org/ 

三番町ギャラリー 
川越市南通町 14-3

      -103 

Tel 049-226-7735 

アルテクルブ ワークショップ  



★ 車の分乗、レストランの予約等ありますので、参加希望の方は早めに事務局までお申し込み下さい。 
 

古河～渡良瀬遊水池～行田 まち歩き 

期 日   ：５月２９日（日） 

集 合 ① ：８時５０分・三番町ギャラリー（川越市南通町 14-3） 

出 発   ：９時、車に分乗して出かけます。 

集 合 ② ：１０時３０分・古河駅（JR 宇都宮線、西口前） 

古河の案内人・東海大学の羽生先生、学生さん達と合流 

スケジュール：古河歴史博物館（館内レストランにて昼食）～古河市内見学～ 

渡良瀬遊水池～15：00 ごろ行田着（おやつは行田名物フライ）～ 

NPO 法人「ぎょうだ足袋蔵ネットワーク」の方々と、まち歩き～ 

18：00 ごろ行田出発 

 
当日の連絡先：塩野 090-6183-6182  荒牧 090-4090-4760  草野 090-3699-0936 

 

行田 

渡良瀬遊水池 

古河

行程は川越から、大宮・栗橋線で古河へ。

  のマークが目的地です。 


