
芸 術 の 森 事 業 部

シアタージャズライブ
平成３０年１２月１８日（火）～２２日（土）



管理運営事業 貸館事業、施設の維持管理等
芸 術 の 森 事 業 部

主催事業

１ 音楽・舞台芸術事業

２ 芸術の森美術館事業

３ 工芸・工房事業

４ 利用促進

５ 彫刻美術館事業

平成２８年度実績 平成２９年度実績 平成３０年度実績
札幌芸術の森
札幌芸術の森野外美術館 入館者数 ５１，６１６人 ８９，５５２人 ５５，９３８人

利用料金収入 ５，８７６，１３０円 １６，９５８，３９６円 ９，８２８，３６０円
札幌芸術の森美術館 入館者数 ２０２，９１５人 ９３，９２６人 ９１，５５８人

工房等施設（アートホール、アトリエ、各工房、
野外ステージ）

※注）行為許可申請料を含む
利用料金収入 １４，３２２，８６７円 １３，７５４，１００円 １３，１２５，３８１円

総入園者数 ５０１，５６２人 ４３３，０４４人 ３５１，９５５人
アウトリーチ 実施数 ４９１件 ４７９件 ５８１件

参加者数 ２３６，９２３人 ２５３，１３３人 ２３４，３６８人
※注）各工房の講習会受講者数等は総入園者数に含まれる。

本郷新記念札幌彫刻美術館
本館 入館者数 ９，５７９人 ９，９９３人 １０，３５９人
記念館 入館者数 ６，６４３人 ５，２４２人 ６，６００人
総入館者数 １６，２２２人 １５，２３５人 １６，９５９人
アウトリーチ 実施数 ４件 ２４件 ３３件

参加者数 １４４人 ３，５３８人 １，９３０人

定款第４条第１～２号に掲げる事業は、次により行った。

事 業 体 系

管 理 運 営 事 業
札幌市からの指定を受け、札幌芸術の森野外美術館、札幌芸術の森美術館、工房等施設、芸術の森センター、工芸館

などの札幌芸術の森園内の管理運営を行うほか、本郷新記念札幌彫刻美術館の管理運営を行った。

○各施設の利用状況

※札幌芸術の森において、平成３０年８月１日～８月２日まで美術館の空調設備故障のため、臨時休館。
※平成３０年９月６日～９月１３日まで、北海道胆振東部地震により休館。
※札幌芸術の森において、園内全域における大規模工事に伴い、美術館展覧会は平成３０年１１月２６日～平成３１年４月２６日まで、レ
ストランは平成３０年１０月２９日～平成３１年３月２０日まで休業。
※利用料金収入には、利用取消手数料収入を含まない。
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主 催 事 業

音 楽 ・ 舞 台 芸 術 事 業

�札幌の文化芸術発信事業

①サッポロ・シティ・ジャズ２０１８
平成１９年に始まり、今年で開催１２回目を迎えた国内最

大級のジャズフェスティバル。大通公園２丁目での

「サッポロミュージックテントライブ」に代わり、秋に

オープンした札幌市民交流プラザに拠点を移し、夏期間

と冬期間に分けて開催。

夏期間は、札幌駅前通りでの２５０名を超える参加者に

よるジャズパレード、全国から集まった３４０組を超える

バンドが街中で演奏を繰り広げるパークジャズライブ、

芸術の森野外ステージでのノースジャムセッションを

実施。この他、エスタビアガーデンとタイアップした

「ESTA × SCJ CITY JAZZ LIVE」、クロスホテル札幌で

の「クロスシティジャズライブ」など、企業や団体と提

携し、様々なライブを展開した。

冬期間は、多面舞台を備えた高機能ホール「札幌文化

芸術劇場hitaru」を会場に、舞台上にステージと客席を

設け食事とライブを楽しめる「シアタージャズライブ」

をはじめ、市民交流プラザ内のコートやスタジオを利用

したコンサートやクリニックなどの教育普及事業、札幌

市図書・情報館等を活用したジャズライブラリーなど、

学びや情報交換の企画を新たに加え、市民交流プラザ全

館を活用した事業として実施した。

期 日：通年（フェスティバル：夏／７月１４日（土）

～２２日（日）、冬／１２月１８日（火）～２２日（土））

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、札幌市、

札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、札幌テ

レビ放送株式会社、株式会社北海道新聞社、株

式会社読売新聞北海道支社、札幌駅前通まちづ

くり株式会社、株式会社毎日新聞北海道支社、

株式会社朝日新聞北海道支社、北海道放送株式

会社、北海道文化放送株式会社、北海道テレビ

放送株式会社、株式会社テレビ北海道、株式会

社STVラジオ、株式会社エフエム北海道、株式

会社エフエムノースウェーブ、札幌市青少年科

学館

後 援：外務省、スウェーデン大使館、北海道、北海道

運輸局、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、

在札幌米国総領事館、中華人民共和国駐札幌総

領事館、在札幌ロシア連邦総領事館、駐札幌大

韓民国総領事館、在札幌カナダ名誉領事館、一

般財団法人地域創造、公益財団法人北海道文化

財団、公益社団法人北海道観光振興機構、公益

財団法人札幌国際プラザ、一般社団法人札幌観

光協会、札幌商工会議所、北海道旅客鉄道株式

会社、一般財団法人スウェーデン交流センター、

北海道カナダ協会、北海道スウェーデン協会

協 賛：株式会社太陽グループ、株式会社アミノアップ、

レクサス月寒、サッポロビール株式会社、富士

ゼロックス北海道株式会社、クロスホテル札幌、

株式会社サッポロドラッグストアー・ライオン

株式会社、株式会社フヨウサキナ、株式会社

オーディオテクニカ、日本郵便株式会社北海道

支社・株式会社ゆうちょ銀行・株式会社かんぽ

生命保険、全日本空輸株式会社、北海道マツダ

販売株式会社、オリックス自動車株式会社、札

幌駅総合開発株式会社、株式会社アンクル・株

式会社パワーハウスエージェンシー、株式会社

水谷組、ルスツリゾート、株式会社札幌振興公

社、株式会社ブルーノート・ジャパン、大地み

らい信用金庫・一般財団法人大地みらい基金、

石屋製菓株式会社、札幌PARCO、コーチャン

フォーグループ株式会社リラィアブル、株式会

社エルム楽器、北海道エネルギー株式会社、株

式会社ジャパンテクニカルソフトウェア、ぴあ

株式会社、株式会社ティーケーピー、公益財団

法人札幌市公園緑化協会、株式会社札幌都市開

発公社、株式会社札幌エネルギー供給公社、札

幌市円山動物園、株式会社TSUTAYA、札幌丘

珠空港ビル株式会社、札幌中央アーバン株式会

社、浅海電気株式会社、札幌商工会議所、株式

会社さっぽろテレビ塔、三浦印刷株式会社、

パール楽器製造株式会社、株式会社札幌副都心

開発公社、地崎商事株式会社、渡邊清掃株式会

社、株式会社ハイテックシステム、武ダホール
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ディングス株式会社、一般財団法人めまんべつ

産業開発公社、社会福祉法人札幌市社会福祉協

議会、公益財団法人札幌市防災協会、一般財団

法人札幌市下水道資源公社、SKタクシーグルー

プ、株式会社ほくせん、株式会社札幌花き地方

卸売市場、一般財団法人札幌市環境事業公社、

PEAKS PRINT、札幌サンプラザ、株式会社ニッ

センレンエスコート、ワンボックスレンタカー

札幌北広島インター店、札幌美容協同組合、一

般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団、ソニー

ストア札幌、株式会社レンタコム北海道

協 力：株式会社玉光堂、HMV札幌ステラプレイス、

タワーレコード札幌ピヴォ店、音楽処、ターミ

ナルプラザことにパトス、カワイ札幌コンサート

サロン Chou Chou、CAFEサーハビー、ニュー

オータニイン札幌、紙ひこうき、Live & Dining

JAMUSICA、LIVE & BAR D−Bop、EL MANGO、

株式会社アンフル、株式会社えんれいしゃ、

NORTH NAVI、札幌ビレッジボイス、創価学

会、一般財団法人民主音楽協会、JTB北海道、一

般社団法人札幌市手をつなぐ育成会、公益社団

法人札幌市身体障害者福祉協会、公益財団法人

北海道盲導犬協会、house of jazz、有限会社ガ

イアデザイン、公益財団法人ＰＭＦ組織委員会、

北海道救急リリーフシステム、くう、KENNY

BURRELL、Live & bar after dark、JAMAICA、

Jazz & booze Half Note、MIRAI.ST café &

kitchen、BOSSA、LIVE Surr、SLOWBOAT、

JERICHO、DAY BY DAY、BUDDY BUDDY、

喫茶ランプウェイ、JAZZ Bar Rondo、Cafe & Bar

Radio&Records、Kitchen & Bar浪漫風、FAMOUS

DOOR、Lazy Bird、ブルックリンパーラー札幌、炭

火焼肉えん、Groovy、bar moderno、HABANA、

Betty、株式会社ブライトサッポロ、MORIHICO.

【札幌観光の資源創出】
ジャズフェスティバルの開催によりジャズの街さっ

ぽろを国内外に発信し、新しい価値の創出や事業を通し

て都市のブランド力を高め、観光客の誘致につながる観

光資源の創出を図った。

（１）シアタージャズライブ
多面舞台を備えた高機能ホール「札幌文化芸術劇場

hitaru」を会場に、舞台上にステージと客席を設け、北

海道の食材を使った食事とライブを楽しめる公演を５

日間６公演にわたり実施した。

期 日：平成３０年１２月１８日（火）～１２月２２日（土）

会 場：札幌文化芸術劇場hitaru

料 金：フロアシート６，０００円、クラブシート６，０００円、

カウンターシート６，０００円、デュオシート１４，０００円

（当日各５００円増）

入場者数：２，３５１人

① 渡辺香津美ジャズ回帰トリオ

期 日：１２月１８日（火） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：３９１人

② ロン・カーター・トリオ

期 日：１２月１９日（水） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：４０７人

③ 寺井尚子クインテット

期 日：１２月２０日（木） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：３８６人

④ 大西順子トリオ

期 日：１２月２１日（金） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：３８６人

⑤ TRI4TH & fox capture plan

期 日：１２月２２日（土） 開場１１：３０、開演１２：３０

入場者数：３８５人

⑥ 日野皓正セクステット

期 日：１２月２２日（土） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：３９６人

・オープニングアクト

出 演：Wingrass

期 日：１２月１８日（火）～２２日（土）

１８：３０～１９：１５（１８日のみ１８：４５～１９：００）

【札幌市民交流プラザを活用した教育普及事業】
札幌市民交流プラザの機能を活用し、市民に広くジャ

ズに親しんでいただき、ジャズの裾野を広げることを目
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的としたコンサートやワークショップを実施した。

（１）BIGBAND・NEXT
ニューヨーク在住のビッグバンド・リーダー兼作曲家

の宮嶋みぎわほかプロフェッショナルな講師を迎え、

ビッグバンドの可能性を探る公開クリニック、レク

チャー、カンファレンスを実施した。

期 日：平成３０年１０月１９日（金）１８：００～２１：００

２０日（土）１３：００～１６：３０

会 場：札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオ

料 金：各日１，０００円（大学生以下７００円）

二日通し券１，５００円

入場者数：８７人

（１）１０月１９日（金）

講 師：宮嶋みぎわ、石川周之介、マーサー・ハッ

シー楽団、橋本眞秀

入場者数：５２人

（２）１０月２０日（土）

講 師：宮嶋みぎわ、橋本眞秀、ヲザキ浩実、跡部

徹

入場者数：３５人

（２）情報発信バラエティ
～ONE DRINK JAZZ SALON～

会場でドリンクを片手に参加できるほか、インター

ネットで生中継配信し、自宅でも気軽にジャズの魅力を

学ぶことができる無料公開講座を行った。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）～１９日（水）

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSスタジオ

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

入場者数：２５７人

（１）まるごとシティジャズ冬

期 日：１２月１６日（日） 開場１６：００、開始１６：３０

出 演：ミルクス本物、吉澤早紀、小杉啓文

入場者数：６８人

（２）ラテンジャズの魅力

期 日：１２月１７日（月） 開場１５：３０、開始１６：３０

講 師：箭原顕

ゲスト：黒田佳広、市川芳弘、伊藤未央

入場者数：６９人

（３）ジャズハーモニーの繊細さ、楽しさ

期 日：１２月１８日（火） 開場１５：３０、開始１６：３０

講 師：箭原顕

ゲスト：Honey Vee、板谷大

入場者数：５６人

（４）北海道ジャズ座談会

期 日：１２月１９日（水） 開場１６：３０、開始１７：００

出 演：山本弘市、小山彰太、勝田珠美

入場者数：６４人

（３）ジャズシンポジウム
地域のジャズフェスティバルの企画者や地域政策の

専門家を招聘し、音楽フェスが地域に与える役割や影響

についてのトークセッションを実施した。

期 日：平成３０年１２月２０日（木）、２１日（金）

１７：００～１８：３０

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSスタジオ

料 金：各日５００円

入場者数：６９人

（１）観光資源としてのジャズフェス

期 日：１２月２０日（木）

出 演：桧森隆一、吉本光宏

入場者数：３５人

（２）文化の市場価値の考察

期 日：１２月２１日（金）

出 演：石井吉春、高野伸栄、小澤丈夫、吉本光宏

入場者数：３４人

（４）シティジャズ オフィシャルブース
サッポロ・シティ・ジャズ２０１８冬の開催期間を通して

シティジャズのオフィシャルグッズの販売や広告物の

配布、シティジャズに関するイベント案内を行った。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）～２２日（土）

１１：００～２０：００

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSモールＣ

入場者数：６９３人

（５）ジャズライブラリー
アーティスト、歴史、地元ゆかりのレーベルなど、さ

音楽・舞台芸術事業
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まざまな側面からジャズの魅力を伝える書籍や、往年の

名盤から洗練されたジャケットのレコードを集め、展示

するジャズライブラリーを実施した。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）～２２日（土）

９：００～２１：００（土日１０：００～１８：００）

会 場：札幌市民交流プラザ 札幌市図書・情報館

１階展示エリア

料 金：無料

入場者数：８４３人

（６）ランチタイムコンサート
ビジネスマンや主婦などがランチタイムに気軽にジャ

ズを楽しむことができる無料のコンサートを開催した。

期 日：平成３０年１２月１７日（月）～２１日（金）

１２：３０～１３：００

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSコート

料 金：無料

入場者数：７６５人

（１）１２月１７日（月）

出 演：飛澤良一Duo

入場者数：１８１人

（２）１２月１８日（火）

出 演：Notes of North

入場者数：１７９人

（３）１２月１９日（水）

出 演：Hiro Abe Trad Jazz 4

入場者数：１３７人

（４）１２月２０日（木）

出 演：戎屋聖一郎

入場者数：１３４人

（５）１２月２１日（金）

出 演：優香Quintet

入場者数：１３４人

（７）デイタイム親子ジャズ
乳幼児連れの親子が一緒に楽しめるコンサートとし

て、歌遊びや絵本の読み聞かせを交えたジャズライブを

実施した。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）

①１１：００～１２：００ ②１３：３０～１４：３０

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSコート

出 演：絵本作家そら & THE NORTHERNLIGHTS

ORCHESTRA

料 金：大人１，７００円、小・中学生５００円、親子セット券

２，０００円、未就学児無料（当日各３００円増）

入場者数：２８３人（①１６０人 ②１２３人）

（８）ユニバーサルジャズライブ
ジャズへの入り口としてどなたでも楽しむことがで

きるジャズライブとして、司会による解説付きのジャズ

ライブを開催した。また、身体が不自由な方も気軽に鑑

賞できるよう、会場をバリアフリー化し、車椅子のお客

様向けに通路幅を広く取るなどの工夫を行った。

期 日：平成３０年１２月２２日（土）１５：００～１６：１５

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSコート

出 演：Honey Vee（箭原顕、MIZUHO、松田宮佳）、板

谷大、重松忠男、川合草平、タック・ハーシー

料 金：２，０００円（当日５００円増）

入場者数：９７人

（９）ジャズ×コスモシアター（プラネタリウ
ム体験）

子どもと一緒にプラネタリウム体験ができる移動式

のミニドームを設置。ジャズのBGMにあわせ星や宇宙

の映像を楽しむことができるシアターイベントとして

青少年科学館の協力を得て開催した。

期 日：平成３０年１２月１７日（月）、１８日（火）

①１６：３０～１６：５０ ②１７：１０～１７：３０ ③１７：５０～

１８：１０ ④１８：３０～１８：５０

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSコート

料 金：大人３００円、高校生以下無料

入場者数：１３５人（１７日６４人、１８日７１人）

（１０）公開ジャズクリニック
プロのジャズミュージシャンを講師として、サックス、

パーカッション、ボーカルなどそれぞれの楽器をテーマ

にした公開クリニックを開催した。

期 日：平成３０年１２月１９日（水）、２０日（木）、２１日（金）

１７：３０～１９：００

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSコート

講 師：①１２月１９日（水） 箭原顕

②１２月２０日（木） 蛇池雅人

③１２月２１日（金） 瀧村正樹

料 金：２，０００円（観覧無料）

参加者数：１６人（①５人 ②５人 ③６人）

入場者数：９０人（①２９人 ②３３人 ③２８人）
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【企業・団体とのタイアップによる事業の普及】
ホテルでの上質なくつろぎの空間としての演出や、商

