
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．５９ ０５．０９．１２ 

 『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 ―― 

 

 笹岡敏明展＜平面＞ 
           ７月８,９,１０,１５,１６,１７日 

   

 その時々 

眠るような 起きているような目で 

深く 静かに息しよう 

微かな 捉え難きものが  近く・・・遠く・・・ 

心地よきものを憶える時 

そこが 自らのたつ位置 

  

 笹岡さんの作品は、上の自作の詩にも見られるように 

 自らの心の奥から沸きいずるものの表出と、そのものと

の共生を試みようとする作業のように思われます。 

 素材は、麻布、陶土、顔料、流木。パンルに顔料を塗り、 

流木を張り、麻布でくるみ、陶土を上から塗る。その上

を裂いたり、バーナーで焼いたものもあります。BGM の

パーカッションだけの音楽が、息遣いにも鼓動にも聞こ

えます。 

 

 
展示もリズム感があり、ギャラリー空間すべてが、作品と 

なっています。 

 

―― ２００５年 アルテクルブ企画展 ―― 

 
 

2005 銘仙展 時代
と き

の風、糸の華 
  昭和モダンの銘仙着物 木村和恵コレクション 

川越市立美術館＜四季の華＞１０月２６日～３０日 

    銘仙鑑定談 １０月２９日（土）２：００PM 

     木村和恵さんと銘仙談義です。後援：秩父市 

はるり銀花＜万華鏡＞１０月２５日～１１月６日 

呉服かんだ＜古今＞１０月２７日～１１月６日 

三番町ギャラリー＜縞の華＞１０月２６日～３０日 

後援・川越市、川越市教育委員会、川後蔵の会 

 

高橋寛子展 ＜織・着物・平面＞  

１１月１１～２０日 

 

 

――これからのスケジュール―― 

 

◆２００５年 アルテクルブ企画展   
 あーと屋雑貨店 作家祭り・川越 
       9 月 17、18、19、23、24，25 日 

 ご注意あれ、いつもと違う日程ですぞ！   

 開廊時間 12:00～19:00  

19 日、25 日は 18：00 まで 

 会場 三番町ギャラリー 
 

★オープニングパーティー ９月１７日（土）18:00～ 

 東洋大学アカペラグループ、＜ハム＞の皆さんです。 
   

★作家祭りって？ 

四谷の雑貨屋『あーと屋雑貨店』に参加している作家

がお店を飛び出しました。自分の作品を手にする皆様

と「会いたい！」そんな思いを叶えていただいて実現

した企画です。１０数名の作家が前期・後期にわかれ

て作品を発表します。かばん、アクセサリー、オブジ

ェ等オリジナルな楽しい作品です。多くの皆様のお越

しをお待ちしています。 

あーと屋雑貨店店主 
 

★参加作家 

世代・性別をこえ、それぞれ各所で作品を発表してい

る作家が、あーと屋雑貨店に多数参加しています。 

前期：青木直美・飯田朋子・河鍋春恵・齋藤美樹 

   佐竹慎一郎・佐竹ひろこ・柴田菜月・鈴木紀子 

   森菊五郎 

後期：石川和男・齋藤美樹・柴田菜月・杉崎友里 

   そがまつみ・森菊五郎・バルーチャ美知子 

   Pomponet 
 

   ―― お知らせです ―― 
 

★「2005KAME＋3」（亀をテーマにしたグループ展） 

 ６月アルテクルブ展に来ていただいた、矢部裕輔さん 

が加わるグループ展です。９月１日（木）～２５日（日） 

Gallery Barco（ギャラリーバルコ） 

東京都葛飾区亀有 3-27-27 tel 03-3601-4121 

 

★アトリエ線路脇  WHAT`S 展 

 柴崎智香（金属）長峰菜穂子（陶磁）森田千晶（和紙） 

９月１０日（土）～２５日（日） 

はるり銀花 川越市幸町 3-3 tel 049-224-8689 

 

★足利銘仙の黄金時代展 

平成 17 年９月１０日（土）～９月２５日（日） 

川田穣コレクションによる銘仙着物をはじめ、美人図 

ポスター、『足利小唄』レコードなどの関係資料の展示

により、華やかな往時を再現する試みです。 

足利市立美術館   足利市通２丁目１４－７ 

Tel 0284-43-3131 

足利まちなか遊学館 足利市通１丁目２７６３ 

          Tel 0284-41-8201 

その他、楽しい関連イベントがあります。詳細お問い

合わせは、市立美術館まで。 



 

       アルテクルブ  コンサート 

 

 

     ――― 活動のご報告 ――― 

  

♪＜笹岡敏明展＞オープニングコンサート 
            ７月７日（木）PM6:00 ごろから 

  

