
講師：
杉本祐美

アートラインかしわは、JR 常磐線・つくばエクスプ
レス沿線地域でのアートによる地域活性プロジェクト
ART ROUND EAST (ARE: アールに )   参加しています

ラッピングエレベーター
ホタルライトヒルズバンド×きゅっきゅ８企画
Road to 蛍ヶ丘大音楽祭プラネタリウム編 

『現代アートの祭典』 の楽しみ方   
（ヨ ーロッパ編 ）                             くんくんウォーク 木の葉のパズル

２０１７年は、世界最大規模の現代アートの祭典「ヴェネチア・ビエンナーレ」（イタリア）と 
「ドクメンタ」（ドイツ）が、１０年ぶりに同時期に開催されました。
今回も両方の祭典を訪れた塩入敏治氏から、ヨーロッパにおける現代アートの祭典の
最新の様子を写真を交えてご紹介いただきながら、その楽しみ方について
話をうかがいます。

『ナガレボシコンサート』

Fitness&Art Work Shop With 柏陵美術部  柏陵高校美術部  

＊石川 美穂子＊Ｗindow Art（前期・後期  入替制作）

楽しい醤油アートの世界

天野聡美作品展

読み聞かせ☆星の世界へ

柏美術学院　優秀作品展

ykaori solo Exhibition「Q.」

樋口雄一ロボットアート展

大野隆司新聞さしえ原画展

KDC Dance Performance   千葉県立柏高等学校  ダンス部

癒しのともしび☆キャンドルアートの世界

オープンぎゃらりいコーヒー

KJSO子ども音楽づくりワークショップ 2017

第 14 回　軒先ブックマーケット「本まっち柏」

山田佳代子木版画展

Tango Special Live presented by Studio WUU

いま街は、ふたたび羽ばたくための短い助走期間。視線の先には空の高みを
横断する、まだ誰も超えたことがない一本のバーがある。  
できる、できない、ではない。跳ばなければ、永遠にそこに届くことはないから。
そんなに高くまで跳べない私は、跳ネル。そこかしこで、跳ネル。
何回でも何回でも、跳ネル。それで何かが変わるかもしれないから。

跳ネル

会期

会場

入場料

お問い合わせ　

主催　JOBANアートラインかしわ実行委員会
共催　商店街振興組合 柏二番街商店会 
　　　一般社団法人柏アーバンデザインセンター
　　　一般社団法人 SNOWBANK
　　　公益財団法人 摘水軒記念文化振興財団
協賛　一般社団法人 柏法人会
　　　柏商工会議所
　　　一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会東葛支部
　　　柏駅前通り商店会振興組合
　　　ホルベイン工業株式会社
　　　ホルベイン画材株式会社
協力　株式会社星広告
　　　柏髙島屋ステーションモール
　　　柏タカシマヤ
　　　江戸川大学
　　　麗澤大学
　　　柏モディ
　　　日本赤十字社
　　　DayOne 商店会
　　　かしわウイスキーフォーラム実行委員会

後援　柏市
           柏市教育委員会
           一般財団法人 柏市まちづくり公社
           JOBANアートライン協議会
           ART ROUND EAST（ARE: アール）
           ユルベルトKASHIWAX 実行委員会
           協同組合 柏駅東口中央商店街連合
           （順不同）

お問い合わせ
JOBANアートラインかしわ実行委員会
〒277-0005
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 04-7167-8868
http://2017.kashiwa-art.com
otoiawase@kashiwa-art.com

9 月 30 日（土） ～ 11 月５日（日）  10：00 ～ 22：00      
柏髙島屋ステーションモール S館  専門店 柏駅接続エレベーター
無料　　　アートラインかしわ

10 月 22 日 ( 日 ) ① 13：00 ～ 14：30  ② 15：00 ～ 16：30
柏プラネタリウム
無料（要事前申込）  
ホタルライトヒルズバンド INFO : hotal_light_hils_band@yahoo.co.jp

11 月 3 日 ( 金祝 )15：00 ～ 16：15（開場 14：45）
アミュゼ柏  １階  プラザ
無料（事前申込不要・当日直接会場へ） 　　　アートラインかしわ

11 月 4日 ( 土 ) 13：30 ～ 16：30
アミュゼ柏  １階  プラザ、柏中心市街地
無料（要事前申込：先着 20 名）　　　アートラインかしわ
　　

11 月 5日 ( 日 )13：00  ～ 16：00（出入り自由）　　　　　　　
アミュゼ柏  １階  プラザ
無料（事前申込不要・当日直接会場へ）　　　アートラインかしわ

商店街の人々、文化、環境を匂いの世界から紐解きます。
それぞれの職業を知り、肌に触れ、匂いを身体に取り入れることで、
今まで知りえなかった発見を楽しみます。
アーティスト井上尚子とともに、匂いを探して柏の街を探検します。

