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芸術の秋、まちなかでアートとでくわすチャンス !!

〜 JR 柏駅周辺を舞台にアートが繰り広げられる ! 〜
「アートラインかしわ 2011」10 月 15 日―11 月 13 日開催

　10 月 15 日より「アートラインかしわ 2011」が無事開幕し、６年目を迎えたアートプロジェクトも折り返し地

点に来ました。10 月 15 日、16 日には淺井裕介氏によるワークショップ「テープ森—かしわのわ」が開催され、完

成した作品は、JR・東京メトロ・東武線の３線が交叉する柏駅東口ダブルデッキを鮮やかに彩っています。またま

ちなかの路上には鈴木昭男氏による《点音（oto-date）in 柏》が展開されています。そして三井ガーデンホテル柏

では元エステサロンをギャラリーにした「でくわすホテル」が一般公開されています。「でくわすホテル」では今年

度の摘水軒記念文化振興財団助成事業である「石井香菜子　Re-landscape」や椛田ちひろ個展「夜の底を流れる水」、

そして総勢 30 名以上のアーティストによる「GOD HAND」を一挙に見ることが出来ます。そしてもう一つの採択

事業であるパフォーマンスイベント「YOU −＋（ユビキタス）」はアーティストスタジオ island で 11 月中旬に開催

予定です。

　本プレスリリースではこれまでのプロジェクトのご報告、そして今後開催予定のイベントを掲載しております。

是非ご一読頂き、柏に足を運んで下されば幸いです。
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アートラインかしわについて

アートラインかしわは、JR 常磐線と沿線地域のイメージアップと活性化を図る 4 区 4 市（台東区・荒川区・

足立区・葛飾区・松戸市・柏市・我孫子市・取手市）と東京藝術大学、そして JR 東日本東京支社からなる

JOBAN アートライン協議会の傘下のもと、柏の街を若いアーティストのステージとし、柏の新たな魅力を創

造しようと、2006 年に誕生しました。

6 年目となる今年も 10 月 15 日（土）から 11 月 13 日（日）をアートライン月間とし、市内のアート団体と

連携をとりながら、様々なアート活動を紹介、応援し、人と街をアートで繋げていきます。

摘水軒記念文化振興財団助成事業について

摘水軒記念文化振興財団助成事業は、アートラインかしわ実行委員会が 2008 年度から運営の委託を受け、

柏市内において芸術文化の振興を図るとともに新しい地域文化創造の先導役として、自主的な芸術文化活動

をする団体に対して費用の一部を助成するものです。

今年度は、東京藝術大学美術学部准教授であり、3331 Arts Chiyoda 統括ディレクターを務める中村政人氏

をゲスト審査員としてお招きし、「Re-landscape」と「夜の底を流れる水」「YOU −＋（ユビキタス）」「GOD 

HAND」の４つの事業を助成対象事業として採択しました。

2011 年 11 月１日

JOBAN アートラインかしわ実行委員会



PRESS RELEASE

アートラインかしわ 2011

会　　期　　　2011 年 10 月 15 日（土）〜 11 月 13 日（日）

主　　催　　　JOBAN アートラインかしわ実行委員会

共　　催　　　特定非営利活動法人 柏市インフォメーション協会

協　　賛　　　柏市・柏商工会議所・摘水軒記念文化振興財団・

　　　　　　　社団法人 柏法人会・社団法人 千葉県宅地建物取引業協会東葛支部

後　　援　　　柏市教育委員会・商店街振興組合柏二番街商店会・

　　　　　　　柏駅前通り商店街振興組合・協栄商店会

協　　力　　　三井ガーデンホテル柏・ホルベイン工業　株式会社・

　　　　　　　株式会社 いしど画材・柏高島屋ステーションモール・

　　　　　　　The Kashiwa Tower・株式会社 星広告・

　　　　　　　SMBC 日興証券株式会社 柏支店・イオン柏ショッピングセンター

お問い合わせ　JOBAN アートラインかしわ実行委員会

　　　　　　　〒 277-0005 千葉県柏市柏 1-4-5 柏二番街商店会内

　　　　　　　TEL ： 04-7167-4455（平日 10：00 〜 17：00）　FAX ： 04-7267-8868

           　　　   URL : http;//www.kashiwa-art.com

             　　　 MAIL: info@kashiwa-art.com
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鈴木昭男　点音（oto-date）in 柏

――柏の街の音を聴く。柏の街の色を見る。風を感じる。今を知る。――

鈴木昭男さんの「耳＋足」をかたどったマークが、柏駅周辺のあちこちにひっそりと存在して

います。写真のマークを見つけたら、どうぞそこに立って耳を澄ませてみて下さい。普段は聴

こえない自然の音や街の生活音などが聴こえてくるでしょう。日常空間を「点音（おとだて）」

することで、柏の街の新たな音、新たな風景が発見出来るのではないでしょうか。またこの作

品は天候や時間によって刻々と変化します。同じ場所でも異なる日に耳を澄ませることで、日々

刻々と変化する柏の風景を体感することが出来ることと思われます。この作品は 11 月 13 日

（日）まで柏駅周辺の各所にて展示しています。

柏の「音」を聴く
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淺井裕介　テープ森―かしわのわ

10 月 15 日、16 日と２日にわたって、アーティスト淺井裕介さんの「テープ森―かしわのわ」

のワークショップが開催されました。約 20 名の参加者とともに、マスキングテープで鳥（通

称「マスキング鳥」）を作ったり、カラフルなテープを用いて木々や木の実などの植物、鳥や

虫などの動物たち、そして小さなお家などを作り、柏駅前のダブルデッキにあるガラス面に貼

りました。

完成した「テープ森―かしわのわ」はダブルデッキを色鮮やかに彩り、道ゆく人の目を惹き付

けていました。テープ森を目にすることで、柏の新たな一面を発見したり、日常がふとした瞬

間に変わるのを感じることが出来るのではないでしょうか。この作品は 11 月 13 日（日）ま

で柏駅東口ダブルデッキにて見ることが出来ます。

柏駅前にテープ森が出現 !!
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PRESS RELEASE 元エステサロンがギャラリーに変貌！！