業施設でのにぎわいの創出を目的としてタイアップイ

ベントによりジャズの普及を図った。

（１）SAPPORO CITY JAZZ WEEK 2018
サッポロファクトリーを会場に、サッポロ・シティ・

ジャズとファクトリーがセレクトしたミュージシャン

によるライブを開催した。

会 場：サッポロファクトリーアトリウム 地下１階特

設ステージ

主 催：サッポロ不動産開発株式会社、サッポロ・シ

ティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

①４月開催

期 日：平成３０年４月１６日（月）～２０日（金）

１９：００～１９：３０

入場者数：１，６３０人

（１）４月１６日（月）

出 演：松本彩

入場者数：２０９人

（２）４月１７日（火）

出 演：高橋麻衣子

入場者数：３２２人

（３）４月１８日（水）

出 演：山木将平

入場者数：２９６人

（４）４月１９日（木）

出 演：高橋智美・陳穎達デュオ

入場者数：３９０人

（５）４月２０日（金）

出 演：小林美由紀トリオ

入場者数：４１３人

②７月開催

期 日：平成３０年７月２３日（月）～２７日（金）

１９：００～１９：３０

入場者数：３，６６９人

（１）７月２３日（月）

出 演：吉澤吉澤

入場者数：６７１人

（２）７月２４日（火）

出 演：柳真也トリオ

入場者数：７７７人

（３）７月２５日（水）

出 演：高橋智美with福由樹子

入場者数：６６３人

（４）７月２６日（木）

出 演：Notes of North

入場者数：８０５人

（５）７月２７日（金）

出 演：砂月×木村ゆう DUO

入場者数：７５３人

（２）清田区スプリングコンサート
「PMF×SCJ」

PMFと連携し、両イベントのプロモーションを目的と

する無料コンサートを実施した。

期 日：平成３０年５月１９日（土）

①１２：００～１３：１５ ②１５：００～１６：１５

会 場：イオンモール札幌平岡１階センターコート

主 催：清田区、サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、

公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェ

スティバル組織委員会、イオン北海道株式会社

出 演：八條美奈子、谷敷さなえ、吉澤吉澤

料 金：無料

入場者数：４００人

（３）サッポロ・サウンド・スクエア
サッポロ・シティ・ジャズのプロモーションを目的と

して、チ・カ・ホを会場に無料のジャズライブを実施。

会 場：札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、札幌駅前

通まちづくり株式会社

料 金：無料

入場者数：２，３５４人

（１）grip grip brass band

期 日：平成３０年５月２２日（火）１８：００～１８：３０

入場者数：３３２人

（２）Mahogany’s Organ All−Stars

期 日：平成３０年７月１９日（木）１８：００～１８：３０

入場者数：６０４人

（３）J−Newbie’s＋小野健悟・中嶋和哉

期 日：平成３０年１０月５日（金）１７：３０～１８：００

入場者数：３５２人

（４）瀧村正樹ラテンキューバンジャズ

期 日：平成３０年１１月１３日（火）１８：００～１８：３０

入場者数：３１２人

（５）三上紘子×飛澤良一DUO

音楽・舞台芸術事業
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期 日：平成３０年１２月１８日（火）１８：３０～１９：００

入場者数：３２６人

（６）札幌ジュニアジャズスクールClub SJF、北海道二

期会

期 日：平成３１年１月１０日（木）１８：００～１８：３０

入場者数：４２８人

（４）BIG JAZZ Ⅳ
ジャズ事業の普及・振興に寄与することを目的として、

江別市えぽあホール主催事業のジャズコンサートの出

演者手配・広報協力を行った。

期 日：平成３０年５月２６日（土）１７：００～２０：００

会 場：えぽあホール

主 催：株式会社江別振興公社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：Solid Sounds Jazz Orchestra、高橋里沙カルテット

料 金：５００円

入場者数：２８３人

（５）SAPPORO CITY JAZZ 2018
スマイルLIVE in HOTEL POTMUM

サッポロ・シティ・ジャズのプロモーションを目的と

し、HOTEL POTMUMのカフェを運営するアトリエ・モ

リヒコとタイアップライブを行った。

期 日：平成３０年６月２日（土）１４：００～１５：１０

会 場：HOTEL POTMUM

主 催：株式会社藤井ビル

共 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：札幌ジュニアジャズスクール、高橋里沙Trio

料 金：無料

入場者数：９６人

（６）サッポロ・シティ・ジャズ２０１８Kick off LIVE
さっぽろ地下街オーロラプラザを会場に、サッポロ・

シティ・ジャズ２０１８の開幕をPRするジャズライブを開催

した。

期 日：平成３０年７月７日（土）

①１４：００～１４：３０ ②１５：３０～１６：００

会 場：さっぽろ地下街オーロラプラザ

主 催：株式会社札幌都市開発公社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：札幌ジュニアジャズスクール中学生クラス

料 金：無料

入場者数：２３１人（①１０６人 ②１２５人）

（７）ESTA×SCJ CITY JAZZ LIVE
エスタ２Ｆ屋外テラス特設ステージで行われる「エ

スタビアガーデン」において、サッポロ・シティ・ジャズ

セレクトのミュージシャンによる無料ライブを実施し

た。

期 日：平成３０年７月１７日（火）～７月２１日（土）

①１８：００～１８：３０ ②１９：００～１９：３０

※２１日のみ１４：００～２０：００

会 場：エスタ２Ｆ屋外テラス特設ステージ

主 催：札幌駅総合開発株式会社、サッポロ・シティ・

ジャズ実行委員会

料 金：無料

入場者数：１２，１４１人

（１）７月１７日（火）

出 演：優香クインテット

入場者数：４３１人

（２）７月１８日（水）

出 演：吉澤吉澤

入場者数：５３９人

（３）７月１９日（木）

出 演：The Shohei Yamaki “Nature Rock” Band

入場者数：１，０４４人

（４）７月２０日（金）

出 演：村川佳宏ラテングループ

入場者数：２，６９１人

（５）７月２１日（土）

出 演：①野瀬栄進 ②beat sunset

③The Sapporo Funk Organization

入場者数：①１，５１５人 ②２，７８０人 ③３，１４１人

（８）コンテスト決勝前夜入魂ライブ
市内のジャズバーとタイアップし、パークジャズライ

ブコンテスト決勝の前夜にコンテストファイナリスト

が出演するジャズライブを実施した。

期 日：平成３０年７月１４日（土）～７月１５日（日）

１９：３０～

会 場：①JAMUSICA ②D−Bop

主 催：JAMUSICA、D−Bop、サッポロ・シティ・ジャズ

実行委員会

料 金：２，０００円

入場者数：９２人

（１）７月１４日（土）

出 演：①sqidoo、Facination box ②吉澤吉澤、

sqidoo

入場者数：①２０人 ②２８人
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（２）７月１５日（日）

出 演：①Mongoloid Union、Ryo Miyachi Quintet

②WAKA4TET、角渉トリオ

入場者数：①２２人 ②２２人

（９）PMFアカプラ・コンサート～PMF×SCJ
コラボレーションステージ Vol．２～

バーンスタイン生誕１００年を記念し、サッポロ・シティ・

ジャズとＰＭＦのコラボレーションステージを実施し

た。

期 日：平成３０年７月１８日（水）１８：００～２０：１５

会 場：札幌市北３条広場（アカプラ）

主 催：公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェ

スティバル組織委員会

出 演：PMFオーケストラ・メンバー、小野健悟トリオ

料 金：無料

入場者数：４８９人

（１０）クロスシティジャズライブ
ビジネスマン等をターゲットとして退社時間に合わ

せ、道外のトップミュージシャンによる無料ライブを実

施した。

期 日：平成３０年７月１７日（火）～７月２０日（金）

１９：００～１９：４０

会 場：クロスホテル札幌

主 催：クロスホテル札幌、サッポロ・シティ・ジャズ実

行委員会

料 金：無料

入場者数：２，２４１人

（１）７月１７日（火）

出 演：Calmera

入場者数：５７９人

（２）７月１８日（水）

出 演：Kan Sano

入場者数：５７４人

（３）７月１９日（木）

出 演：ものんくる

入場者数：５６４人

（４）７月２０日（金）

出 演：Micheal Kaneko

入場者数：５２４人

（１１）UNWIND ROOFTOP BEER TERRACE
UNWIND HOTEL&BARとタイアップし、アコース

ティックライブを中心としたイベントを開催した。

期 日：平成３０年７月７日（土）、１５日（日）、２０日（金）、

２７日（金）、２９日（日）、８月３日（金）、５日

（日）、１１日（土・祝）、１８日（土）、２４日（金）、

２５日（土）

１８：００～

会 場：UNWIND HOTEL & BAR

主 催：UNWIND HOTEL & BAR

共 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

協 力：テイクエーエンターテイメント株式会社

料 金：無料

入場者数：６４７人

（１）７月７日（土）

出 演：aebafutari（青葉紘季 ＆ 江畑兵衛）

入場者数：７１人

（２）７月１５日（日）

出 演：MOJO HOUSE

入場者数：５５人

（３）７月２０日（金）

出 演：アキオカマサコ

入場者数：４４人

（４）７月２７日（金）

出 演：仲井友菜 ＆ 斎藤森五

入場者数：６９人

（５）７月２９日（日）

出 演：ザ・エチケッツ（武内正陽 ＆ 佐々木新）

入場者数：４８人

（６）８月３日（金）

出 演：中田雅史

入場者数：４０ 人

（７）８月５日（日）

出 演：Jerry “KOJI” Chestnuts、BENBE

入場者数：１００人

（８）８月１１日（土・祝）

出 演：KENJAH

入場者数：４０人

（９）８月１８日（土）

出 演：SHOW441（from岩手）

入場者数：８０人

（１０）８月２４日（金）

出 演：蝦名摩守俊

入場者数：５０人

（１１）８月２５日（土）

出 演：蝦名摩守俊

入場者数：５０人
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（１２）美しが丘TSUTAYACITY JAZZ FES 2018
美しが丘TSUTAYAを会場に、札幌在住のミュージシャ

ンによるライブコンサートやサッポロ・シティ・ジャズ

オフィシャルグッズの販売、札幌ジュニアジャズスクー

ルによる楽器体験等、様々なプログラムによる音楽フェ

スティバルを開催した。

期 日：平成３０年８月１８日（土）、１９日（日）

１２：００～２０：００

（前夜祭 ８月１７日（金）１９：００～２０：００）

会 場：美しが丘TSUTAYA

主 催：株式会社日光堂升井商店、サッポロ・シティ・

ジャズ実行委員会、清田区

料 金：無料

入場者数：４，５００人

（１）８月１７日（金）

出 演：小杉龍画TAP with JAZZ

入場者数：３００人

（２）８月１８日（土）

出 演：ズーカラデル、北如来那＆本山禎朗、小

野健悟“PROTOCOLS”、札幌ジュニア

ジャズスクール楽器体験

入場者数：２，０００人

（３）８月１９日（日）

出 演：吉澤吉澤、橋本眞秀＆古舘賢治、粟谷巧

トリオ、beat sunset

入場者数：２，２００人

（１３）ONE DRINK JAZZ SALON in No Maps
2018

No Mapsとのタイアップにより、ジャズの歴史や楽し

み方を生演奏や語りで学ぶトークイベントを開催した。

期 日：平成３０年１０月１３日（土）１６：３０～１９：００

会 場：SUNTORY BAR AVANTI 5

主 催：No Maps実行委員会、サッポロ・シティ・ジャズ

実行委員会

出 演：MIZUHO、中澤一起、重松忠男

料 金：入場無料（入店チャージ、かつ１ドリンクオー

ダー）

入場者数：講座：２６人、ジャズライブ３１人

（１４）CROSS NOTES BAR
－Autumn Friday－

クロスホテル札幌を会場に、札幌で活躍するアーティ

ストのスペシャルライブを金曜夜に行うシリーズとし

て開催した。

期 日：平成３０年１０月５日（金）、１２日（金）、１９日（金）、

２６日（金）、１１月２日（金）、１１月９日（金）、１１

月１６日（金）、１１月２３日（金・祝）、１１月３０日

（金）

①２０：００～ ②２１：００～

会 場：クロスホテル札幌

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、クロスホ

テル札幌

料 金：ミュージックチャージ５００円

入場者数：２１６人

（１）１０月５日（金）

出 演：寺地美穂＆斉藤桃子“fairytale”

入場者数：３３人

（２）１０月１２日（金）

出 演：高橋智美Duo

入場者数：２４人

（３）１０月１９日（金）

出 演：Mihoko

入場者数：１２人

（４）１０月２６日（金）

出 演：デビッド・マシューズ＆柳真也

入場者数：３０人

（５）１１月２日（金）

出 演：瀬戸奏・吉澤早紀Duo

入場者数：３２人

（６）１１月９日（金）

出 演：NILO

入場者数：２６人

（７）１１月１６日（金）

出 演：Mushica harmonica

入場者数：１１人

（８）１１月２３日（金・祝）

出 演：山木将平

入場者数：２７人

（９）１１月３０日（金）

出 演：小野健悟：PROTOCOLS 3

入場者数：２１人

（１５）ONE DRINK JAZZ SALON
～ジャズシーンの華 ジャズボーカリスト～

ジャズの歴史や楽しみ方を生演奏や語りで学ぶトー

クイベントを開催した。

期 日：平成３０年１１月２日（金）１９：００～２１：００

会 場：MORIHICO. STAY&COFFEE

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、株式会社

芸術の森事業部

主催事業
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アトリエ・モリヒコ

講 師：箭原顕（house of jazz代表）

出 演：MIZUHO、重松忠男、安斉亨、ベン・ジャンソン

料 金：入店チャージ、かつ１ドリンクオーダー

入場者数：８７人

（１６）サッポロ・シティ・ジャズ コーチャン
フォーライブ

札幌ジャズアンビシャスメンバーを起用し、市内書店

内レストランでのライブを開催した。

期 日：平成３０年１１月１７日（土） 開場１８：００、開演２０：００

会 場：コーチャンフォー新川通り店内レストラン「イ

ンターリュード」

主 催：コーチャンフォーグループ株式会社リラィア

ブル

出 演：デビッド・マシューズ、折原寿一、柳真也、舘山

健二 ゲスト：相田翔子

料 金：９，８００円

入場者数：６４人

（１７）ソニーストア札幌 × SAPPORO CITY
JAZZ 山木将平スペシャルライブ

ソニーストア札幌とSAPPORO CITY JAZZとがコラボ

し、ソニーストア札幌店内にて山木将平スペシャルライ

ブを開催した。

期 日：平成３０年１１月２５日（日）

①１４：００～１４：３０ ②１５：３０～１６：００

会 場：ソニーストア札幌

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、ソニース

トア札幌

出 演：山木将平

料 金：無料

入場者数：６９人（①４２人 ②２７人）

（１８）サッポロ・シティ・ジャズ冬 Kick off LIVE
さっぽろ地下街オーロラスクエアを会場に、サッポロ・

シティ・ジャズ２０１８冬の開幕をPRするためのジャズライ

ブを開催した。

期 日：平成３０年１２月８日（土）

①１４：００～１４：３０ ②１５：００～１５：３０

会 場：さっぽろ地下街オーロラスクエア

主 催：株式会社札幌都市開発公社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：札幌ジュニアジャズスクール中学生クラス