アートラインかしわでは 6年ぶり、５回目の「木の葉のパズル」。
今年はアミュゼ柏で開催します。
柔らかなウレタンの木の葉のピースは、曲げる、はめ込む、組み上げる、と
自由自在。子供たちの発想には驚かされることもしばしばです。
さあ、子供も大人も楽しみながら、創造の世界で一緒に遊びましょう。

展示

音楽

イベント ワークショップ

映像 演劇・パフォーマンスこどもOK

トーク

エレベーターはいつも立ち止まった私たちを乗せて静かに次の場所へと運んでくれます。
そんなのいつもの日常だと思うかもしれません。でも本気を出したエレベーターは違います。
ただ人を運ぶだけではありません。何といっても人 が々自分の中に立ち止まって、
また歩き出すのです。次に扉の向こうへ踏み出す時、最高の一歩を作りたいと
本気のエレベーターは思っています。扉が開いて降りた時、あなたは気づくはずです。
変わったのは階数だけではないことに。　　　　　　　　

柏出身のバンド・ホタルライトヒルズバンド（通称ホタバン）と
きゅっきゅ８企画が合同で開催する音楽と朗読のイベント。
忙しい日常から少しだけ離れ、星をテーマにした心温まる時間をお届けします。

mimesis

薔薇柄の毛布に彩られた空間で写真撮影を楽しもう！！
昭和の終わり頃までには一家に１枚くらいはあった薔薇柄の毛布。
この薔薇柄の毛布に彩られたゴージャスな空間が柏タカシマヤ内に出現！

http://2017.kashiwa-art.com/
各イベントの詳細はウェブサイトをご覧ください。

会期：10 月 1日（日）15:00～ 
会場：  パレット柏　　入場料：無料    （定員 20 人）
問い合わせ： メールで申込。詳細はウェブサイトにてご案内。

会期：10 月 1日（日）～11 月 5日（日） 
会場：  Studio WUU 入口　　入場料：無料
問い合わせ :080-5072-1438　 espressivo.mihoko@gmail.com
 
会期：・展示：10 月 7日（土）～11 月３日（金祝）開店時間中
            ・ワークショップ：10 月７日（土） 14:00 ～18:00
会場：  カフェユニオ　日曜休（土曜不定休）　　入場料：無料  
問い合わせ：mail＠kiuchi.jpn.org

会期：10 月８日（日）15:00～18 :00
　　　※詳しい展示期間はアートラインのHPをご覧下さい。  
会場：  JAZZ&WINE BAR JAVIN　入場料：無料 
問い合わせ：04-7162-7700  fujita@bflat-ltd.com

会期：10 月 14 日（土）18:00～19:00　（定員３５人）　　 
会場：  カフェユニオ　入場料：無料 
問い合わせ：mail@kiuchi.jpn.org

会期：10 月 22 日（日）16:00～19:00
　　　※詳しい展示期間はアートラインのHPをご覧下さい。 
会場：  JAZZ&WINE BAR JAVIN　　入場料：無料
問い合わせ：04-7162-7700　fujita@bflat-ltd.com 

会期：10 月 21 日（土）～11 月２日（木）土日 10:00～17:00 
会場：  柏美術学院 　入場料：無料
問い合わせ：04-7136-1311   info@kashibi.com

会期：10 月 22 日（日）10:00～16:00 
会場：  柏３丁目界隈　　出店者：500円/組、来場者：無料
問い合わせ：04-7100-8946   honkatsu500@gmail.com  

会期：10 月１日（日）～10 月 31 日（火）9:00～21:00   
会場：  カフェ・ド・クリエ プラス フィールズ南柏店 
入場料：ご覧になる方は何か１品ご注文お願いします。
問い合わせ：http://www.mandala-web.info

会期：10 月２日（月）～11 月 11 日（土）10:00～18:00 
会場：  カフェラビアンヴニュ　　入場料：無料
問い合わせ：04-7173-1771  http://cafelabienvenue.cms-lite-net/

会期：10 月８日（日）13:00～17:00 の間に４回 
会場：  柏二番街ほか　　入場料：無料 　　　　
問い合わせ：アートラインかしわ　

会期：10 月８日、15 日、22 日、29 日（いずれも日曜）13:00～17:00 
会場：  アトリエカナ　　入場料：無料 
問い合わせ：atelier.kana1@gmail.com

会期：10 月 14 日（土）～15 日（日）11:00～16:00 
会場：  ぎゃらりい山﨑　　入場料：無料
問い合わせ：090-6104-1986  gallery.yamazaki@gmail.com

会期：10 月 22 日（日）～30 日（月）10:00～19:00 
会場：  いしど画材  4 階 特設会場　　入場料：無料
問い合わせ：04-7167-1410   ishido@oregano.ocn.ne.jp