でくわすホテル

三井ガーデンホテル柏２階にある、元エステサロンがギャラリーとして生まれ変わりました。

展示作家は総勢 30 名以上。ここでは日本画から木彫、ペインティング、映像インスタレーショ

ンまで、様々な表現媒体の作品が集結し、アートが凝縮された濃密な空間を楽しむことが出来

ます。会期は 11 月 13 日までの金曜日・土曜日・日曜日・祝日です。12:00 から 19:00 まで

鑑賞可能なので、休日のアート体験にはうってつけの場所です。皆様のお越しをお待ちしてお

ります。
＜展示作家＞

石井香菜子、椛田ちひろ、Adam Hosmer、有賀慎吾、アプリュス、岡田洋坪、小佐誠一郎、尾竹隆一郎、

柏の葉アトリエ、加茂昴、菊地良太、衣笠木乃美、colliu、下平千夏、須賀悠介、ソメヤケンジ、野口都、

福永明子、間瀬朋成、松下徹、YANTOR、YDM

摘水軒記念文化振興財団事業
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PRESS RELEASE 往年の芸人達が演じる・舞う・生きる

時を超えた魂の響き

ギリヤーク尼ヶ崎　「大道芸」
日　時 : 10 月 23 日（日）13:00~

会　場 : ハウディモール

※好評のうちに終了いたしました。

　ありがとうございます。

坂本長利　

宮本常一聞き書きによる「土佐源氏」
日　時 : 10 月 29 日（土）

　　　　芝居について語る 14:00~

               独演会 17:00~（16:30 開場）

会　場 : Studio WUU
※好評のうちに終了いたしました。

　ありがとうございます。

石井満隆　「舞踏」
日　時 : 11 月６日（日）

　　　　ワークショップ  13:00~

               パフォーマンス 15:00~（雨天決行）

会　場 : ワークショップ・Studio WUU

              パフォーマンス・ハウディモール

※ワークショップは要申込み

    アートラインかしわウェブサイト内特設フォームから申込み

    http;//www.kashiwa-art.com

ハウディモールアートプロジェクト
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PRESS RELEASE —（あなたから）何かを「もらう／与える」—

photo by Maki Kaoru

「YOU −＋（ユビキタス）」とは、パフォーマンスというジャンルの特性を一般的な「ユビキ

タス」と対比して表現した造語です。ソーシャルネットワークサービスの隆盛。電子マネーや

GPS 技術。現在の高度情報化・ハイテク社会は「ユビキタス社会」と呼ばれ、その技術は目に

見えないところから、「いつでも、どこでも、だれでも」に恩恵を与えます。私たちは「この

ような時代において」パフォーマンスイベントを開催することの意義を探り、かたちにしてい

きます。パフォーマーにとってコミュニケーションの対象は、現場の「実際に見える範囲」に

しか存在しないという点で常に「you・二人称」です。

「−＋」とは、（あなたから）何かを「もらう／与える」というパフォーマンスにおける双方国

的なコミュニケーションを表しています。

そこであなたが何かを差し出し、何を受け取るか。あなた自身の目で目撃して下さい。
会　期 : 11 月 12 日（土）　18:00-20:00

会　場 : island ATRIUM（〒 277-0024 千葉県柏市若葉町 3-3）

入場料 : 無料

問合せ : 《YOU −＋》実行委員会 youbikitasu2011@gmail.com　　BLOG   : http://d.hatena.ne.jp/youbikitasu2011

摘水軒記念文化振興財団事業
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PRESS RELEASE 創造都市としてのまち
まちデザインシンポジウム

「創造都市の発展〜まちとアートのコミュニケーション」

都市が持つ新たな文化、産業、ライフスタイルを創造する力、創造的な市民の力が有効に作用

することで発展している創造都市では、社会が抱える問題に洞察を加え新しい発想の源となる

現代アートが一つのキーになっています。

当シンポジウムでは国内外の事例を紹介しながら、創造都市として柏が発展していく可能性を

探っていきます。柏市内外問わず皆様のご来場をお待ちしております。

パネリスト　　　 : 桜井 　武氏　熊本市現代美術館館長

　　　　　　　　   芹沢 高志氏　P3 art and environment Exective Director

コーディネーター : 秦 　明生氏　柏市経済産業部商工振興課 主査

日　時 : 11 月 13 日（日）　14:00-17:00

会　場 : SMBC 日興証券柏支店ホール

定　員 : 100 人

入場料 : 無料

申込み : アートラインかしわウェブサイト内特設フォームから申込み

締　切 : 定員になり次第、締切り

問合せ : アートラインかしわ　 info@kashiwa-art.com

　　　　　　　　　　　　　　http;//www.kashiwa-art.com

柏商工会議所主催事業

桜井 武氏 芹沢 高志氏

秦 明生氏

８