料 金：無料

入場者数：８６７人

（１９）サッポロ・シティ・ジャズ協賛ブース
市民交流プラザのSCARTSモールを会場に、サッポロ・

シティ・ジャズ協賛企業のPRを行った。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）～１２月１８日（火）、１２

月２１日（金）

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSモールＡ・Ｂ

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出展企業：富士ゼロックス北海道株式会社（１２／１６）

株式会社かんぽ生命保険（１２／１６～１２／１８）

株式会社ゆうちょ銀行（１２／２１）

入場者数：１８８人

（２０）Rusutsu 100days Music Live －Season7－
北海道を代表するウィンターリゾート「ルスツリゾー

ト」の協力の下、JAZZ・Fusion・J−POPなど、サッポロ・

シティ・ジャズがセレクトしたミュージシャン達が、ル

スツリゾートを訪れるスキー客、観光客向けに１２月２１日

～３月３０日までの１００日間毎日生演奏を披露する無料ラ

イブを行った。

期 日：平成３０年１２月２１日（金）～平成３１年３月３０日（土）

①１９：３０～２０：１０ ②２１：００～２１：４０

会 場：ルスツリゾート内 スポーツバー「クリケット」

主 催：加森観光株式会社

共 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

出 演：

１２月２１日（金）～２４日（月・祝） VOICE OF BRIGHT

１２月２５日（火）～２９日（土） 海老原淳子

１２月３０日（日）～１月１日（火・祝） ぽんぽち

１月２日（水）～４日（金） Radinote

１月５日（土）～８日（火） 高橋智美

１月９日（水）～１２日（土） Notes of North

１月１３日（日）～１６日（水） 瀧本志保トリオ

１月１７日（木）～１９日（土） Hiro ABE Trad Jazz４

１月２０日（日）～２１日（月）

The Shohei Yamaki “Nature Rock” Band

１月２２日（火）～２５日（金） 畑秀司×蛇池雅人

１月２６日（土）～２８日（月） Natsuki

１月２９日（火）～３１日（木） 忍弥

２月１日（金）～３日（日） 笹島明夫カルテット

２月４日（月）～６日（水） デビッド・マシューズ

２月７日（木）～９日（土） Feliz de la Vida

２月１０日（日）～１２日（火） 松原慎之介デュオ

音楽・舞台芸術事業

�札幌の文化芸術発信事業
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２月１３日（水）～１５日（金） 忍弥

２月１６日（土）～１８日（月） 山木将平

２月１９日（火）～２１日（木） Tres Dias Parto

２月２２日（金）～２４日（日） 瀬戸奏 with the Players

２月２５日（月）～２７日（水） Summer Peach House

２月２８日（木）～３月４日（月） 海老原淳子

３月５日（火）～７日（木） 山木将平

３月８日（金）～９日（土） 優香Quartet

３月１０日（日）～１２日（火） 柳真也カルテット

３月１３日（水）～１５日（金） LUNA trio

３月１６日（土）～１７日（日） 優香Quintet

３月１８日（月）～２０日（水） Latte

３月２１日（木・祝）～２３日（土） 中嶋和哉Duo

３月２４日（日）～２６日（火） Bill Rings

３月２７日（水）～２８日（木） 横尾美穂

３月２９日（金）～３０日（土）

瀧村正樹アフロキューバンジャズ

入場者数：１０，０００人（期間中合計）

（２１）SAPPORO CITY JAZZ in MARUYAMA ZOO
札幌円山動物園とタイアップ事業として、アジアゾウ

来園およびホッキョクグマ館１周年を記念し、絵本の読

み聞かせを交えたジャズライブを実施した。

主 催：札幌市円山動物園、サッポロ・シティ・ジャズ実

行委員会

期 日：平成３１年３月２１日（木・祝）

①１１：００～１１：３０ ②１３：３０～１４：００

会 場：札幌市円山動物園 動物園センター情報ホール

出 演：絵本作家 そら ＆ THE NORTHERNLIGHTS

ゲスト：佐々木和徳、小野貴博

料 金：無料

入場者数：２７２人（①１３２人 ②１４０人）

【海外プロモーション】
サッポロ・シティ・ジャズのPR及び若手ミュージシャ

ンの活動振興を目的として、サッポロ・シティ・ジャズ

２０１７パークジャズライブコンテストのチャンピオンバ

ンドであるJ−Newbie’sを東南アジア最大級の国際ジャズ

フェスティバルである、インドネシア首都ジャカルタに

て開催されたJAVA JAZZ FESTIVALへ派遣した。会場で

は、サッポロ・シティ・ジャズのパンフレットの配布、ア

ンケートを実施し、プロモーション活動を行った。

期 日：平成３１年３月１日（金）～３日（日）

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：J−Newbie’s

（１）Jakarta International Expo BRAVA HALL

期 日：平成３１年３月１日（金） 開演１７：００

入場者数：３１４人

（２）Jakarta International Expo カフェテリア

期 日：平成３１年３月２日（土） 開演１９：１５

入場者数：７２人

（３）ホテル ボルブドゥール ジャカルタ JAVAJAZZ

ジャムセッション

期 日：平成３１年３月２日（土） 開演２１：００

入場者数：１４０人

（４）Jakarta International Expo カフェテリア

期 日：平成３１年３月３日（日） 開演２２：００

入場者数：１２７人

芸術の森事業部

主催事業
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②ノースジャムセッション
札幌芸術の森野外ステージを会場に、国内外のトップ

ミュージシャンと地元を拠点に活動するミュージシャ

ンの２部構成で野外ジャズフェスティバルを開催した。

また、前日にはスウェーデンのストックホルムより来

札したフレドリック・ノーレン率いるメンバーによるワー

クショップを札幌ジュニアジャズスクールを対象に行っ

た。

期 日：平成３０年７月２２日（日） 開場１２：００、開演１３：００

会 場：野外ステージ

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会、STV札幌テレビ

放送

助 成：芸術文化振興基金助成事業、公益財団法人かけ

はし芸術文化振興財団、スカンジナビア・ニッ

ポン・ササカワ財団、公益財団法人北海道文化

財団、公益社団法人北海道国際交流・協力セン

ター（HIEEC）

出 演：綾戸智恵、熱帯JAZZ楽団 ゲスト：エリック・

フクサキ、上田正樹、ストックホルム・サッポ

ロ・ジャズ・クインテット、ジミー東原オールス

ターズ、マーサー・ハッシー楽団、札幌ジュニ

アジャズスクール

料 金：椅子指定席４，５００円、芝生自由席３，５００円、車い

す席５００円（当日券は５００円増）

入場者数：３，０６９人

�次世代の文化芸術の担い手の育成・支援事業

①第１９期札幌ジュニアジャズスクール
小中学生を対象とする通年型ジャズスクールの１９年

目。オーディションで選考された小学生２６名（SJF Junior

Jazz Orchestra）、中学生２１名（Club SJF）が第１９期メン

バーとして参加。毎週土・日を中心とした定期練習のほ

か、市内外で社会福祉活動の一環としての演奏会開催や

イベントでの演奏などの活動を行った。

期 日：通年

会 場：アートホールほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教

育委員会

特別協賛：株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社

協 賛：北海道エネルギー株式会社、大地みらい信用金

庫、株式会社エルム楽器、有限会社福岡燃料、

名鉄観光サービス株式会社札幌支店、共創技建

株式会社

特別支援：株式会社ほくていホールディングス、札幌日信

電子株式会社

助 成：公益財団法人音楽文化創造、公益財団法人北海

道青少年育成協会

参 加：小学生クラス２６人（SJF Junior Jazz Orchestra）、

中学生クラス２１名（Club SJF）

常任講師：杉本武志（元札幌市立澄川中学校教諭）、中嶋

和哉（トランペット奏者）

受講料：一ヶ月２，５００円

定期練習：４月７日（土）～２月１０日（日）６６日間

演奏会等 （会場／参加クラス／来場者数）：

・４月７日（土） 開講式（アートホール／小・中学生）

・４月２１日（土） エルム楽器リペアクリニック

（アートホール／小・中学生）

・５月４日（金・祝）～５月６日（日） 砂川合宿

（砂川市／中学生）

音楽・舞台芸術事業
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・５月１７日（木） 第４１回日本合板商業組合通常総会懇

親会

（京王プラザホテル札幌／中学生／２２５人）

・５月１８日（金） 北海道エネルギー株式会社 設立１０

周年記念祝賀会

（定山渓万世閣ホテルミリオーネ／中学生／１００人）

・５月２０日（日） Natsukiヴォーカルワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・５月２７日（日） 札幌太田病院 日曜心の健康会

（医療法人耕仁会 札幌太田病院／中学生／９５人）

・６月２日（土） SAPPORO CITY JAZZ 2018 スマイ

ル LIVE in HOTEL POTMUM

（HOTEL POTMUM／中学生／９６人）

・６月１４日（木） 北海道神宮例祭

（北海道神宮／中学生／１６１人）

・６月１６日（土） ドコモの森 植樹活動

（ドコモカムイシリの森／小学生）

・６月１９日（火） 札幌中島ライオンズクラブ「レ

ディースナイト」

（プレミアホテル中島公園札幌／中学生／３６人）

・６月２２日（金）～６月２４日（日） ルスツ合宿

（ルスツリゾート／小学生）

・６月２３日（土） Junior Jazz Orchestraコンサート in ル

スツ

（ルスツリゾート／小学生／５３人）

・６月２４日（日） 札幌ジュニアジャズスクール＆Mt．

ようてい・ジュニア・ジャズスクール

合同練習発表会

（ルスツリゾート／小学生／４８人）

・６月３０日（土） 第２０回ドコモふれあいコンサート

（老人保健施設げんきのでる里／中学生／１４１人）

・７月７日（土） サッポロ・シティ・ジャズ２０１８ Kick

−off LIVE

（さっぽろ地下街オーロラプラザ／中学生／２３１人）

・７月１４日（土） サッポロ・シティ・ジャズ２０１８「ザ・

パレード」

（札幌駅前通他／小・中学生／１１，６１７人）

・７月１４日（土） サ ッ ポ ロ・シ テ ィ・ジ ャ ズ２０１８

「PARK JAZZ LIVE」

（STVホール／小・中学生／３１６人）

・７月２１日（土） スウェーデンジャズオーケストラ

ワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・７月２２日（日） North JAM Session

（野外ステージ／小・中学生／３，０６９人）

・７月２８日（土） 厚別区民まつり

（ふれあい広場あつべつ／小学生／１，５００人）

・７月２９日（日） 芸森バースデー企画「ジャズスクー

ル体験」

（芸術の森センター／小・中学生／１１６人）

・８月３日（金） 第２４回ラブ・リバー砂川夏まつり

（砂川オアシスパーク／中学生／５４２人）

・８月１２日（日） 小樽芸術村夏祭り サマーステージ

（小樽芸術村／中学生／１９１人）

・８月１８日（土） ジャズスクール体験 in 美しが丘

TSUTAYA CITY JAZZ FES

（美しが丘TSUTAYA／中学生／２０人）

・８月２５日（土） デビッド・マシューズによる演奏指導

（アートホール／小・中学生）

・８月２６日（日） ブラスライブ！ In エルムサマー

フェスティバル

（エルムホール／小・中学生／８５人）

・８月２８日（火） Lowland Jazzワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・８月３１日（金） 第３０回世界牛病学会２０１８札幌 ガラ

ディナー

（札幌パークホテル／中学生／４４６人）

・９月１日（土） 社会福祉法人藻岩この実会 みんな

の丘まつり

（第２この実寮前駐車場／小学生／３１８人）

・９月１５日（土） うまいもん祭り２０１８ in Halloween

（ルスツリゾート 特設ステージ／小学生／２，６０５人）

・９月１６日（日） うまいもん祭り２０１８ in Halloween

（ルスツリゾート 特設ステージ／中学生／４，１４８人）

・９月２２日（土）～２３（日） 広尾地域交流事業

（広尾町／小・中学生）

・９月２３（日） SANTALAND×ともだちコンサート

（広尾中学校体育館／小・中学生／２３０人）

・１０月３日（水） インプロバースン国際交流 歓迎会

（テラスレストランKitara／小・中学生）

・１０月４日（木） HIECC設立４０周年記念講演会 交流会

（札幌プリンスホテル国際館パミール／中学生／７３人）

・１０月６日（土） インプロバースン国際交流 ワーク

ショップ

（アートホール／小・中学生）

・１０月６日（土） 第１９期札幌ジュニアジャズスクール

定期演奏会

（アートホール／小・中学生／２１３人）

・１０月１９日（金）～２１日（日） 浜松地域交流事業

（静岡県浜松市／中学生）
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・１０月２０日（土） ハママツ・ジャズ・ウィーク「スチューデ

ントジャズフェスティバル」

（アクトシティ浜松／中学生／７５０人）

・１０月２１日（日）２０１８～２０１９年度国際ロータリー第

２５１０地区 地区大会 本会議

（札幌文化芸術劇場hitaru／小学生／５００人）

・１０月２８日（日） 札幌太田病院 日曜心の健康会

（医療法人耕仁会 札幌太田病院／小学生／８５人）

・１０月２８日（日） イーゴリ・ブットマン公開レッスン

（モエレ沼公園／中学生）

・１１月３日（土・祝） あったかサンキュー・デー ジャ

ズスクールミニライブ・楽器体験

（アートホール／小・中学生／３４９人）

・１１月４日（日） 第２３回芸術の森地区音楽祭

（アートホール／小学生／１，０５０人）

・１１月１１日（日） 大地みらい信用金庫 スマイル♪コ

ンサート

（特別養護老人ホームとよひらの里／中学生／８０人）

・１１月１８日（日） 第２１回ドコモふれあいコンサート

（NTTドコモ北海道ビル／小・中学生／１７０人）

・１１月２３日（金・祝） 第６０回北海道文化集会

（札幌市資料館／中学生／７１人）

・１１月２３日（金・祝）～２４（土） 「北海道ジャズの種

プロジェクト」合同合宿 in 倶知安

（倶知安町／小・中学生）

・１１月２３日（金・祝） Mt.Youtei JAZZ Concert

（倶知安町文化福祉センター／小・中学生／３８２人）

・１１月２９日（木） 札幌ジャズアンビシャス第２回定期

演奏会

（札幌市教育文化会館／中学生／２１５人）

・１２月４日（火） 札幌流通センター運送事業協同組合

忘年会

（京王プラザホテル札幌／中学生／６１人）

・１２月５日（水） 北洋銀行札幌駅南口はまなすクラブ

冬季懇親会

（京王プラザホテル札幌／中学生／９２人）

・１２月８日（土） サッポロ・シティ・ジャズ２０１８冬

Kick−off LIVE

（さっぽろ地下街オーロラスクエア／中学生／８６７人）

・１月４日（金） 在札３７ライオンズクラブ合同新年交

礼会

（札幌パークホテル／中学生／６３５人）

・１月１０日（木） サッポロ・サウンド・スクエアvol．６

（札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場／中学生／４２８人）

・１月１３日（日） FOREST of NEW ARTS 合同リハー

サル

（アートホール／小・中学生）

・１月１４日（月・祝） 北海道エネルギーぬくもりコン

サート

（介護老人保健施設 グラーネ北の沢／小学生／１１９人）

・１月１７日（木）、２２日（火）、２５日（金） 韓国Amway

インセンティブガラディナー

（札幌コンベンションセンター／中学生／２，１３０人）

・１月２６日（土）『虹と雪のバラード』歌唱指導

（アートホール／小・中学生）

・２月３日（日） FOREST of NEW ARTS

（札幌文化芸術劇場hitaru／小・中学生／２，１１９人）

・２月５日（火） 在日米陸軍軍楽隊ライジングサンブ

ラス ワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・２月１６日（土） ライラックチャリティMUSIC LAMP

vol．１０

（札幌市教育文化会館／小・中学生／５６３人）

・２月１７日（日） 第１９期札幌ジュニアジャズスクール

ファイナルライブ

（札幌市教育文化会館／小・中学生／６４１人）

・３月９日（土） 修了式（アートホール／小・中学生）

・３月１６日（土）、１７日（日） 第２０期生オーディション

（アートホール／小・中学生）

【ジャズの種プロジェクト】

「ジュニアジャズで街を元気に！」を合言葉に、札幌

ジュニアジャズスクールの活動をモデルに、道内の市町

村にジャズスクールを創設し、活動を支援するプロジェ

クト。砂川、幕別、羊蹄、広尾各スクールと一年を通じ

て合同の合宿や演奏会など交流活動を行った。

（１）砂川キッズジャズスクール（砂川市）

期 日：通年

会 場：砂川市地域交流センターゆう

主 催：砂川市地域交流センターゆう（NPO法人ゆう）

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：菅原昇司

参 加：砂川市内及び近郊の小・中学生２５人

定期練習：４月２１日（土）～３月２３日（土）２５日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・５月２０日（日） 砂川市市制６０周年記念 第４４回すな

