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

るってくるぶ

あ

『あるってくるぶ

ニュース

NＯ．８５

２０１１．１０．０６

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します。ホームページ

http://arteclub.org/

・・・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
――

小野寺恵美展

活動のご報告

――

＜陶＞

では、カラーでご覧になれます。

どなたでも参加できます！

―― まち歩き ご報告 ――
★中之条ビエンナーレ 2011 に行ってきました！
http://nakanojo-biennale.com/

2011 年 6 月 3・4・5・10・11・12 日
作品のタイトルは、“ＣＬＡＹ

ＳＰＩＲＡＬ”

2011 年 9 月 10 日
メインストリートから町役場へ曲がる交差点の角に、

壁に弧を描きながらまとわりついている作品群は、見るか

中之条ふるさと交流センター「つむじ」

らに軽く感じられますが、陶土で作られていますので、重

Nakanojo Creative Communication Center

さがあります。これらの作品は、型を使って創られている

A Platform For People And Cultural Exchange

ものです。焼成中破壊されないように、型に陶土をのせて

http://www.tsu-mu-ji.com/

いく過程では、薄くし、骨を作っていきます。そうすると

という建物が新築されていて、感じの良いカフェ、シ

作品の裏側は、有機的な造形が自然に形作られるそうです。

ョップ、イベント広場、足湯などがあります。
アートイベントの開催を重ねて（３回目）まちは確か
に変わりつつあります。
中之条の町は、商業の町と職人の町がはっきりと分か
れています。高い場所には商店街と公共施設、低い場
所に石屋さん、材木屋さん、銅鉄屋さん。ぐるりと歩
いてみると面白い町です。

赤松功さんの作品（中田木材）

★李

――これからのスケジュール――

◆２０１１年

アルテクルブ企画展

宣周（Lee Sun Ju）展
＜版画・インスタレーション＞

期間： 10 月 21・22・23・28・29・30 日
金土日のみ開廊。

★永井利依

漆

展＜乾漆＞

★オープニングパーティー

期間： 10 月 7・8・9・14・15・16 日
金土日のみ開廊。

12：00～18：00

10 月 20 日（木）18：00～

12：00～18：00

音楽は、ソプラノの權 敬熙（KWON OUNG-HEE）

★オープニングパーティー

さんです。

10 月 6 日（木）18：00～
音楽は、琵琶奏者の塩高和之さんです。

★プロフィール
多摩美術大学院絵画研究科卒業

★プロフィール

1991－2010 年 個展 22 回

武蔵野美術大学卒業、工芸都市高岡クラフトコン
ペに５回入選のほか奨励賞を受賞、朝日現代クラ
フト展入選、2009 年には朝日現代クラフト展審
査員奨励賞受賞。

（韓国、日本、アメリカ、ロシア）
グループ、団体、国際展 122 回
（韓国、日本、アメリカ、スウェーデン他）
国際自然美術ビエンナーレ（韓国、公州）
国際野外の表現展

★乾漆とは

光州ビエンナーレ特別展（光州、ソウル）

乾漆の歴史は古く遠く飛鳥時代に起こり、天平時

ＣＡＦ・ＮＡＢＵＬＡ展（埼玉立近代美術館）

代に塑像の製作技術として非常に発達した。

韓・日・中

乾漆とは麻布を漆で張り固め、必要な厚みの素地

韓国ＹＡＴＯＯ，韓国美術協会、日本美術会

美術交流展（北京清華大学校美術館）

をつくる技法のことで、この方法でつくられたも
のは軽くて丈夫であり、又、自由な造形ができる。

★アーティストより

木材でつくられた素地との大きな違いは、長年使

1994 年の来日以後、16 年間の異国の生活ー緊

用しても乾燥による収縮、変形が生じたり、亀裂

張と混沌の過程のようで、まるで都市の濃い灰色の

が入ったりしない。

絵の具のような表現であったが、今は、水のピン

★アルテクルブ企画展では、１０年前に、里依さん
のお父様の永井康夫さんの「乾漆

永井康夫

漆

展」を開催しました。
今回は、お嬢さんの若々しく柔らかい感性に満
ちた作品をお楽しみ頂けます。

ク：桃の色水彩画のような表現に変わりました。そ
れで、遠くの故郷を懐かしみながら、韓紙の上に素
足に立って自然の音色を感じ取って見た。水の音、
風の音、夏夜の田圃に鳴く蛙の声、茨の木の土道、
草の葉っぱの雫、野菊の香り・・・・・・・・・
麗しい自然の思い出を内面の感性をもって、表現
して見た。

――― ２０１１年これからの企画 ―――
豊田陽子・染め布展＜タペストリーと小物＞
11 月 11 日～20 日[金土日開廊]
オープニング：11 月 10 日（木） 音楽は、川越の
吉田和雄さんとシキーニョでボサノバです。タペスト
リー、スカーフ、ランチョンマット、コースター、袋
物など、美しい色使いの小物が楽しみです。

アルテクルブ・クッキング
オープニング・ライブ

“本日のめにゅー”

