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．８６

２０１１．１１．１０

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・・・

では、カラーでご覧になれます。

どなたでも参加できます！

アルテクルブ ギャラリー

永井里依

――

活動のご報告

漆

展＜乾漆＞

――

2011 年 10 月 7・8・9・14・15・16 日
永井里依さんの造形は、自然にある物象からヒントを
得てデザインするようです。複雑な曲線を使い、何色
もの色漆を重ね塗りした、若々しく柔らかい感性に満
ちた作品ですが、制作にかかる手間には計り知れない
ものがあります。

大きなサイズの盛鉢です。

一輪挿しとぐい呑

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
李 宣周（イ・ソンジュ）展
＜版画・インスタレーション＞
2011 年 10 月 21・22・23・28・29・30 日
「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。」と言う、イさんの作品は、韓紙に木版画
や、油絵具とアクリル絵具を使用した絵画作品、また、
それらを使い構成するインスタレーションです。

★乾漆とは
乾漆の歴史は古く遠く飛鳥時代に起こり、天平時代塑
像の製作技術として非常に発達した。
乾漆とは麻布を漆で張り固め、必要な厚みの素地をつ
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。
木材でつくられた素地との大きな違いは、長年使用し
ても乾燥による収縮、変形が生じたり、亀裂が入った
りしない。

次ページへつづく・・・

――これからのスケジュール――
◆２０１１年 アルテクルブ企画展
★豊田陽子・染め布展 ＜タペストリーと小物＞
11 月 11・１２・１３・18・19・20 日
金土日のみ開廊。

12：00～18：00

♪オープニング：11 月 10 日（木）
ボサノバの演奏をお楽しみ下さい。
Karen（カレン）：ヴォーカル、ギター
平山織絵：チェロ
★豊田陽子プロフィール
昭和女子大学生活美学科卒
バンタンデザイン研究所テキスタイルコース修了
２００１

染色作家佐藤律子氏に師事

２００６

渋谷ギャラリーコンシールにて個展

２００８

フリュウギャラリーにて二人展
銀座ギャラリーＧ2 にてグループ展

２００９

インド

Ａll India Fine Arts & Crafts

Society Gallery
２０１０

韓国

２０１１

新宿ＯＺＯＮＥ

にてグループ展

耕二美術館にてグループ展
クラフトマーケット

クラフトフェアまつもと
クラフトステーションギャラリー「てのひ
らに」出展
★アーティストより
タペストリーは「ｐｒｉs ｍ」プリズムをテーマに制
作しています。
海や空、土、花、草、光、香など四季おりおりに感じ
る形にならない心象風景を光のプリズムというテーマ
で表現したいと思っています。
麻布を中心に綿や竹繊維のタペストリーやスカーフを
――

三番町ギャラリーより、お知らせ（１） ――

★第 2 回おっぺ窯作品展（教室展）

メインに空間を構成し、その他小物類もお楽しみいた
だけます。

11 月 22 日（火）～27 日（日）
9：00～17：00
（初日 13：00～、最終日 13：00 まで）
川越市立美術館・市民ギャラリー
川越市郭町 2-30-1
ＴＥＬ

049－228－8080

★檀浦誠二

陶展

11 月 23 日（水）～27 日（日）
11：00～19：00
三番町ギャラリー

――

三番町ギャラリーより、お知らせ（２） ――

★吉村はんな水彩教室・秋の展覧会

川越市南通町 14-3-103

１２月３日（土）～６日（火）

ＴＥＬ

10：00～18：00（最終日 14：00 まで）

049-226-7735

おっぺ窯で講師を勤めている檀浦さんの個展です。

三番町ギャラリー

アルテクルブ・クッキング
“本日のめにゅー”