がわ緑と花の祭典

（北光公園野外ステージ／８，０００人）

・７月１４日（土） 第９回すながわジャリボリー

音楽・舞台芸術事業
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（株式会社ローレル／３，０００人）

・８月３日（金） 第２４回ラブ・リバー砂川夏祭り

（砂川オアシスパーク／２０，０００人）

・８月５日（日） アクロスプラザ サマーフェス

（アクロスプラザたきかわ／１００人）

・８月２５日（土） 第２８回砂川お祭り広場

（砂川市地域交流センターゆう／１００人）

・９月１７日（月・祝） 第４回なかそらち大収穫祭

（砂川ハイウェイオアシス／２００人）

・９月２２日（土） SANTALAND×ともだちコンサート

（広尾中学校体育館／２３０人）

・９月２９日（土） 第８回砂川市立病院 病院祭

（砂川市立病院／２００人）

・１０月１３日（土） 第５１回砂川市民文化祭

（砂川市地域交流センターゆう／１，２４０人）

・１月２０日（日） 札幌ジャズアンビシャスLIVE

（砂川市地域交流センターゆう／３５５人）

・２月２４日（日） Percussion Performance Players

LIVE 2019 in Sunagawa

（砂川市地域交流センターゆう／３８５人）

（２）まくべつジュニア・ジャズスクール（幕別町）

期 日：通年

会 場：幕別町百年記念ホール

主 催：NPOまくべつ町民芸術劇場

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：佐々木源市

参 加：幕別町内及び近郊の小・中学生２０人

定期練習：４月１４日（土）～３月２３日（土）２５日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・５月６日（日）「こどもの日企画！百年記念ゆめホー

ル」ジュニアジャズコンサート

（幕別町百年記念ホール／７０人）

・７月１日（日） オビヒロホコテン２０１８「まちなか

JAZZな１日」

（帯広駅前広小路２区／１００人）

・７月１６日（月・祝） まくべつ夏フェスタ２０１８

（幕別運動公園／３００人）

・７月２１日（土）２０１８帯ガスまつり

（帯広ガス株式会社本社／４００人）

・８月５日（日） まくまくサマー２０１８

（幕別町百年記念ホール／６００人）

・８月１５日（水） おびひろ未来JAZZ～ジャズDay～

（帯広駅北多目的広場／８０人）

・９月２日（日） 第３４回まくべつふれあい広場

（幕別町保健福祉センター／３００人）

・９月２２日（土） SANTALAND×ともだちコンサート

（広尾中学校体育館／２３０人）

・１０月１３日（土） ばんえい十勝 道新花火大会

（帯広競馬場／１５０人）

・１０月２８日（日） 第４回まくべつチャリティコンサート

（札内コミュニティプラザ／８０人）

・１１月１１日（日） マックスバリュイーストモール店コ

ンサート

（マックスバリュイーストモール店／５０人）

・１２月２日（日） 糠内・駒畠合同公民館まつり

（糠内コミュニティセンター／１００人）

・１月２６日（土） JAZZ FES IN とかちプラザ～平成最

後の新春ジャズフェスティバル

（とかちプラザ レインボーホール／２００人）

・３月２４日（日） MJS成果発表ライブ２０１９～climax～

（幕別町百年記念ホール／１００人）

（３）Mt．ようてい・ジュニア・ジャズスクール（羊蹄山麓町村）

期 日：通年

会 場：倶知安厚生病院、旧東陵中学校

運 営：Mt．ようてい・ジュニア・ジャズスクール運営委員会

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：青砥義隆、深澤正之

参 加：羊蹄エリア４町村の小・中学生３５人

定期練習：４月１４日（土）～３月１７日（日）１９日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・６月１６日（土） くっちゃんまちなか広場 オープニ

ング

（くっちゃんまちなか広場／１００人）

・７月７日（土） ニセコクラシックサイクルレース

オープニングイベント

（ヒラフ第一駐車場／１，２００人）

・７月１５日（日） ジャズフェスティバル＠MYecolodge

（MY ecolodge／１００人）

・７月１８日（水） 倶知安神社サマーフェスティバル

（倶知安町どんぐり公園／５００人）

・８月５日（日） 倶知安じゃがまつり

（倶知安町駅前通り特設会場／５００人）

・８月１１日（土・祝） 愛和の里 夏まつり

（喜茂別 愛和の里 特設会場／３００人）

・８月１２日（日） 北海道JAZZ in 小樽

（北海道JAZZ in 小樽 特設会場／７０人）

・８月１３日（月） 京極ふるさとまつり

（京極町ふるさとまつり特設会場／１５０人）
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・８月１８日（土） ひらふまつり

（倶知安町サンスポーツランド特設会場／５００人）

・８月２６日（日） ブラスライブ！ In エルムサマー

フェスティバル

（エルムホール／７０人）

・９月２日（日） 真狩ほくほくまつり

（真狩公民館 駐車場 特設会場／２，０００人）

・９月２２日（土） SANTALAND×ともだちコンサート

（広尾中学校体育館／２３０人）

・１０月３１日（水） 倶知安厚生病院ハロウィンコンサート

（倶知安厚生病院／１００人）

・１１月１０日（土） 倶知安町民音楽祭

（倶知安町公民館／３００人）

・１１月１５日（木） 北海道国際理解教育研究大会

（ホテル第一会館／１００人）

・１１月２３日（金・祝）～２４日（土）「北海道ジャズの種

プロジェクト」合同合宿 in 倶知安

（倶知安町北陽小学校・倶知安町公民館／１２３人）

・１月２３日（水） ニセコミュージック・フェスティバル

（グランヒラフスキー場 タンタアン／１００人）

・３月２１日（木） 平成３０年度FINAL LIVE

（蘭越町山村開発センター／１５０人）

（４）広尾サンタランド・ジャズスクール（広尾町）

期 日：通年

会 場：広尾コミュニティセンター、旧広尾小学校 ほか

主 催：広尾サンタランド・ジャズスクール事務局

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：小野健悟

参 加：広尾町及び近郊の小・中学生１３人

定期練習：４月２２日（日）～３月３０日（土）２４日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・５月１９日（土） オープンスクール

（広尾コミュニティセンター／４０人）

・５月２６日（土） 第３８回広尾つつじまつり

（大丸山森林公園特設会場／２００人）

・７月１日（日） オビヒロホコテン２０１８ 第３回まち

なかJAZZな１日

（帯広駅前広小路アーケード下／１００人）

・７月２２日（日） ピロロフェス２０１８

（菊地ファーム／１００人）

・８月４日（土） 第６３回十勝港まつり

（十勝港第４ふ頭 特設ステージ／１００人）

・８月１５日（水） おびひろ未来JAZZ～ジャズDay～

（帯広市多目的広場／８０人）

・８月１５日（水） 第７１回帯広平原まつり「サウンド８

広小路」

（帯広市広小路アーケード内 特設広場／１００人）

・９月２日（日） 「とかちマルシェ」音楽フェスタ

（帯広駅北口広場／５００人）

・９月２２日（土） SANTALAND×ともだちコンサート

（広尾中学校体育館／２３０人）

・１１月１０日（土） 豊似地区文化・音楽祭

（広尾町農業環境改善センター／５０人）

・１１月１８日（日） 第５９回秋の芸術祭

（広尾町児童福祉会館／２００人）

・１２月２日（日） 大正小学校子どもまつり

（帯広市立大正小学校体育館／２００人）

・１２月８日（土） ギターワークショップ

（広尾コミュニティセンター）

・１２月２３日（日・祝） 老人ホーム慰問演奏

（広尾町養護老人ホーム／８０人）

・３月１６日（土） オープンスクール

（大樹町生涯学習センター／６人）

・３月１７日（日） サンタクロースのロック大作戦Vol．２４

（大樹町生涯学習センター／１００人）

・３月３１日（日） オープンスクール

（えりも町福祉センター／２６人）
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② 札幌芸術の森バレエセミナー
１９８８年（昭和６３年）から実施し、本年度で３０回目の開

催となった。一昨年・昨年に続き、パリ・オペラ座の元エ

トワールであるジョゼ・マルティネズを主任講師として

迎え、同じくパリ・オペラ座の元エトワール、アニエス・

ルテステュやデルフィーヌ・ムッサン、元プリマバレリー

ナで、現在はジャイロキネシス普及に尽力する宮内真理

子など、国内外の優れた講師たちによる世界水準の指導

を行った。本年は前期４日間・後期４日間の２期制での

開講とし、新たにスペイン国立ダンスカンパニーへの研

修アワードを設けた。

期 日：平成３０年８月２日（木）～８月１０日（金）

（前期：８月２日（木）～５日（日）、

後期：８月７日（火）～１０日（金））

会 場：アートホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：名鉄観光サービス株式会社札幌支店

後 援：札幌市

講 師：ジョゼ・マルティネズ、アニエス・ルテステュ、

デルフィーヌ・ムッサン、アナエル・マルティン、

マイテ・チーコ、宮内真理子、柿崎麻莉子

クラス：【基本レッスン】

①初級（バレエ経験１年以上、小学３年生以上）

クラシック・レッスン、ポアント・ベーシック

②中級ジュニア（バレエ経験４年以上、小学６

年生以上）

クラシック・レッスン、ポアント＆ヴァリ

エーション

③中級シニア（経験６年以上、中学２年生以上）

クラシック・レッスン、ポアント＆ヴァリ

エーション、コンテンポラリー・ダンス

④上級（経験６年以上、高校生以上）

クラシック・レッスン、ポアント＆ヴァリ

エーション、コンテンポラリー・ダンス

【選択レッスン】

・ジャイロキネシス（初級・中級ジュニア・中

級シニア・上級）

・パ・ド・ドゥ（中級シニア・上級）

・コンテンポラリー・ダンス（初級・中級ジュ

ニア）

・ボーイズ・クラス（中級ジュニア・中級シニ

ア・上級 ※男子のみ）

・スペイン民族舞踊（初級・中級ジュニア・中

級シニア・上級）

【特別レッスン】

・一般・保護者向けジャイロキネシス

・スペイン民族舞踊

受講者数：１５９人（初級３０人、中級ジュニア３６人、中級シ

ニア２６人、上級２０人、保護者・一般４７人）

【座学「しなやかに、美しく、強く、もっと自由に踊るた

めに」】

日本でのジャイロキネシス普及のパイオニアである

宮内真理子による座学を開講した。解剖学も交え、身体

に負担をかけずに踊るための重要なポイントなどにつ

いて講話を行った。セミナー受講者に限らず、保護者や

一般の方も参加可能とした。

期 日：平成３０年８月６日（月）１０：３０～１２：００

会 場：アートホール 大練習室

講 師：宮内真理子

料 金：受講生２，０００円（上級・中級シニアクラスは無

料）、一般・保護者３，０００円

入場者数：７２人

芸術の森事業部

主催事業
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③ 北海道グルーブキャンプ
ジャズやロックなど現代音楽の分野において世界最

高峰の音楽大学である米国ボストンのバークリー音楽

大学より、タイガー大越をはじめとする現役教授陣を招

聘し、同校の指導メソッドを受講できるセミナーを、全

国から受講者を募集して開催した。

本年は、韓国ジュニアビッグバンド７名も参加した。

セミナー期間中を通じて特に優秀と認められた受講

者３名に対して、バークリー音楽大学で毎年開催される

５週間のサマーセミナーに、奨学生として受講できる

バークリー賞を授与した。

期 日：平成３１年３月２５日（月）～３１日（日）

会 場：アートホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

助 成：在札幌米国総領事館、文化庁文化芸術振興費補

助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）、独立

行政法人日本芸術文化振興会、公益財団法人三

菱UFJ国際財団

後 援：北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教

育委員会、北海道吹奏楽連盟、札幌地区吹奏楽

連盟

講師及びクラス：タイガー大越（トランペット、トロンボー

ン）、マーク・ウォーカー（ドラム、パーカッ

ション、ベース）、マルコ・ピグナタロ（サック

ス）、ジョージ・ラッセル（ピアノ、ベース）

授業カリキュラム（バークリー音楽院実践カリキュラム）：

楽器別レッスン、イヤートレーニング、アドリ

ブ理論、リズムトレーニング、スタンダード、

アンサンブルレッスン

バークリー賞受賞者：佐々木梨子、梅井美咲、大田満陽

受講料：メインレッスン５５，０００円、特別個人レッスン

８，０００円

受講者数：４１名（韓国ジュニアビッグバンド参加者７名

を含む）

【北海道グルーブキャンプ２０１９ Final Live】

北海道グルーブキャンプ２０１９の受講生各クラスの成

果発表と、指導講師陣によるスペシャルユニットでのラ

イブを開催した。

期 日：平成３１年３月３１日（日） 開場１５：３０ 開演１６：００

会 場：アートホール アリーナ

講 師：グルーブキャンプ受講生、指導講師陣

料 金：前売１，２００円、当日１，５００円

入場者数：１３７人

�芸術文化を通した市民活動の促進

①パークジャズライブ
【サッポロ・シティ・ジャズ２０１８オープニング「THEPARADE」】

サッポロ・シティ・ジャズのオープニングイベントと

して２５０名超の市民で結成したパレード隊が札幌駅前通

りを北海道庁赤れんが庁舎まで行進し、赤れんが庁舎前

庭でフィナーレ演奏を実施した。

期 日：平成３０年７月１４日（土）１４：００～１４：４５

（リハーサル：６月１７日（日） 参加者数：１３２人）

会 場：札幌駅前通、北海道庁赤れんが庁舎

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、札幌駅

前通まちづくり株式会社

出 演：ジョニー黒田、阿部裕一、市民パレード隊

入場者数：１１，６１７人

【パークジャズライブ】

プロ・アマ問わず市民ミュージシャンに広く活動発表

の機会を与え、市民文化の醸成や心豊かな市民生活に寄

与することを目的に、全国から公募したミュージシャン

によるライブを市内全１６会場で２日間開催した。

期 日：平成３０年７月１４日（土）、１５日（日）

会 場：大通公園２丁目、札幌市役所１階ロビー、札幌

駅南口駅前広場エキヒロCafé、札幌駅前通地下

歩行空間北３条交差点広場（西）、札幌駅前通

地下歩行空間札幌駅側イベントスペース、札幌

市教育文化会館小ホール、ターミナルプラザこ

とにパトス、大倉山ジャンプ競技場、札幌市円

山動物園、カワイ札幌コンサートサロンChou

Chou、STVホール、ESTA２階屋外テラス、

CAFEサーハビー、ニューオータニイン札幌、

紙ひこうき、（１５日のみ）EL MANGO

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：３４８組

音楽・舞台芸術事業
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入場者数：９９，１２８人（１４日５６，４０３人、１５日４２，７２５人）

【パークジャズライブコンテスト】

パークジャズライブコンテストにエントリーのあっ

た９１組の中から事前の音源審査を通過した１０組による

コンテストを実施。優勝バンドには翌年に開催される国

際ジャズフェスティバルに出演できる権利を授与した。

期 日：平成３０年７月１６日（月・祝）

開場１３：００ 開演１４：００

会 場：札幌市教育文化会館 小ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：FASCINATION BOX、三上紘子北健太郎長崎晃