小野寺恵美展 オープニング
小野寺恵美展オープニングコンサート

2011.06.02

6 月 2 日（木）

○焼き野菜の豚トマトソース

佐々木萌絵さんのフルートと小林範子さんのピアノで

○きゅうりドレッシンのグリーンサラダ

した。

○トマトコロッケ

曲目は、歌の翼による幻想曲、カルメンより間奏曲、タ

○ゴーヤとえびの炒めもの

イスの瞑想曲、JOY、春の海など。

○キャベツの干貝柱煮

小野寺恵美さんの作品コンセプト“ＣＬＡＹ

ＳＰＩＲ

ＡＬ”を意識した演奏でした。

○鶏もも肉とたけのこの梅風味蒸し
○おくらと豆腐のあえもの

★佐々木萌絵さんのプロフィール

Food

東京芸術大学音楽学部卒業

Coordinated

& Cooked

by CHIAKI

http://www5d.biglobe.ne.jp/~chiaki_t/index2.htm

在学中、平成 18 年度文化庁派遣在外研修生としてウ
ィーン国立音楽大学留学
平成 21 年にはスロヴァキア国際青少年音楽祭に出演。
現在、東京芸術大学大学院修士課程在学。
古楽アンサンブルでは、フラウト・トラヴェルソを演
奏する。

ピアノ伴奏は、会員の小林範子さんです。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆李宣周展

オープニング・ライブ
10 月 20 日（木）

18：00～

權 敬熙（KWON OUNG-HEE）ソプラノ
◆權 敬熙さんのプロフィール
武蔵野音楽大学大学院修
士過程修了、韓国壇國大学
校音楽大学院声楽科修士
過程修了。菊池秀美、キム
ヒェソン、エレナ・オブラ
スツォワの各氏に師事。韓
国天安市立合唱団首席常
任団員、韓国京門大学外来
教授を歴任、現在、東京教
会ホサンナ聖歌隊の指揮
者、二期会会員。

♪ アルテクルブ・コンサート予定
◆永井李依展 オープニング・ライブ
10 月 6 日（木）

18：00～

音楽は、琵琶奏者の塩高和之さん。
アルテクルブでは、2004 年 2 月以来です。
新しい CD「風の軌跡」が 9 月にリリースされました。
『前作「流沙の琵琶」で楽琵琶と龍笛による新たなる
世界を提示した Reflections が、琵琶・笛のルーツで
あるシルクロードに想いを馳せ、その轍を辿り奏でる、
豊穣なる新世代の雅音。
』

お楽しみに！

http://home.att.ne.jp/kiwi/Eclipse/

★小野寺恵美展

ワークショップ

ご報告

＜土で遊ぶワークショップ＞
6 月 4 日（土）、11 日（土）開催

あるってアート 2011

プティ

★今年も、埼玉県立近代美術館に事務局をおく、ＳＭＦ
（Saitama Muse Forum）が文化庁の助成を得て、

小野寺恵美さんが実際に作品の制作時に使用している

Saitama Art Platform 形成準備事業を行うことにな

型を使わせていただき、参加それぞれが、思い思いの場

り、川越では川越市立美術館とアルテクルブが協働し、

所に陶土を置き、小野寺さん風でありながら、自分テイ

「川越ミュージアムロード Wｅプロジェクト」を開催す

ストの作品にチャレンジしました。

ることになりました。これは、アーティストの指導で子
どもたちにフラッグを制作してもらい、札の辻より美術
館にいたる道路の街灯に飾ろうというものです。
次号で、詳しいご案内を掲載します。
http://artplatform.jp/index.html
http://liveart08.org/event/

★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？

永井李依展
日程＝10 月 7 日（金）、8 日（土）、9 日（日）
14 日（金）、15 日（土）、16 日（日）
時間＝前半 12：00～15：00、後半 15：00～18：00
これが、今回使わせていただいた型です。

リ・スンジュ展
日程＝10 月 21 日（金）、22 日（土）、23 日（日）
28 日（金）、29 日（土）、30 日（日）
時間＝前半 12：00～15：00、後半 15：00～18：00
＊お時間のとれる方は、事務局まで連絡をお願いしま
す。
＊前回は、綿貫さん、佐復さん、杉本さん、斉藤さん、
小倉さん、岡戸さんが担当されました。

★アルテクルブ・サポーター募集！
会報をお手元へお届けします。
オープニングパーティーへ参加いただけます。
その他、まち歩きへの参加、企画展の提案、ギャラ
リー担当など、自ら企画運営に参加してみませんか。
出来上がりは、反転するので、陶土の置き場所に悩みます。

年会費

￥3000

ゆうちょ銀行ゼロイチキュウ店（０１９）
記号・番号

00160

三井住友銀行川越支店

―4－
普通

179161

7442197

ご協力、宜しくお願いします！

★アテクルブ事務局
〒350-0045 川越市南通町 14-3-102
草野建築設計事務所内
Tel 049-227-8176
e-mail
URL

kusano@arteclub.org

http://arteclub.org/

★三番町ギャラリー
型からはずしたところです。焼き上がりが楽しみですね！

〒350-0045

川越市南通町 14-3-103

Tel 049-226-7735