 パーカッショニストの山本智紀さん率いるメンバー

のパフォーマンス。西アフリカのセネガルの踊りとア

フリカ楽器「ジェンベ」の演奏でしたが、途中から、

全員参加のお祭りになりました。手と足の同じ側が同

時に出るスタイルと、リズムは、なぜか日本の阿波踊

りと同じです。修練されたダンスは流石のものがあり

ますが、下手は下手なり、太鼓に合わせて楽しい時間

でした。アーティストの笹岡さんが、ぜひにとお願い

した山本さんの音楽は、作品を創る時ながしている

BGM と同じパーカッションでした。 

 

 
 

 

 
   見ているだけじゃあ、つまらない。みんなで踊ろう！ 

 

 

アルテクルブ  コンサート 

――― これからの予定 ――― 
 

♪あーと屋雑貨店＜作家祭り・川越＞ 
オープニングコンサート 

９月１７日（土）夕方 ６時ごろから 

 
東洋大学学生同好会のアカペラグループ＜ハム＞の皆

さんです。学生達のフレッシュな歌声をお聴き下さい。

人間パーカッションも聴き物ですよ～！ 

 

       アルテクルブ・クッキング 

 

 

“本日のめにゅー” 

《 笹岡敏明展 》 

                   200５/７/７ 

○なすのバジルあえ 

○あなごの香味あえ 

○豚肉の梅肉まき 

○豆腐のマリネ 

○ザーサイの細切り炒め 

○かぼちゃとベーコンのサラダ 

○トマトと春雨のサラダ 

  

○豆乳のパンプディング 
************************************** 

Food Coordinated  & Cooked  by  CHIAKI 
************************************** 

○まぜごはん    （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/ 
 

  
 

 作品とお料理と、音楽と、そしてアーティストと 

私たち。 



 

 

  川越を流れる河の源流を歩こう！ 
 

   案内人・越生町緑とせせらぎを守る会 
 

2005/07/30（土） 

参加者：アルテクルブ２名、かわごえ環境ネット４名 

    越生町緑とせせらぎを守る会２名 

越辺川の上流、支流など、越生町の水辺環境を見学し、

[越生町緑とせせらぎを守る会]の皆さんと交流しまし

た。 

 以外にも、住宅のすぐ裏や隣に豊富で速い流れがあ

り、ハグロトンボやカワニナなどがたくさん生息してい

ました。夏前にはホタルが飛ぶようです。越生の越辺川

にはヒノキの河岸林があり、越生を特徴づける景観の一

つになっています。 

 黒山地区には、越生町緑とせせらぎを守る会の活動に

提供された民家があり、所有者のご好意により、休憩と

交流会に使わせて頂きました。もとは材木問屋を営んで

いたという民家で、いかにもそれらしい店構えと、２階

の南面した部屋は、向かいの山の緑が眺められ、せせら

ぎの音だけが聞こえる楼閣といった風情の部屋で、往時

の繁栄を偲ばせるものでした。 

 

 
黒山の河原で、カワニナを見つける 

 
越生町黒山地区の民家 

 

♪ 里山しの笛コンサート 

＆越生の自然＋まちなみレクチャー（予定） 

１１月１２日（土）午後２時より 

越生織物会館（越生織物商工業協同組合事務所）２階 

    越生町越生７１７  Tel 049-292-3314 

★スライドレクチャー ２：００PM～ 

１、越生の自然   越生町緑とせせらぎを守る会 

２、まちを楽しむ  アルテクルブ 

★篠笛コンサート   ３：１５PM～ 

小野さゆり（篠笛）、安達昌宣（コンピューター） 

 

 
 
 
 
 
□「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？ 

 

９月の企画展では、あーと屋雑貨店に参加している作

家の皆さんがギャラリーにつきますので、ギャラリー

サポート・ボランティアは募集いたしませんが、ぜひ、

ギャラリーに遊びに来て、おしゃべりに華を咲かせま

しょう。 

＊前回は、新井さん、小倉さん、植松さん、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 

 

 