トリオ、Notes of North、WAKA 4TET、吉澤吉

澤、sqidoo、Mongoloid Union、Ryo Miyachi

Quintet、Wonder Boys、角渉トリオ

優 勝：Ryo Miyachi Quintet

料 金：前売２，５００円、当日３，０００円

入場者数：３２０人

【ゴスペルワークショップ】

大通公園２丁目会場のパークジャズライブに出演す

る、市民１１０名で構成するゴスペルクワイアのワーク

ショップを実施した。

期 日：①平成３０年６月３０日（土）１４：３０～１６：００

②平成３０年７月１日（日）１４：００～１６：３０

③平成３０年７月８日（日）１４：００～１６：３０

会 場：アートホール 大練習室

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、札幌芸術

の森（札幌市芸術文化財団）、ブライトサッポ

ロ

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

講 師：Natsuki、新藤紋子、佐々木裕子

料 金：３，５００円

参加者数：２９７人（①９７人 ②９６人 ③１０４人）

【ジャズセーバーズ】

サッポロ・シティ・ジャズを支える市民ボランティア

「ジャズセーバーズ」を組織し、期間中にパークジャズ

ライブをはじめとするさまざまなイベントの運営に携

わった。

期 日：７月１４日（土）～１２月２２日（土）

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

登録人数：１５９人

（１）運営ボランティア研修会（夏）

期 日：①平成３０年６月９日（土）１３：３０～１５：３０

②平成３０年６月１０日（日）１３：３０～１５：３０

会 場：札幌市教育文化会館 研修室３０１

講 師：五十嵐よう子（サントリーパブリシティ

サービス株式会社）

参加者数：１２８人（①８０人 ②４８人）

（２）撮影ボランティア研修会（夏）

期 日：①平成３０年６月９日（土）１０：３０～１１：３０

②平成３０年６月１０日（日）１０：３０～１１：３０

会 場：札幌市教育文化会館 研修室３０１

講 師：原田直樹（n−foto合同会社）

参加者数：２０人（①１１人 ②９人）

（３）ボランティア活動説明会（冬）

期 日：平成３０年１１月１７日（土）１１：００～１２：００、

１４：００～１５：００、１７：００～１８：００

平成３０年１１月１８日（日）１１：００～１２：００、

１４：００～１５：００

会 場：札幌市民交流プラザ 控室４０２

参加者数：８０人

（４）シアタージャズライブ実地研修

シアタージャズライブで活動するジャズセーバーズ

を対象に、お客様のご案内やクローク業務についての研

修を行った。

期 日：平成３０年１２月６日（木）１７：００～１９：００

会 場：札幌市民交流プラザ 控室４０２

講 師：千秋理央（サントリーパブリシティサー

ビス株式会社）

参加者数：５３人

芸術の森事業部
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② 芸森アートマーケット
札幌芸術の森の園内を会場に、市民アーティストの相

互交流や発表の機会の創出を目的に、様々なジャンルの

手作りアート作品によるマーケットを開催した。

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

協 力：株式会社エル・ワーク

出店料：手持ち出店２，０００円、車出店３，５００円、飲食出店

４，０００円

（１）第１回

期 日：平成３０年４月２９日（日）１０：００～１６：００

会 場：アートホール アリーナ、センター前広場

天 候：晴れ（２３℃）

出店数：６１件（手持ち出店５６件、飲食出店５件）

入場者数：２７１人

（２）第２回

期 日：平成３０年６月１０日（日）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：曇り（１６℃）

出店数：３６件（手持ち出店１２件、車出店２０件、飲

食出店１件、マルシェ出店１件、APJ２

件）

入場者数：３９１人

（３）第４回

期 日：平成３０年７月２９日（日）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：晴れ（３０℃）

出店数：６０件（手持ち出店３７件、車出店２０件、飲

食出店１件、マルシェ出店１件、APJ１

件）

入場者数：２６２人

（４）第６回

期 日：平成３０年１０月６日（土）１０：００～１６：００

会 場：アートホール 大練習室、アートホール

正面入口前

天 候：曇り（１３℃）

出店数：４３件（手持ち出店４２件、飲食出店１件）

入場者数：６８人

（５）第７回

期 日：平成３０年１１月３日（土・祝）１０：００～１６：

００

会 場：アートホール アリーナ、アートホール

正面入口前

天 候：晴れ（１５℃）

出店数：６７件（手持ち出店６３件、飲食出店４件）

入場者数：２６３人

※第３回、第５回、第８回は開催中止。

【芸森アートマーケット in 札幌市民交流プラザ】

サッポロ・シティ・ジャズ開催に合わせて札幌市民交

流プラザで特別開催し、市民アーティストによる手づく

り作品を展示・販売した。

期 日：平成３０年１２月１６日（日）～２２日（土）

（前期１６日～１９日／後期２０日～２２日）

各日１１：００～１９：００

会 場：札幌市民交流プラザ SCARTSモールＡ・Ｂ

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

協 力：株式会社エル・ワーク

出店数：２９件（通期６件、前期のみ９件、後期のみ１４件）

出店料：前期２０，０００円、後期１５，０００円、通期３０，０００円

入場者数：３３１人

音楽・舞台芸術事業
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�質の高い文化芸術の創造・提供事業

①ビッグバンドプロジェクト
世界的ジャズピアニスト、デビッド・マシューズを音

楽監督に迎え、地元ミュージシャンから編成される札幌

ジャズアンビシャスを対象に年間を通じて定期練習を

実施し、１１月には２度目となる定期演奏会を行った。

（１）札幌ジャズアンビシャス 第２回定期演奏会

昨年に引き続き、第２回目となる定期演奏会を実施し

た。ラジオパーソナリティ喜瀬ひろしを司会に迎え、ビッ

グバンドでの演奏を中心に、札幌ジュニアジャズスクー

ル・中学生クラス７人とのジョイントやボーカル曲をな

ども織り交ぜながら、迫力のある演奏を披露した。

期 日：１１月２９日（木） 開場１８：３０、開演１９：００

会 場：札幌市教育文化会館 小ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 賛：コーチャンフォーグループ株式会社リラィア

ブル、三響楽器株式会社

出 演：デビッド・マシューズ

喜瀬ひろし（司会）

札幌ジャズアンビシャス

奥野義典、蛇池雅人、小野健悟、伊藤元直、

菅原良太、菅原昇司、河合修吾、早川隆人、

板橋夏美、阿部裕一、中嶋和哉、中島翔、新

谷奈津光、花田進太郎、瀧村正樹、柳真也、

舘山健二

札幌ジュニアジャズスクール中学生クラス

料 金：前売 一般２，５００円、

高校・大学生・障がい者２，０００円、

小・中学生１，５００円

当日 一般３，０００円、

高校・大学生・障がい者２，５００円、

小・中学生２，０００円

入場者数：２１５人

（２）定期練習

期 日：４月１８日（水）、５月２２日（火）、６月１９

日（火）、８月２１日（火）、９月２５日（火）、

１０月６日（土）、１０月３１日（水）、１１月７

日（水）、１１月２６日（月）、１１月２８日（木）、

１月１７日（木）、１月３０日（水）、１月３１

日（木）

会 場：アートホール 大練習室 ほか

講 師：デビッド・マシューズ

参 加：札幌ジャズアンビシャス

②札幌芸術の森バレエセミナー３０周年記念公演
札幌文化芸術劇場hitaruを会場に、札幌芸術の森バレ

エセミナー３０周年記念としてスペシャルガラ公演を開

催した。２０１６年から当バレエセミナー主任講師を務める

ジョゼ・マルティネズが公演を監修し、同氏が振付した

『スカラムーシュ』『ミ・ファボリータ』『ドリーブ組曲』

ほかを上演した。『スカラムーシュ』には、オーディショ

ンで選ばれた道内の小・中学生２５名が出演した。２０１６年

よりバレエセミナーで講師を務めるアニエス・ルテステュ

がデザインしたパリ・オペラ座の衣装も華を添えた。２０１８

年度のバレエセミナーで研修アワードを受賞した小倉

友梨香（札幌舞踊会）、当セミナーに受講生としても講

師としても参加経験があり日本人初のブノワ賞受賞ダ

ンサーである木田真理子など、札幌芸術の森バレエセミ

ナーに縁が深いダンサーが出演したほか、マルティネズ

氏が芸術監督を務めるスペイン国立ダンスカンパニー

のダンサーも出演した。

期 日：平成３１年２月２日（土） 開場１５：００、開演１６：００

会 場：札幌文化芸術劇場hitaru

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

助 成：駐日スペイン大使館、一般財団法人地域創造、

公益財団法人朝日新聞文化財団、公益財団法人

廣西・ロジネットジャパン社会貢献基金

後 援：札幌市、株式会社北海道新聞社、北海道テレビ

芸術の森事業部
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放送株式会社

特別協力：スペイン国立ダンスカンバニー、パリ・オペラ

座、東京バレエ団

協 力：チャコット、オフィスエム・ツー、札幌日仏協

会／アリアンス・フランセーズ、北海道スペイ

ン協会

プログラム：

スカラムーシュより「森のシーン」

音楽：D．ミヨー、D．マシューズ

振付：ジョゼ・マルティネズ

衣装：アニエス・ルテステュ

衣装協力：パリ・オペラ座

出演：オーディション合格者

演奏：圓井晶子、寺島朋江

ミ・ファボリータ

音楽：G．ドニゼッティ

振付：ジョゼ・マルティネズ

衣装：アニエス・ルテステュ

出演：スペイン国立ダンスカンパニー

Ballder 四つのバラード

音楽：J．ブラームス

振付：ロイ・アサフ

出演：木田真理子、児玉北斗

演奏：圓井晶子

ドリーブ組曲

音楽：L．ドリーブ

振付：ジョゼ・マルティネズ

出演：上野水香、柄本弾（東京バレエ団）

ラ・シルフィード

音楽：H．ロビンショルド

振付：ジョゼ・マルティネズ

出演：小倉友梨香（札幌舞踊会）、西野隼人

（フリー）

くるみ割り人形より「グラン・パ・ド・ドゥ」

音楽：P．チャイコフスキー

振付：ジョゼ・マルティネズ

出演：ヒアーダ・ロッシ、ジャニエール・ゴメ

ス（スペイン国立ダンスカンパニー）

春の水

音楽：S．ラフマニノフ

振付：アサフ・メッセレル

出演：クリスティーナ・カサ、イオン・アギ

レッツェ（スペイン国立ダンスカン

パニー）

ドン・キホーテより「グラン・パ・ド・ドゥ」

音楽：L．ミンクス

振付：ジョゼ・マルティネズ

出演：大谷遥陽、アンヘル・ガルシア（スペ

イン国立ダンスカンパニー）

料 金：Ｓ席８，０００円（高校生以下４，０００円）、Ａ席５，０００

円（高校生以下３，０００円）（当日券は１，０００円増）

入場者数：１，７２８人

【出演者オーディション】

期 日：平成３０年８月６日（月）１３：３０～１７：３０

会 場：アートホール アリーナ

審 査：ジョゼ・マルティネズ、アナエル・マルティン

料 金：無料

参加者数：９１人

合格者数：２５人

【「スカラムーシュ」リハーサル】

期 日：平成３０年１１月２１日（水）、２２日（木）、２３日（金・

祝）、２４日（土）、２５日（日）、１２月２日（日）、

９日（日）、２６日（水）、２７日（木）、２８日（金）、

平成３１年１月１２日（土）、１３日（日）、１４日（月・

祝）、２０日（日）、２６日（土）、２７日（日）、２８日

（月）、２９日（火）、３０日（水）、２月１日（木）

※１１月１７日（土）衣装合わせ

会 場：札幌市教育文化会館 リハーサル室Ａ、アート

ホール、ピアーバレエスタジオ、札幌市民交流

プラザ

指 導：ジョゼ・マルティネズ（１／２６～）、アナエル・マ

ルティン（１１／２１～２５）、李�華、関あさみ
参加者数：２５人

③フォレスト・オブ・ニューアーツ
第１部は、道内５地域に展開する北海道ジャズの種プ

ロジェクトに参加の札幌・ようてい・広尾・幕別・砂川の

スクール生にデビッド・マシューズ率いる札幌ジャズア

ンビシャスのメンバーを加えた総勢１５０名の大オーケス

トラを編成し、デビッド・マシューズ アレンジのメド

レー曲を演奏した。

第２部は、札幌のバレエダンサーとヒップホップダン

サーにより構成されたパフォーマーに、東京バレエ団の

プリンシパルダンサーをゲストに迎え、デビッド・マ

シューズがジャズアレンジを行った映画やミュージカ

ルの楽曲を札幌ジャズアンビシャスが演奏し、ダンサー

たちとの華やかなパフォーマンスを繰り広げた。
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期 日：平成３１年２月３日（日） 開場１４：００、開演１５：００