会期：10 月 21 日 ( 土 ) 雨天 10 月 22 日 ( 日 )①11:30～ 
会場：  アリオ柏 スマイル・パーク(屋外 )
問い合わせ：04-7139-6069  kjso-info@kjso.jp　入場料：無料

②14:30～

会期：10 月 16 日（月） 、29 日（日）14:00～16:00
会場： Studio WUU      問い合わせ：04-7164-9651
入場料：有料。詳細はウェブサイトにてご案内。　　　　　　　　　　　　　　　　　     

平日 14:00～19:00

問

 10 月 18 日（水） ～ 10 月 24 日（火）  10：00 ～ 20：00
柏タカシマヤ S館 1階  特設会場　　
無料　　　アートラインかしわ

作家：
池平 徹兵

作家：
江頭 誠

アーティスト：
井上尚子

柏髙島屋ステーションモール 柏タカシマヤ　
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星空と音楽の夕べ...15日：ボッサボード/28日：にっしー姉妹   
会期：10 月 15 日（日）①11:00～②13:30～③15:30～（各 60 分）
                    28 日（土）①13:00～②15: 30～（各 60 分） 
会場：  柏プラネタリウム   入場料：無料（定員 35 人）            
当日9:30~図書館１Fカウンターで整理券配布。問い合わせ：04-7164-5346

21

23 24

25 26
ジョーバン・バロック・アンサンブル演奏会
会期：10 月 28 日（土）14:00～ 　　　　
会場：  日本キリスト教団柏教会　入場料：全席自由2,500円
問い合わせ：04-7143-1196   joban.baroque@gmail.com

27
路川洵・阿部生光二人展
会期：11 月２日（木）～8日（水）10:00～18:00 
会場：  ギャラリー生光  　入場料：無料
問い合わせ：04-7145-5282   abesc@sound.ocn.ne.jp

28

30
KASHIWA　WHISKY　FORUM　２０１７
会期：10 月 15 日（日）  13:30～18:00 
会場：  ハート柏迎賓館　　入場料：4,500 円　（定員 500 人）
問い合わせ：04-7162-4862   xqdhc544@ybb.ne.jp 

29

スピーカー：
塩入 敏治  氏

一般投影の BGMとして
生演奏が入ります

問 問 問

問問

Kashiwa Links Tohoku at HowdyMall

10 月 9 日（月・祝） 
① 13：00 ～ 14：15
② 15：00 ～ 15：45
ハウディモール（柏駅前通り）（柏駅東口から直ぐ /当日は歩行者天国）
無料
アートラインかしわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

歌・音楽・踊り・美術
白崎映美と「東北 6県ろ～るショー !!」の演奏とパフォーマンスが、ハウディモール商店会の企画で開催されます。
祭りのようなエネルギーが一気に爆発します。
元気が余っていて叫んで踊りたい人も、ちょっと落ち込んでいて元気を出さなくちゃ、と想っている人も、
ジッチャマもバッチャも、ワケエもんもオドコもオンナも、みんな来い！

問

柏駅前通り商店街振興組合

5共晶点 ～柏ゆかりの新進作家～

10 月 5 日（木） ～ 9 日（月祝）10：00 ～ 19：00   
（初日 13：00 ～ 、最終日 ～ 18：00）                 
Day One タワー 3F パレット柏  柏市民ギャラリー
無料
アートラインかしわ

石坂 祐子           ( 陶刻 )
石元 靖大　    ( 日本画 ) 
犬丸 宣子　    ( 日本画 )
占部 紗也香　    ( 陶刻 )
木下 千春　    ( 日本画 )
柴辻 かおり    ( 日本画 )
治部 亜美香    ( ガラス )
名雪 大河        ( 日本画 )
新妻 篤　           ( 彫刻 )

野口 都              ( 染織 )
野田 一民           ( 油画 )
羽室 功二           ( 彫刻 )
福永 明子　    ( 日本画 )
松隈 健太朗　    ( 彫刻 )
松下 由紀子　    ( 彫刻 )
室屋 裕一           ( 彫刻 )
吉岡 亮兵　       ( 刺繍 )

好評を博す展覧会の第６弾、柏にゆかりのある若手新進
作家17人の作品が柏市民ギャラリーを埋め尽くす５日間。
日本画、油画、彫刻、ガラスなど、手法は違えども、それ
ぞれ自らの表現にひたむきに向き合う作家たちのエネル
ギーが化学反応を起こし、まばゆい結晶が生まれます。

おしゃべり鑑賞会
集まったみなさんと対話をしながら
作品を鑑賞します。
１１時と１４時の２回、5分前までに
会場受付においでください。

10月 9日（ 月・祝 ）11：00 ～、14：00 ～
所要時間約：45 分　　　  無料
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問