シリーズ湧水探訪・寺尾調節池を中心として 
主催 かわごえ環境ネット 

１０月１日（土）１０：００～１５：００ 

今回は、ゆたかな水辺の自然と湧き水の恵まれた「寺尾

調節池」を中心に、新河岸川沿いの湧水を探訪します。 

＜アルテクルブ＞では、昨年より、かわごえ環境ネット

と連携し、「水辺をアートの視点から見る」湧水歩きを、

行っています。 

詳細は、同封のリーフレットをご覧下さい。 
 

アルテクルブ ワークショップ  湧水探訪 ご報告！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復活  

唐唐人人揃揃いい  IINN  川川越越  

国際交流・多文化共生パレード 

蔵造りの町並みで、多文化共生パレードに参加しませんか。

参加団体を募集しています！ 

２００５年１１月１３日（日）蔵の街、一番街にて開催 

主催：埼玉・コリア２１実行委員会 

問い合わせ：実行委員会 代表 江藤善章 

＊江藤さんは、アルテクルブ企画展オープニングコンサート

でパンフルートを演奏していただいたことがあります。 

＊川越「詩と語りと音楽と」 

            自作詩を詠むつどいー平和・いのち・共生―

日時：９月１８日（日）１８：３０～２０：３０ 

（開場１８時） 

場所：ｶﾌｪ エサーゴノ（松本醤油商店） 

川越市仲町１０－１５ 

Tel 049-222-2286 

内容：詩の朗読、語り、歌と演奏（江藤さんも演奏します）

参加費：２０００円（資料＋ドリンク付） 

主催：詩と朗読「焚き火」の会 

申し込み先：大島 annzu_ict@hotmail.com 

 

２００５銘仙展 

時時代代
と き

のの風風、、糸糸のの華華  

昭和モダンの銘仙着物 

木村和恵コレクション 

   

昨年１１月にアルテクルブ企画展として、「時代

の風、糸の華」が開催され、多くの方にご来場い

ただきましたが、木村和恵さんの千数百枚もある

銘仙コレクションをお見せするにはいたりません

でした。今回は、出来るだけ多くを見ていただき

たく、４ヶ所の会場にそれぞれ特徴のあるコレク

ションを展示いたします。 

★ギャラリーサポート 募集 

 ①川越市立美術館 市民ギャラリー 

  １０月２６日（水）～３０日（日） 

  ９：００～１３：０ 

１３：００～１７：００ 

（ 終日１６：００まで） 

 ②三番町ギャラリー  

  １０月２６日（水）～３０日（日） 

  １２：００～１６：００ 

１６：００～１９：００ 

お時間の都合がつく方は、事務局まで、ご連絡

下さい。 

渡良瀬遊水地ができた原因の足尾銅山をたずねる 

              ついでに富弘美術館も 

今回は、有志による下見です。 

平成 17 年１０月８日（土）出発時間、集合場所は未定です。

参加ご希望の方は、アルテ事務局まで、お申し出下さい。 

川越 蔵の会よりご案内 

◎川越 TMO 鏡山イベント 

 親子でまちの探検と土壁塗りの体験をしよう！ 

 主催：川越 TMO  共催：NPO 川越蔵の会 

① まち歩きとガリバーマップづくり：１０月３０日（日）

② 土壁塗りワークショップ：１１月２３日（祝・水） 

場所：鏡山酒造跡地 

＊ガリバーマップは。１１月２０日～２３日  

鏡山酒造跡地倉庫棟に建築学生展と同時展示予定。 

＊お問い合わせは、川越蔵の会事務局 

049-222-2330  

旧川越織物市場の公開 

一般公開は毎月 第４日曜日  

１２：００～１５：００です。 

予定：９月２５日、１０月２３日 

織物市場の会：小島 049-222-5914

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



 

 

 

  

 

 

今回は、ゆたかな水辺の自然と湧き水に恵まれた 

「寺尾調節池」を中心に 

新河岸川沿いの湧水を探訪します 

初初初秋秋秋ののの一一一日日日   

ゆったり散策してみませんか！ 

 

 主催団体：かわごえ環境ネット 自然環境部会（代表：大辻 晃夫） 

 実施日時：平成 16 年 10 月 1 日（土） 10：00～15：00（小雨決行） 

 集合場所：① 車・自転車の方→仙波河岸史跡公園に 10：00 集合 

② 電車の方→川越駅東口マイン隣埼玉信用金庫前に 9：30 集合（車が迎えに行きます） 

 参加費用：100 円（保険料） 

 携行用品：弁当、飲料（コースに店が無いので必ず持参してください）、雨具、軍手、帽子、 

筆記用具、双眼鏡（ﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞ用）、長靴（魚ｳｵｯﾁﾝｸﾞ用） 

 

 行程案内：①仙波河岸史跡公園発 10:30 発→（車に分乗）→②下新河岸日枝神社側「斎藤家」 

（この駐車場に駐車）10:45 発…③日枝神社下湧水…④「寺尾調節池」着 11:30 

…（湧水池巡り）…12:00～13:00 食事…（湧水池巡り）…（新河岸川左岸 

土手散策）…「斎藤家」駐車場着 15:00 ※自由解散（駅、史跡公園迄送ります） 

 

 申込方法：9 月 20 日までに「アルテクルブ事務局 草野」までＴＥＬ又はＦＡＸ 

 TEL:227-8176（携帯 090-3699-0936） FAX:049-227-8178 

 注意事項：参加者は車、電車、自転車、徒歩の区別と、当日の連絡先を明らかにして下さい。 

荒天の場合は中止しますが、当日 8：00 までに決定し連絡します。 

  

平成 17 年度 

秋秋秋ののの   湧湧湧水水水   探探探訪訪訪   

● 

●
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