会 場：札幌文化芸術劇場hitaru

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

共 催：株式会社北海道新聞社、北海道テレビ放送株式

会社

後 援：札幌市、一般社団法人北海道ダンスプロジェクト

助 成：一般財団法人地域創造、公益財団法人カメイ社

会教育振興財団

協 賛：コーチャンフォーグループ株式会社リラィア

ブル、三響楽器株式会社、カーショップUFO

有限会社

制作協力：札幌舞踊会、ダンススタジオマインド（舞人）、

株式会社オフィスエム・ツー、株式会社

KAJIMOTO、サッポロ・シティ・ジャズ実行委員

会

音楽監督：デビッド・マシューズ

演奏指導：中川英二郎

歌唱指導：Natsuki

振 付：高岸直樹、梅澤由利子（札幌舞踊会）、西野武

（ダンススタジオマインド）

出 演：【第１部・第２部】

デビッド・マシューズ、札幌ジャズアンビシャス

【第１部／「ジャズスクール in 北海道」大オー

ケストラ公演】

中川英二郎、札幌ジュニアジャズスクール、ま

くべつジュニア・ジャズスクール、砂川キッズ

ジャズスクール、Mt．ようてい・ジュニア・ジャ

ズスクール、広尾サンタランド・ジャズスクール

【第２部／FOREST of NEW ARTS】

上野水香（東京バレエ団）、柄本弾（東京バレ

エ団）、真下教子バレエ研究所１名、小泉のり

子バレエスタジオ２名、落合バレエスタジオ２

名、CHIAKI CLASSIC BALLET CLASS１名、札

幌舞踊会９名、ダンススタジオマインド１１名

プログラム：［第１部］

・メドレー１（Take The A Train／It Don’t

Mean a Thing／The Chicken／Mas Que Nada）

・メドレー２（Sing,Sing,Sing／Caravan／Fly

Me to The Moon／威風堂々）

・虹と雪のバラード

［第２部］

Ambitious Theme／シェルブールの雨傘／I

Hope I Get It～「A Chorus Line」より～／ICould

Have Danced All Night～「My Fair Lady」よ

り～／Summer Time～「Porgy & Bess」より～

／Mambo！～「West Side Story」より～／I

Got Rhythm～「An American in Paris」より～

／リベルタンゴ

監 修：千田雅子（札幌舞踊会主宰）

料 金：Ｓ席５，０００円（高校生以下２，５００円）、Ａ席３，０００

円（高校生以下１，５００円）（当日券は５００円増）

入場者数：２，０８９人

【第１部「ジャズスクール in 北海道」参加団体ワーク

ショップ】

第１部の演奏曲を、デビッド・マシューズ、札幌ジャ

ズアンビシャスの指導体制に、特別指導者として日本を

代表するトロンボーン奏者の中川英二郎を迎え、「とも

だちコンサート」や札幌ジャズアンビシャスの巡回公

演に合わせて各地で約半年間にわたるワークショップ

や合同練習を開催した。

（１）広尾ワークショップ

期 日：平成３０年９月２２日（土）

会 場：広尾公民館

講 師：デビッド・マシューズ、中川英二郎、阿部

裕一、小野健悟、菅原昇司、柳真也

（２）幕別ワークショップ①

期 日：平成３０年１０月２０日（土）

会 場：幕別町百年記念ホール

講 師：小野健悟

（３）砂川ワークショップ

期 日：平成３０年１１月１０日（土）

会 場：砂川市地域交流センターゆう

講 師：デビッド・マシューズ、河合修吾、蛇池雅

人、舘山健二、中島翔

（４）倶知安ワークショップ

期 日：平成３０年１１月２３日（金・祝）

会 場：倶知安町立北陽小学校

講 師：デビッド・マシューズ、中川英二郎、阿部

裕一、小野健悟、菅原昇司、柳真也
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（５）倶知安合同練習

期 日：平成３０年１１月２４日（土・祝）

会 場：倶知安町立北陽小学校

講 師：デビッド・マシューズ、中川英二郎、阿部

裕一、小野健悟、河合修吾、菅原昇司、菅

原良太、瀧村正樹、中嶋和哉、中島翔、柳

真也

（６）幕別ワークショップ②

期 日：平成３０年１２月１５日（土）

会 場：幕別町百年記念ホール

講 師：デビッド・マシューズ、阿部裕一、板橋夏

美、蛇池雅人、瀧村正樹

（７）札幌合同練習

期 日：平成３１年１月１３日（日）～１４日（月・祝）

会 場：札幌芸術の森アートホール

講 師：中川英二郎、小野健悟、菅原昇司、中嶋和

哉、杉本武志

（８）札幌ワークショップ

期 日：平成３１年１月２６日（土）

会 場：札幌芸術の森アートホール

講 師：Natsuki（ゴスペルシンガー）

【札幌ジャズアンビシャス・アウトリーチコンサート】

札幌ジャズアンビシャスのメンバーが、第１部の

「ジャズスクール in 北海道」大オーケストラ公演に参

加する各地域にて、公演プロモーションを目的としたコ

ンサートを行った。

（１）広尾公演「ともだちコンサート」

期 日：平成３０年９月２３日（日）

会 場：広尾町立広尾中学校

主 催：広尾町教育委員会

出 演：札幌ジャズアンビシャス ゲスト：中川

英二郎

料 金：無料

入場者数：２３０人

（２）倶知安公演「Mt.Youtei JAZZ Concert」

期 日：平成３０年１１月２３日（土・祝）

会 場：倶知安町文化福祉センター

主 催：Mt.Youtei Jr.JAZZ School運営委員会

出 演：札幌ジャズアンビシャス ゲスト中川英

二郎、Mt.Youtei Jr.JAZZ School

料 金：一般１，５００円（当日２，０００円）、高校生以下

５００円

入場者数：３８２人

（３）幕別公演「札幌ジャズアンビシャスLive in幕別」

期 日：平成３０年１２月１５日（土）

会 場：幕別百年記念ホール

主 催：NPO法人まくべつ町民芸術劇場

出 演：札幌ジャズアンビシャス

料 金：一般１，０００円（当日１，５００円）

入場者数：４５０人

（４）砂川公演「札幌ジャズアンビシャスLive」

期 日：平成３１年１月２０日（日）

会 場：砂川地域交流センターゆう

主 催：NPO法人ゆう

料 金：一般１，５００円（当日２，０００円）、高校生以下

５００円

入場者数：３１７人

【第２部ダンスワークショップ】

期 日：平成３１年１月１７日（木）

会 場：札幌芸術の森アートホール

参 加：デビッド・マシューズ、札幌ジャズアンビシャ

ス、ダンサー２７人

指 導：梅澤由利子・千田雅子（札幌舞踊会）
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�各種団体との連携による文化芸術の振興

①各種団体共催・施設利用促進事業
【OTARU de BAZAR】

小樽芸術村との連携事業として、小樽を中心とした道

内の飲食店や雑貨店等が集まるイベントにて、音楽コン

サートやパフォーマンスを実施した。

期 日：平成３０年５月３日（木・祝）、４日（金・祝）、５

日（土・祝）

①１３：００ ②１３：３０ ③１４：００ ④１４：３０

⑤１５：００ ⑥１５：３０ ⑦１６：１０ ⑧１６：３０

会 場：小樽芸術村（屋外広場、ステンドグラス美術館、

似鳥美術館、旧三井銀行小樽支店）

主 催：株式会社ニトリ

後 援：小樽市

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

出 演：【３日】山木将平、teto

【４日】奥野義典・飛澤良一デュオ、たっち

【５日】小野健悟・花田進太郎デュオ、

小林美由紀・小郷雅彦デュオ

料 金：無料

入場者数：３，０６４人

【コトニジャズ Vol．４２、４３】

ジャズによる地域振興を目的として開催されている

コトニジャズに、サッポロ・シティ・ジャズがブッキング

したアーティストが出演した。

期 日：平成３０年７月１４日（土）、７月１５日（日）

開場１０：３０、開演１１：００

会 場：ことにパトス

主 催：西区役所地域振興課

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

入場者数：１２８人

（１）７月１４日（土）

出 演：札幌ジュニアジャズスクールOB・OGバンド

入場者数：４８人

（２）７月１５日（日）

出 演：小野健悟group

入場者数：８０人

【SUMMER STAGE SAPPORO BIG FUN GARDEN

PARTY】

音楽水準の向上や地元アーティストとの交流、来場者

全員と音楽的感動の共有を目的に、若者の文化の中心で

ある音楽をフォーカスし、国内外問わず優れたアーティ

ストを招聘し、クラブ音楽事業を実施した。

期 日：平成３０年９月２日（日）１２：００～２１：００

会 場：野外ステージ

主 催：SUMMER STAGE SAPPORO BIG FUN実行委

員会

後 援：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演： JOAQUIN “ JOE ” CLAUSSELL、GONNO、

KUNIYUKI TAKAHASHI、宇宙文明、かとうた

つひこ

料 金：前売３，２００円、当日４，３００円

入場者数：１，２２０人

【新芸能集団乱拍子公演「新世界」】

新芸能集団「乱拍子」と共催し、ピアノ、和太鼓、美

術等の表現を融合した公演を実施した。

期 日：平成３０年１２月９日（日）

①１１：００開演 ②１４：３０開演

会 場：アートホール アリーナ

主 催：新芸能集団 乱拍子

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会、株式会社

北海道新聞社、株式会社朝日新聞北海道支社、

北海道テレビ放送株式会社

協 賛：有限会社スティルライフ、株式会社ノマド、株

式会社きものの奈る美、和太鼓サークル「嵐」、

亀田法律事務所、乱拍子応援団、喫茶ななかま

ど

料 金：大人３，０００円、学生２，５００円（高校生、専門学生、

大学生）、子ども２，０００円（３歳～中学生）※３

歳未満は無料

出 演：新芸能集団 乱拍子

入場者数：４３６人（①２５５人 ②１８１人）

【コトニジャズvol．４６】

西区文化フェスタのオープニングイベントとして飛

澤良一氏らによる公演を行った。

期 日：平成３１年２月１日（金） 開場１８：００ 開演１８：００

会 場：ちえりあホール

主 催：札幌市西区地域振興課
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共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

出 演：飛澤良一、山下ヤスシ、豊田健、伊藤宏樹、大

山ケンヂ、児玉しほ、森川ありさ、安部パキ、

Tanabe Marsa、細川直来

入場者数：４００人

【あったマルシェ ミニライブ】

小樽雪あかりの路との連携事業として小樽芸術村が

開催するマルシェイベントにて、無料のジャズライブを

実施した。

期 日：平成３１年２月９日（土）、１０日（日）

①１３：００～１３：３０ ②１５：００～１５：３０ ③１７：００～

１７：３０

会 場：小樽芸術村 旧三井銀行小樽支店

主 催：小樽芸術村

共 催：公益財団法人札幌市芸術文化財団

後 援：小樽市

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、札幌市観

光協会、小樽観光協会

料 金：無料

入場者数：３，０４４人

（１）２月９日（土）

出 演：小野健悟、飛澤良一、北垣響

入場者数：①３６０人 ②４９６人 ③３９６人

（２）２月１０日（日）

出 演：小野健悟、奥野義典、北垣響

入場者数：①５０８人 ②８３２人 ③４５２人

【OTO TO TABI 2019】

雪深い北海道の冬に音楽フェス文化を根付かせるこ

とを目的とした音楽イベント「OTO TO TABI」と共催

し、アートホール、野外美術館を活用して実施した。

期 日：平成３１年３月２日（土）１０：３０～２０：００

会 場：アートホール、野外美術館

主 催：おととたび

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

後 援：札幌市、FM NORTH WAVE

協 賛：北海道アルバイト情報社

出 演：iri、カネコアヤノ（バンドセット）、toe、蓮沼執太フィ

ル、U−zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS、小山

田壮平、KID FRESINO、STUTS、chikyunokiki、

Predawn、祭太郎、あららら、金子智也、小林う

てな、なかにしりく×いわたありさ、成山剛

（sleepy.ab）、BENBE、山田祐伸＋横山祐太＋塚

野洋平、OSSO、higecat、ROCK’IN’JECTION

料 金：前売６，５００円、当日７，５００円

入場者数：１，２７２人

音楽・舞台芸術事業

�各種団体との連携による文化芸術の振興
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芸 術 の 森 美 術 館 事 業

�展覧会事業

①リサ・ラーソン展
～スウェーデンのすてきな芸術一家～ 新規

スウェーデンを代表する陶芸家で、８０歳を過ぎた今も

創作を続けるリサ・ラーソン。本展は２０１６年にロェース

カ美術工芸博物館（スウェーデン・ヨーテボリ）で開催

された「リサ・ラーソンの作陶６０年」展の出品作品をベー

スに、初期から近代に至る代表作をテーマ別に展示。夫

であり、本国では高名な画家であるグンナル・ラーソン

の絵画作品などの特別展示や、娘ヨハンナ・ラーソンに

よるニットの展示など、１８２点の作品をとおして、芸術

一家の全貌を紹介した。

出品点数：１８２点

期 日：平成３０年４月１日（日）～６月１０日（日）６７日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

札幌テレビ放送株式会社

後 援：スウェーデン大使館、北海道、札幌市、札幌市

教育委員会

入場料：一般１，０００円、高校・大学生７００円、小・中学生４００円

入場者数：３５，４９６人

関連事業：（１）ワークショップ「ねんどにお絵かき！」

期 日：４月７日（土）～６月１０日（日）

※４月２６日、５月２４日、２８日～６月１

日、４日～８日は別事業のため実施

せず

会 場：札幌芸術の森 佐藤忠良記念子ども

アトリエ

参加者数：１２９人

参加料：８００円

（２）ワークショップ「うつわにぬり絵をしよう」

期 日：４月１日（日）、５月１２日（土）

会 場：札幌芸術の森 クラフト工房大制作室

参加者数：４月１日（日）１８人、５月１２日（土）

２４人

（３）ワークショップ

「シルクスクリーンで手ぬぐいプリント」

期 日：４月２１日（土）、６月９日（土）

会 場：札幌芸術の森 版画工房

参加者数：４月２１日（土）１９人、６月９日（土）

１９人

（４）ワークショップ

「七宝焼でブローチをつくろう」

期 日：５月５日（土・祝）、６日（日）

会 場：札幌芸術の森 クラフト工房小制作室

参加者数：５月５日（土・祝）１６人、６日（日）

１６人

関連記事：札幌テレビ放送「ジョシスタあいく的」２０１８

年５月７日／５月１４日放送、札幌テレビ放送

「どさんこワイド１７９」２０１８年５月３日放送、札

幌テレビ放送「どさんこ食堂」２０１８年４月２７

日放送、AIR−Gラジオ「‘blilliant days」２０１８年

３月１９日放送、AIR−Gラジオ「Sparkle Sparkler」

２０１８年４月１２日放送、「どうしん生活情報判

さっぽろ１０区」北海道新聞２０１８年３月１３日／

４月６日／５月６日、「オントナ」北海道新聞

２０１８年３月２８日、「日曜ナビプレゼントコー

ナー」北海道新聞２０１８年３月２５日、「シティラ

イフ」北海道新聞２０１８年３月２３日／４月２７日、

「週間 まんまる新聞」くらしの新聞社２０１８年

３月３０日／４月６日、「えるむ通りうぃーく

りーらいふ 美術館・博物館情報」夕刊朝日新

聞２０１８年３月１９日、室蘭民報２０１８年４月３日、

「エンタメ＿ピックアップ」『O.tone』２０１８年３

月１５日 号、『poroco mama』２０１８年４月２０日

号、『ホットペッパー』２０１８年４月号札幌版、

『週間TVガイド』２０１８年３月２１日号、「プチ

ジャーニー」『月刊クーヨン』２０１８年５月３日

６月号、『SPRING』２０１８年４月２３日６月号、

『しにあらいふ』２０１８年４月号vol．２３３、『大人

のおしゃれ手帖』２０１８年５月７日６月号、「市

外イベント紹介ページ」『asatan』４月号、「イ

ベント情報コーナー」『ふりっぱー』南版５月

芸術の森事業部

主催事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 寸法（縦×横cm、あるいは

高さ×幅×奥行cm）
技法 素材

Ⅰ Retrospective Part
EARLY WORKS
１ リサ・ラーソン ２人の女性 １９５２年 ２７．０×７．０、２２．０×７．０（２点組） ろくろ成形 土器
２ リサ・ラーソン 皿 １９６０年頃 ２０．０×２０．０×４．０ ろくろ成形 陶器
３ リサ・ラーソン 花器 １９５５年 ２９．０×９．０ ろくろ成形 陶器
４ リサ・ラーソン 花器 １９５５年頃 １６．５×９．０ ろくろ成形 陶器
５ リサ・ラーソン 円筒形の花器 １９５７年 ３５．０×１６．０ ろくろ成形 陶器
６ リサ・ラーソン 花器 １９５６年頃 １７．５×１３．０ ろくろ成形 陶器
７ リサ・ラーソン 花器 １９６０年頃 １３．０×１２．０ ろくろ成形 陶器
８ リサ・ラーソン 緑色の釉薬をかけた花器 １９６０年頃 １１．０×１１．０ ろくろ成形 陶器
９ リサ・ラーソン 花器 １９５０年代後半 １４．０×１１．０ ろくろ成形 陶器
１０ リサ・ラーソン 花器 １９５０年代後半 ２８．０×８．０ ろくろ成形 陶器
１１ リサ・ラーソン 花器 １９５６年 １１．５×１１．０ ろくろ成形 陶器
１２ リサ・ラーソン 楕円形の花器 １９６０年頃 １５．０×１２．０ ろくろ成形 陶器
１３ リサ・ラーソン 楕円形の花器 １９６０年頃 １２．０×１０．５ ろくろ成形 陶器

BIRDS
１４ リサ・ラーソン ハト １９５４年 １３．０×１２．０×１０．０ 手びねり 陶器
１５ リサ・ラーソン ハト １９５３年 １６．０×９．５×７．０ 手びねり 土器
１６ リサ・ラーソン 小さな鳥の徳利（おさけとり） ２０１０年代 １２．０×８．０×１１．０ 鋳込み成形 磁器
１７ リサ・ラーソン 足つき鳥型深皿 １９５４年 １２．０×１３．０×１１．０ ろくろ成形 陶器
１８ リサ・ラーソン 蓋つき容器 １９８０年代 ８．５×１０．０ 鋳込み成形 陶器
１９ リサ・ラーソン 鳥モチーフの陶板（道化師シリーズ） １９６０～１９６９年 １９．０×１９．０×２．０ 鋳込み成形 陶器
２０ リサ・ラーソン 鳥 １９６０年代 １５．０×１５．５×４．５ 手びねり 陶器
２１ リサ・ラーソン 鳥 １９６５～１９７１年 ６．５×９．５×６．０ 鋳込み成形 陶器
２２ リサ・ラーソン 鳥 １９７０年 １６．５×１９．０×９．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
２３ リサ・ラーソン バード・ウーマン １９７０年代 ２４．０×１６．０×１０．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
２４ リサ・ラーソン タバコ入れ（タリアシリーズ） １９６０～１９６９年 ６．５×６．５ 鋳込み成形 陶器
２５ リサ・ラーソン 花器 １９６０年頃 ２２．０×２１．０ ろくろ成形 陶器

CATS
２６ リサ・ラーソン ネコ ２００７年 １９．０×１９．０×９．０ 手びねり 陶器
２７ リサ・ラーソン ネコのミア（大きな動物園シリーズ） １９９０年（オリジナル

は１９６６年）
３６．０×２２．０×２３．０ 鋳込み成形 陶器

２８ リサ・ラーソン ネコを抱いたスティーナ １９５７年頃 ２４．０×１０．０×８．０ 手びねり 陶器
２９ リサ・ラーソン ネコのモチーフの陶板 １９５４年 １１．５×３８．０×２．０ － 陶器
３０ リサ・ラーソン ネコ（大きな動物園シリーズ） １９５８～１９７９年 １２．０×３３．０×８．０ 鋳込み成形 陶器
３１ リサ・ラーソン ネコのトリップとトラップ（トリップ・ト