オープニング・ライブ

永井里依展

永井里依展オープニングコンサート

オープニング

2011.10.06

10 月 6 日（木）
音楽は、琵琶奏者の塩高和之さんでした。

○さんまとパプリカのピリ辛炒め

アルテクルブでは、2004 年 2 月以来です。

○揚げじゃがの干しエビソース

新しい CD「風の軌跡」（琵琶・笛のルーツであるシルク

○蒸しなすのサラダ

ロードに想いを馳せ、その轍を辿り奏でる、豊穣なる新

○鶏肉ときのこのオイスター風味

世代の雅音）が 9 月にリリースされました。

○かぼちゃと豚肉の炒め煮

今回の演奏は、「祇園精舎」「風の宴」「壇ノ浦」薩摩琵琶

○レンコンの梅肉風味

の中でも、錦琵琶を使っての演奏でした。

○白菜とジャコのサラダ

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

Food

Coordinated

& Cooked

by CHIAKI

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◆李宣周展

オープニングコンサート
10 月 20 日（木）

ソプラノ

クォン

キョン

ピアノ

ジョン

ジン

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
18：00～

李宣周展

オープニング

2011.10.20

ヒ
○まめ豆サラダ

ソク

プログラムは、ヘンデルのオペラ「リナルド」から「私

○豆腐のカナッペ

を泣かせてください」
、ヘンデルのオペラ「アグリピナ」

○きのこのマリネ

から「なんてすきな喜び」、プッチーニのオペラ「ジャン

○レンコンバーグ

ニ・スキッキ」から「私のお父さん」、初恋

○さといもとごぼうのみそチーズソテー

越谷達之助

＋石川啄木、アリラン、アメイジング・グレイス、勿忘

○さばのカレー風味

草

○さつまいもの揚げワンタン

エルネスト・デ・クルティス、神のめぐみ。

Food

Coordinated

&

Cooked

by CHIAKI

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

豊な表現力、柔らかく包み込むような素晴らしい歌声で
した。

♪ アルテクルブ・コンサート予定
◆豊田陽子展 オープニング・ライブ
11 月 10 日（木）

18：00～

Karen（カレン）：ヴォーカル、ギター
平山織絵：チェロ
ふんわりと海のそよ風のような、情緒あるボサノバです。

★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？

豊田陽子展
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

★ワークショップ ご報告
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 、
Saitama Art Platform 形成準備事業を行うことになり、
川越では川越市立美術館とアルテクルブが協働し、

日程＝11 月 11 日（金）、12 日（土）、13 日（日）
18 日（金）、19 日（土）、20 日（日）
時間＝前半 12：00～15：00、後半 15：00～18：00
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。
＊前々回は、杉本さん、片山さん、佐復さん、三好さ

「川越ミュージアムロード Wｅプロジェクト」を開催する

ん、斉藤さん、小倉さん、新井さんが担当されまし

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。

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。

＊前回は、小倉さん、片山さん、斉藤さん、岡戸さん
が担当されました。

１１月２９日（土）川越市立美術館創作室にて、午前１５
名、午後２３名の小中学生が参加し、保護者や美術館ボラ

★アルテクルブ・サポーター募集！

ンティアのサポートスタッフも描いたので、合計 40 枚の

会報をお手元へお届けします。

フラッグが揃いました。木谷さんも、参加した子ども達の

オープニングパーティーへ参加いただけます。

発想やスムーズな活動に感心し、ご当地プログラムとして

その他、まち歩きへの参加、企画展の提案、ギャラ

今後につながるとても良いワークショップになったと高評

リー担当など、自ら企画運営に参加してみませんか。

価でした。フラッグは７日～２２日まで元町商店街の街路

年会費

灯と美術館までの街路灯に展示します。川越のシンボル、

ゆうちょ銀行ゼロイチキュウ店（０１９）

時の鐘で統一感を出しながらカラフルなフラッグが多くの

記号・番号 00160・4・179161

￥3000

人を美術館の方に誘ってくれることを期待しています。関

三井住友銀行川越支店

普通

連の、「まちアート発見」ワークショップは 12 日と 19 日

ご協力、宜しくお願いします！

7442197

です。こちらもまたよろしくお願いします。
★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
〒350-0045
http://artplatform.jp/index.html

川越市南通町 14-3-103

Tel 049-226-7735