ラップ・トュルルシリーズ）
１９７２年 １６．５×８．５、１１．５×５．５（２点組） 鋳込み成形 陶器

３２ リサ・ラーソン 小さなネコ １９６５年 １０．０×７．０×６．０ 鋳込み成形 陶器
３３ リサ・ラーソン ネコ（小さな動物園シリーズ） １９５６～１９７８年 ５．０×９．０×４．０ 鋳込み成形 陶器
３４ リサ・ラーソン ネコ（小さな動物園シリーズ） １９５６～１９７８年 １２．０×７．０×５．０ 鋳込み成形 陶器
３５ リサ・ラーソン ネコ（小さな動物園シリーズ） １９５６～１９７８年 １０．０×１１．５×３．８ 鋳込み成形 陶器
３６ リサ・ラーソン ネコの豆皿（とらねこ）

ネコの箸置き（ねるねこ）
２０１０年代
２０１０年代

１．５×１２．０×１０．５
１．７×６．０×２．０

－
－

陶器

３７ リサ・ラーソン ネコ ２０１７年 １０．０×１７．０×９．５ 鋳込み成形 陶器

DOGS
３８ リサ・ラーソン ダックスフンド（ケンネルシリーズ） １９７７～１９８３年 ７．５×１１．０×５．０ 鋳込み成形 陶器
３９ リサ・ラーソン ブルドッグ（大きな動物園シリーズ） １９６０～１９６８年 １２．０×１３．０×１３．５ 鋳込み成形 陶器
４０ リサ・ラーソン ペキニーズ（ケンネルシリーズ） １９７２～１９８３年 ６．５×９．０×５．５ 鋳込み成形 陶器
４１ リサ・ラーソン 水玉スパニエル（ケンネルシリーズ） １９７２～１９８３年 ７．５×１１．５×５．０ 鋳込み成形 陶器
４２ リサ・ラーソン イヌ ２０１２年 ８．５×５．０×８．０ 手びねり 陶器
４３ リサ・ラーソン イヌ ２０１０年頃 １１．０×６．５×７．０ 手びねり 陶器
４４ リサ・ラーソン イヌ ２０１０年頃 １２．０×８．０×５．５ 手びねり 陶器
４５ リサ・ラーソン イヌ ２０００年頃 １１．０×１８．０×９．０ 手びねり 陶器

MASKS
４６ リサ・ラーソン 面（自然な顔） １９７９～１９８０年 ２５．０×１８．５、２２．５×１６．５、２４．０×１７．０、

２１．５×１６．５、１８．５×１２．５（５点組）
－ 陶器

号、「イベント紹介ページ」『エゾクラブマガ

ジンコミュ』２０１８年４月１日、「サッポロ旬

ニュース」『おしゃべりBOX』２０１８年４月１日、

『みんなのことば舎』（web）、『Yahoo！ライフ

マガジン』（web）、『Yahoo！ニュー ス』

（web）、『経済新聞WEB』（web）、「北海道新

聞」『どうしん電子版』（web）、「展覧会・イベ

ントの検索」『Internet Museum』（web）、「イ

ベント」『MilK JAPON WEB』（web）、『ウォー

カープラス』（web）、「イベントカレンダー」

『キナリノ』（web）、「ARTNAVI」『美術手帖』

（web）、「北海道のイベント」『Holiday』

（web）、「JAF Mate Park」『Park blog』（web）、

『mamacha』（web）、『JDN』（web）、『コ ン

フォルトウェブマガジン』（web）

芸術の森美術館事業

�展覧会事業
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No. 作家名 作品名 制作年 寸法（縦×横cm、あるいは
高さ×幅×奥行cm）

技法 素材

４７ リサ・ラーソン 面（抽象表現の顔） １９７９～１９８０年 ２５．０×２０．０、２３．１×１１．７、２２．０×１６．０、
２３．５×２０．５、２４．３×２２．０（５点組）

－ 陶器

STRONG WOMEN
４８ リサ・ラーソン 立ち姿の女性 １９７３年 ２７．５×９．０×８．０ 手びねり 陶器
４９ リサ・ラーソン アマーリア（ABC少女シリーズ） １９５８～１９７３年 １７．０×１０．０×１２．５ 鋳込み成形 陶器
５０ リサ・ラーソン ベアータ（ABC少女シリーズ） １９５８～１９７３年 ９．０×９．０×１９．０ 鋳込み成形 陶器
５１ リサ・ラーソン シャルロッタ（ABC少女シリーズ） １９５８～１９７３年 １６．０×９．５×１０．０ 鋳込み成形 陶器
５２ リサ・ラーソン エンマ（ABC少女シリーズ） １９５８～１９７３年 １７．０×１０．５×１２．５ 鋳込み成形 陶器
５３ リサ・ラーソン ドーラ（ABC少女シリーズ） １９５７～１９５８年頃 ２８．０×１２．５×９．０ 手びねり 陶器
５４ リサ・ラーソン 座る女性 １９６０年頃 １９．０×１８．０×１８．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
５５ リサ・ラーソン 台座に座る女性 １９７９年 １５．０×４．５×６．０ 手びねり 陶器
５６ リサ・ラーソン 座る女性 １９７０年代 １９．５×１４．０×９．５ ろくろ成形、手びねり 陶器
５７ リサ・ラーソン 長くつ下のピッピ １９６９～１９７１年 １７．５×９．０×５．５ 鋳込み成形 陶器
５８ リサ・ラーソン ローサ １９７０年 １０．０×１２．０×１５．０ 鋳込み成形 陶器

SISTERHOOD
５９ リサ・ラーソン ５人の女性のレリーフ １９５９～１９６０年頃 ３７．０×１７．０×３．５ ろくろ成形、手びねり 陶器
６０ リサ・ラーソン コーヒーを飲む７人の女性のレリーフ １９５９～１９６０年頃 ５６．０×２２．０×３．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
６１ リサ・ラーソン ２人の姉妹 ２０００年代 ２５．０×１０．０×５．０ スラブビルト、手びねり 陶器
６２ リサ・ラーソン コーラス １９９９年 ３７．０×２５．０×１４．５ 砂型鋳込み成形 陶器
６３ リサ・ラーソン 子供を抱く３人の母親たち １９６０年頃 １８．５×２６．５×２５．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
６４ リサ・ラーソン 友人の髪をとく女性 １９７０年代 ２４．０×８．０×１２．０ 手びねり 陶器

THE SOCIETAL DEBATE
６５ リサ・ラーソン 社会討論 ２０００年代 ２５．０×１９．０×９．５ 砂型鋳込み成形 陶器
６６ リサ・ラーソン 社会討論 ２０００年代 ２５．０×１６．５×９．０ 鋳込み成形 陶器
６７ リサ・ラーソン 社会討論（大） １９６９～１９７１年 ３９．０×２６．０×１３．０ 鋳込み成形 陶器
６８ リサ・ラーソン 社会討論（小） １９７０年頃 ２２．０×１８．０×８．０ 鋳込み成形 陶器

FAMILY LIFE
６９ リサ・ラーソン 家庭の風景 １９９３年 ２５．０×１８．５×１．０ － 陶器
７０ リサ・ラーソン 子供を連れた母親 １９８０年代 ３１．０×９．５×１２．０ 手びねり 陶器
７１ リサ・ラーソン 子供を連れた父親 ２００８年 ３６．０×２０．０×８．５ 手びねり 陶器
７２ リサ・ラーソン 子供を連れた母親 １９６０年頃 １７．５×１３．０×１２．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
７３ リサ・ラーソン 家族 １９６０年頃 ２３．５×２０．０×１９．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
７４ リサ・ラーソン 日本女性 １９５８年 ２６．０×１２．０×１１．０ 手びねり 陶器

MEN AND WOMEN
７５ リサ・ラーソン 冷戦 ２００７年 １６．０×１６．５×４．０ 手びねり 陶器
７６ リサ・ラーソン 記念日 １９６９～１９７３年 ３５．０×３６．０×２．５ 鋳込み成形 陶器
７７ リサ・ラーソン 男と女 １９６６年 ２３．５×２１．０×９．０ 手びねり 陶器
７８ リサ・ラーソン 水着を着た男と女 １９７９年 ３２．０×１４．５×８．５ 手びねり 陶器
７９ リサ・ラーソン 男と女 １９７０年代 ２１．０×６．０×９．５ ろくろ成形、手びねり 陶器
８０ リサ・ラーソン ビッグ・ママ １９９４年 １６．０×７．０×８．５ 手びねり 陶器

MEN
８１ リサ・ラーソン 口髭を生やした男性 １９６０年 ３３．０×１６．０×１．５ 砂型鋳込み成形 陶器
８２ リサ・ラーソン 椅子に座る男性 １９７０年頃 １８．０×９．２×９．０ 鋳込み成形 陶器
８３ リサ・ラーソン 刺青をした男性 １９７０年代 １８．５×１２．０×９．０ 手びねり 陶器
８４ リサ・ラーソン グンナル・ストレング財務大臣の貯金箱 １９７２～１９８４年 １５．０×１０．５×９．０ 鋳込み成形 陶器
８５ リサ・ラーソン 水浴びする２人の男性の蓋つき容器 １９７４年 １７．０×１３．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
８６ リサ・ラーソン 海軍の制服を着た男性 １９７０年頃 ２５．５×１３．３×７．５ 手びねり 陶器
８７ リサ・ラーソン 男性と少年 １９７０年代 ３５．５×２２．０×２７．０ 手びねり 陶器

EXPRESSIONISM
８８ リサ・ラーソン 塑像 １９６７年 ２９．０×１８．５×１０．０ ろくろ成形、手びねり 陶器
８９ リサ・ラーソン 塑像 １９６７年 ２３．５×１８．０×７．５ ろくろ成形、手びねり 陶器
９０ リサ・ラーソン 花器 １９６０年代 ２３．０×１４．０ ろくろ成形 陶器
９１ リサ・ラーソン 花器 １９６０年代 ２８．０×１５．５ ろくろ成形 陶器
９２ リサ・ラーソン 花器 １９６０年代 ２０．０×１４．０ ろくろ成形 陶器
９３ リサ・ラーソン 皿 １９６０年頃 ３．０×２７．０ ろくろ成形 陶器
９４ リサ・ラーソン 花器 １９６０年頃 ３８．５×１１．０ ろくろ成形 陶器
９５ リサ・ラーソン 楕円形の花器 ２００１年 １６．０×１７．０×１１．０ － 陶器
９６ リサ・ラーソン 壺 １９６０年代 １８．０×１１．０ ろくろ成形 陶器

ANGULAR FORMS
９７ リサ・ラーソン ゾウ（アフリカシリーズ） １９６４年 １３．０×１６．５×１９．５ 鋳込み成形 陶器
９８ リサ・ラーソン 投げ入れ口が６箇所の花器 １９７０年代 １９．０×１１．０×８．０ スラブビルト、手びねり 陶器
９９ リサ・ラーソン 投げ入れ口が３箇所の花器 １９７０年代 １４．８×２３．０×８．５ スラブビルト、手びねり 陶器
１００ リサ・ラーソン 投げ入れ口が１箇所の花器 １９８０年 １５．０×１１．５×８．０ 鋳込み成形 陶器
１０１ リサ・ラーソン 投げ入れ口が４箇所の花器 １９７０年代 ２３．０×１４．５×８．０ スラブビルト、手びねり 陶器
１０２ リサ・ラーソン 投げ入れ口が６箇所の花器 １９７０年代 １８．０×１７．５×１１．０ スラブビルト、手びねり 陶器
１０３ リサ・ラーソン 投げ入れ口が３箇所の花器 １９７０年代 １５．０×２３．３×８．２ 鋳込み成形 陶器
１０４ リサ・ラーソン 投げ入れ口が１箇所の花器 １９７０年代 １５．０×１１．３×８．４ 鋳込み成形 陶器

GEOMETRICAL PATTERNS
１０５ リサ・ラーソン 皿 １９９４年 ５．３×３７．５ － 陶器
１０６ リサ・ラーソン カバ（大きな動物園シリーズ） １９５８～１９６７年 １０．０×２５．０×１１．０ 鋳込み成形 陶器
１０７ リサ・ラーソン 稲妻模様の深皿 １９７３年 １６．０×３９．５ ろくろ成形 陶器
１０８ リサ・ラーソン 金箔の装飾がある壺 １９８８年 ２１．０×１９．５ － 陶器
１０９ リサ・ラーソン ジグザグ模様の壺 １９８８年 ２４．５×２８．０ － 陶器
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No. 作家名 作品名 制作年 寸法（縦×横cm、あるいは
高さ×幅×奥行cm）

技法 素材

WHEEL-THROWN SCULPTURES
１１０ リサ・ラーソン 大きなネコ（ジュラシリーズ） １９６６年 １０．０×７．０×７．５ 鋳込み成形 陶器
１１１ リサ・ラーソン ラクダ（ジュラシリーズ） １９７１～１９７７年 １８．５×１９．０×８．５ 鋳込み成形 陶器
１１２ リサ・ラーソン ゾウ ２０００年代 ２０．０×２０．０×１８．８ ろくろ成形、手びねり 陶器
１１３ リサ・ラーソン おばけネズミ（見世物小屋シリーズ） １９６６年 ７．０×５．５×６．５ 鋳込み成形 陶器
１１４ リサ・ラーソン ブタ型蓋つき容器 １９７０年代 １８．０×２３．５×１６．０ ろくろ成形、手びねり 陶器

FROM PROTOTYPE TO PRODUCT
１１５ リサ・ラーソン カッレ １９６１年 １９．０×１３．０×７．０ 手びねり 陶器
１１６ リサ・ラーソン カッレ（ラーソン家の子供シリーズ） １９６４～１９８０年 １９．０×１３．０×７．０ 鋳込み成形 陶器
１１７ リサ・ラーソン ロッタ １９６１年 １５．０×８．０×８．０ 手びねり 陶器
１１８ リサ・ラーソン ロッタ（ラーソン家の子供シリーズ） １９６２～１９７９年 １７．５×９．０×１０．０ 鋳込み成形 陶器
１１９ リサ・ラーソン 深皿（浅瀬シリーズ）

深皿（浅瀬シリーズ）
１９５８年 ５．５×２０．０×１６．０、

４．５×１７．０×１２．０
鋳込み成形 陶器

１２０ リサ・ラーソン 皿（浅瀬シリーズ） １９６０年 ４．０×３１．０×２６．０ 鋳込み成形 陶器
１２１ リサ・ラーソン 深皿（浅瀬シリーズ） １９６０年 ４．５×１７．０×１２．０ 鋳込み成形 陶器
１２２ リサ・ラーソン ゴールデン・イーグル １９７６年 ２０．０×２６．０×１４．０ 鋳込み成形 陶器
１２３ リサ・ラーソン ゴールデン・イーグル １９７５年頃 ２３．０×２８．０×１３．０ 手びねり 陶器
１２４ リサ・ラーソン ゴールデン・イーグル １９８４年 ２３．０×２６．０×１４．０ 鋳込み成形 陶器

Ⅱ Contemporary Part
Lisa Laron "Unique Sculptures" for the 2017 exhibition in Japan
１２５ リサ・ラーソン レリーフ彫像 ２００１年 ２７．０×２４．０×７．０ － 陶器
１２６ リサ・ラーソン ブタの重量挙げ ２００４年 ２９．０×２３．０×７．０ － 陶器
１２７ リサ・ラーソン 寄り添い ２００３年 ２２．０×３１．０×９．０ － 陶器
１２８ リサ・ラーソン ボート・マン １９９８年 １０．０×２２．０×１６．０ － 陶器
１２９ リサ・ラーソン 凍える鳥 １９８３年 ２６．０×２４．５×１１．５ － 陶器
１３０ リサ・ラーソン 歌手 ２００１年 ３２．０×１１．０×６．０ － 陶器
１３１ リサ・ラーソン くつろぎ ２００２年 ２１．０×１０．０×１７．０ － 陶器
１３２ リサ・ラーソン カップの中の男 １９７９年 ２２．０×１０．０×９．０ － 陶器
１３３ リサ・ラーソン 直立 ２００２年 ３７．０×１１．０×８．０ － 陶器
１３４ リサ・ラーソン 出世第一主義者 ２０００年 ３７．０×１７．０×１４．０ － 陶器
１３５ リサ・ラーソン 公爵夫人 １９８８年 ４５．０×１７．０×１１．０ － 陶器
１３６ リサ・ラーソン ベッドの上の人物 １９８３年 ７．５×２１．０×１３．０ － 陶器
１３７ リサ・ラーソン 哲学者 １９８０年 ２１．５×６．５×７．５ － 陶器
１３８ リサ・ラーソン ブルー＆ホワイトの服を着た女性 ２０００年 ２４．０×８．０×８．０ － 陶器
１３９ リサ・ラーソン フェミニズム ２００６年 ２６．５×２０．０×６．０ － 陶器
１４０ リサ・ラーソン サッカー選手 ２００１年 ２４．０×１４．０×１１．０ － 陶器
１４１ リサ・ラーソン ビキニの少女 １９８９年 ２７．０×７．０×５．５ － 陶器
１４２ リサ・ラーソン シバの女王 ２００１年 ２２．５×１４．０×１４．０ － 陶器
１４３ リサ・ラーソン 貴族 ２００４年 １４．０×１０．５×９．５ － 陶器
１４４ リサ・ラーソン 屈折のポーズ ２０１４年 １６．０×１３．０×９．０ － 陶器
１４５ リサ・ラーソン コンパクト・リビング １９９０～２０１５年 ２８．０×２８．０×４．５ － 陶器
１４６ リサ・ラーソン トップレス ２００８年 １６．０×１１．０×６．５ － 陶器
１４７ リサ・ラーソン 人物像 ２０１３年 ５．０×１０．０×５．０、

１０．０×１０．０×５．０
－
－

陶器

１４８ リサ・ラーソン スタートライン ２０１１年 １０．０×１３．０×８．５ － 陶器
１４９ リサ・ラーソン 裸の男 ２００６年 １４．０×７．０×６．５ － 陶器
１５０ リサ・ラーソン ドレスを着て思いにふける女性 ２０１２年 １７．０×６．５×４．５ － 陶器
１５１ リサ・ラーソン 奇術師 ２０１２年 １９．０×１０．０×１１．５ － 陶器
１５２ リサ・ラーソン 尼僧 １９９０年代 ２２．０×１９．０×６．０ － 陶器
１５３ リサ・ラーソン 倒れた人物 １９９９年 １３．０×１４．０×１２．０ － 陶器
１５４ リサ・ラーソン ふりむく人物 ２００５年 １４．０×７．０×１０．０ － 陶器
１５５ リサ・ラーソン 手を伸ばして ２００１年 ２１．５×１８．０×８．０ － 陶器
１５６ リサ・ラーソン 踊る男女 ２００１年 １６．０×９．０×９．０ － 陶器
１５７ リサ・ラーソン 拾う人 １９７９年 １６．５×１１．０×９．０ － 陶器
１５８ リサ・ラーソン 瞑想 ２０１２年 １５．０×８．０×８．０ － 陶器
１５９ リサ・ラーソン サポーター １９８８年 １７．５×６．０×６．０ － 陶器
１６０ リサ・ラーソン 夢想家 ２００８年 ２４．０×７．５×８．５ － 陶器
１６１ リサ・ラーソン ヨガ １９９６年 １４．０×１８．０×９．５ － 陶器
１６２ リサ・ラーソン イカロス ２００７年 ２５．５×２５．０×１８．０ － 陶器
１６３ リサ・ラーソン パパゲーノ ２０１２年 ２２．５×１１．０×８．０ － 陶器
１６４ リサ・ラーソン おじぎをするダンサー ２００６年 １７．５×１２．５×９．０ － 陶器
１６５ リサ・ラーソン 待つ １９７８年 １５．０×９．０×９．５ － 陶器
１６６ リサ・ラーソン 座る男性 ２０１２年 １８．０×７．０×７．０ － 陶器
１６７ リサ・ラーソン 起きる ２００８年 １５．０×１６．０×１６．０ － 陶器
１６８ グンナル・ラーソン 夜明け ２０１４年 ９０．０×６１．０ － アクリル・ミクストメディア・

キャンバス
１６９ グンナル・ラーソン ブルーの中で ２０１５年 ４７．０×４３．０ － アクリル・紙
１７０ グンナル・ラーソン 抽象 ２０１５年 １００．０×７０．０ － アクリル・紙
１７１ グンナル・ラーソン 動 ２０１５年 １００．０×７０．０ － アクリル・紙
１７２ グンナル・ラーソン カラス １９６８年 １４．０×２６．０×９．５ － 陶器
１７３ グンナル・ラーソン ライオン １９６７年 １８．０×１３．５×１４．０ － 陶器
１７４ グンナル・ラーソン 深皿 １９６７年 １０．０×３９．０ － 陶器
１７５ グンナル・ラーソン 顔 １９６７年 ２６．０×１７．０×８．０ － 陶器
１７６ グンナル・ラーソン 角瓶 １９６８年 １８．０×１１．０×７．０ － 陶器
１７７ グンナル・ラーソン 容器 １９７２年 １２．５×１１．０ － 楽焼、コルク
１７８ グンナル・ラーソン 箱 １９７４年 ９．０×１３．０×９．０ － 楽焼、コルク
１７９ グンナル・ラーソン 八角瓶 １９７６年 ２６．５×９．５×１０．０ － 陶器
１８０ グンナル・ラーソン 灰皿 １９７２年 ６．０×１２．８ － メラミン樹脂
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②北海道陶芸会５０周年記念
「陶・創造者たち―北の大地と共に―」 新規

北海道陶芸会（HPS）は１９６８年に北海道の窯元１６名に

より発足し、今年５０周年を迎えた。本展では、会員の全

力を注いだ作品に加え、２００４年より交流のあるオレゴン

陶芸家協会（OPA）会員、国内招待作家らによる作品や、

同会と道内各地で行ったワークショップ「アートポー

ル」の成果もあわせて展示した。

出品点数：１４８点

期 日：平成３０年６月２３日（土）～７月１６日（月・祝）２４日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：北海道陶芸会、札幌芸術の森美術館（札幌市芸

術文化財団）、オレゴン陶芸家協会、公益財団

法人北海道文化財団、江別市

後 援：北海道、北海道教育委員会、公益社団法人北海

道国際交流・協力総合センター、札幌市、札幌

市教育委員会、在札幌米国総領事館、公益財団

法人札幌国際プラザ、札幌姉妹都市協会、NHK

札幌放送局、北海道放送株式会社、札幌テレビ

放送株式会社、北海道テレビ放送株式会社、北

海道文化放送株式会社、株式会社テレビ北海道、

株式会社北海道新聞社、株式会社朝日新聞北海

道支社、株式会社読売新聞北海道支社

入場料：一般６００円

入場者数：４，７２４人

関連事業：（１）記念講演「作り手から見た日本陶芸史

（桃山から現代まで）」

期 日：６月２３日（土）１４：００～１５：３０

会 場：札幌芸術の森 アートホール中練習室

講 師：小山耕一（日本工芸会正会員）

参加者数：６５人

（２）講演会「スリップウェアとその展開」

期 日：６月３０日（土）１１：００～１２：００

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

講 師：小山耕一（日本工芸会正会員）

（３）講演会「日本の食卓－器と盛り付け－」

期 日：７月７日（土）１１：００～１２：００

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

講 師：荒井三津子（北海道文教大学客員教

授）

（４）出品作家によるデモンストレーション、

ワークショップ

期 日：６月２３日（土）～２５日（月）、２７日

（水）、２９日（金）、３０日（土）、７月１

日（日）、７日（土）、８日（日）（各

回１時間程度）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

（５）出品作家によるギャラリートーク

期 日：６月２３日（土）～２５日（日）、２７日

（水）、２９日（金）、３０日（土）、７月１

日（日）～１５日（日）（各回４５分程度）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

（６）呈茶席

期 日：７月１日（日）、８日（日）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

関連記事：「オレゴン州の陶芸家との交流が話題」『財界

さっぽろ』２０１８年６月１５日発行、「道陶会５０周

年展 オレゴンから参加」北海道新聞２０１８年

６月２０日朝刊、「ぎゃらりい・北海道陶芸会５０

周年記念展 陶・創造者たち―北の大地と共に

―」週刊まんまる新聞２０１８年６月２２日発行、

「北海道陶芸会５０周年あす記念展開幕 米ポー

トランドからも出展」北海道新聞２０１８年６月

２２日夕刊、「米ポートランドの作品も 北海道

陶芸会が５０周年展」北海道新聞２０１８年６月２７

日夕刊
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出品作品
No. 作家名 作品名 寸法（高さ×幅×奥行cm）

１ 愛澤光司 陶輪 ２５．０×３０．０×１０．０
２ 愛澤光司 縄文のまるい壷 ２３．０×２１．０×２１．０、２８．０×２５．０×２５．０、３０．０×２７．０×２７．０、

３３．０×３０．０×３０．０、３１．０×３１．０×３１．０［５点組］

３ 阿妻一直 鶴首瓶花桃彩 ４０．０×１７．５×１７．５
４ 阿妻一直 変壺花器 ３７．０×３４．０×４０．０
５ 阿妻一直 自然釉大丸皿 ６．０×６０．０×６０．０
６ 荒関雄星 窯変花生 ２０．０×１０．０×１０．０
７ 荒関雄星 辰砂壺 ３５．０×３５．０×３５．０
８ 荒関雄星 焼き締め板皿 ５．０×４２．０×２８．０
９ 石川進一 虚（こ） ３２．０×１６．０×１６．０
１０ 石川進一 無有（むう） ６３．０×５４．０×５４．０
１１ 石川進一 En35@kuriyama.susu ４．５．０×３５．０×３５．０
１２ 石川雅昭 流文鎬扁壷 ４４．５×３９．０×３２．５
１３ 石川雅昭 流文鎬扁壷 ３３．０×２９．０×２４．０
１４ 石川雅昭 流文鎬急須 ９．５×１１．０×１６．０
１５ 上田隆之 灰釉大鉢 ２０．０×４０．０×４０．０
１６ 上田隆之 灰釉組鉢 １０．０×２５．０×２５．０
１７ 上田隆之 灰釉板皿 ５．０×３０．０×５０．０
１８ 岡田浩明 土の鼓動 ３７．５×３６．５×３６．５
１９ 岡田浩明 緋色鉢 １４．０×３１．０×３１．０
２０ 岡田浩明 羽化 ３３．０×５５．０×２８．５
２１ 尾形修一 焼き〆叩き壷 ３３．０×３６．０×３６．０
２２ 尾形修一 焼き〆壷 ６０．０×３７．０×３７．０
２３ 尾形修一 焼き〆大皿 ５．０×６７．０×３１．０
２４ 海藤慎治 時の狭間 ５０．５×２７．５×１９．０
２５ 海藤慎治 マタイの福音書 第７章 第１３、１４節 ２１０．０×９０．０×９０．０
２６ 木村初江 刻（とき）“存” ６８．０×３０．０×２７．０
２７ 木村初江 刻（とき）“在” ６５．０×２７．０×３１．０
２８ 木村初江 刻（とき）“翔” ６７．０×３２．０×３０．０
２９ 小泉満惠 Far Vol.4 Distance L ３０．０×６０．０×１２．０

Far Vol.4 Distance M １８．０×６０．０×１０．０
Far Vol.4 Distance S １４．０×４５．０×７．０

３０ 小泉満惠 Far Vol.5 Sitence ３．０×３８０．０×１２０．０
３１ 小泉満惠 Far Vol.6 Tethereed ２００．０×２００．０×３．０
３２ 小甲楠緒子 Crossing ３０．０×３１．０×３１．０
３３ 小甲楠緒子 陶板「バラと鳥」 ３０．０×６０．０×１１５．０
３４ 小甲楠緒子 水芭蕉文組鉢 Ｌ ８．５．０×３４．０×３４．０［２点組］

水芭蕉文組鉢 Ｓ ６．２×１５．５×１５．５
３５ 小山七郎 輪廻の樹 ６１．５×３６．０×２１．０
３６ 小山七郎 涅槃の境地 １５０．０×３８．０×２６．０
３７ 小山七郎 涅槃の残滓 ５０．０×８０．０×２３．０
３８ 塩入稔 瑠璃釉銀彩花器 ２１．０×３１．０×３１．０
３９ 塩入稔 灰釉瑠璃掛銀彩花生 ２３．０×１６．０×１６．０
４０ 塩入稔 瑠璃釉『白掛組皿』（大）、瑠璃釉『白掛組皿』（中） ５．０×３２．０×３２．０、４．０×２４．０×２４．０
４１ 柴田睦子 月 ３０．０×３０．０×３０．０、１５．０×１５．０×１５．０［２点組］
４２ 柴田睦子 壺１ ２８．０×６５．０×２７．０
４３ 柴田睦子 壺２ ２５．０×５８．０×２５．０
４４ 柴田睦子 彩りの皆具 風炉 ２２．０×３１．０×３１．０
４５ 白戸孝行 レンガ工場の煙突の中で ５１．０×１１．０×１１．０
４６ 白戸孝行 チューブ ２６．０×１２．０×１２．０、２２．０×１０．０×１０．０［５点組］
４７ 白戸孝行 提灯壷 ５０．０×２３．０×２３．０
４８ �井秀樹 灰釉長板皿 ３．５×７１．０×２４．０
４９ �井秀樹 白磁鉢 １５．０×５５．０×５５．０
５０ �井秀樹 天目釉香炉「NZ NIGHT」 １１．５×１３．０×１３．０
５１ �井秀樹 白磁香炉「夢」 １１．５×１０．０×１０．０
５２ �井秀樹 白磁香炉「誕生」 １２．０×９．５．０×９．５．０
５３ 田嶋裕子 森の記憶 ４６．０×５７．０×１５．０［１２点組］
５４ 多田昌代 胤＜TANE＞－はじまる－ ３５．０×４５．０×２２．５
５５ 多田昌代 生まれゆくもの ４０．０×４０．０×４０．０［３点組］
５６ 多田昌代 生きゆくこと ５．０×３０．０×５０．０
５７ 田中豊 霞ただよう ５５．０×３７．０×１０．０
５８ 田中豊 縄文の始まり １８．０×５５．０×１５．０
５９ 田中豊 叫び ２．０×２５．０×２５．０［７点組］
６０ 種谷賢 めぶき２０１８ ４２．０×３０．０×３０．０
６１ 種谷賢 めぶき ３３．０×２２．０×２２．０
６２ 種谷賢 再起 ３０．０×５６．０×３２．０
６３ 張浦華 千の波 ３２．０×２７．０×２３．０
６４ 張浦華 千の波 陶筥 ４７．０×１９．０×１９．０
６５ 張浦華 宝箱 １６．０×４３．０×２５．０
６６ 中村照子 海からの贈り物 ３７．０×２７．０×２７．０
６７ 中村照子 森の王 ３０．０×４２．０×３０．０
６８ 中村照子 むすびつくものたち １４．０×３５．０×３５．０
６９ 中村裕 樹林文花器 ４５．０×３０．０×１４．０
７０ 中村裕 雪原の移りゆく空 朝、雪原の移りゆく空 夕、雪原の移りゆく空 夜 ６３．０×２５．５×１３．５、６１．５×２４．０×２３．０、５９．０×２３．０×１３．０

［３点組］
７１ 中村裕 雪中群馬文陶板 ３．５×２１０．０×８２．５
７２ 錦織宏 大筒 ２８．５×２１．０×２１．０２
７３ 錦織宏 宇宙ステーション １８．０×２８．０×２８．０、１２．０×３２．０×３２．０、１８．０×２８．０×２８．０

［３点組］
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No. 作家名 作品名 寸法（高さ×幅×奥行cm）

７４ 錦織宏 フラストレーション １６．０×１２．０×１２．０、１５．０×１６．０×１６．０、２０．０×１４．０×１４．０
［３点組］

７５ 西村文子 炭化壷 ３０．０×３０．０×３０．０
７６ 西村文子 陶板 風に吹かれて ８９．５×６９．０×４．５
７７ 西村文子 向日葵文陶筥 １３．０×２０．０×２０．０
７８ 八谷弘美 記憶 ２３．０×２４．０×２４．０
７９ 八谷弘美 花器 syu １８．０×４５．０×４５．０
８０ 八谷弘美 花器 mon ４．０×３０．０×２０．０
８１ 原田昭 種子拡散 ４１．０×３１．０×３１．０
８２ 原田昭 種子蘇生 ４８．０×４５．０×４５．０
８３ 原田昭 太古の種子 ４５．０×４５．０×４５．０
８４ 福盛田眞智子 あかり（ほおずき） ３０．０×２８．０×２４．０
８５ 福盛田眞智子 あかり（白菜） １８．５×５４．０×１８．０
８６ 福盛田眞智子 あかり（オクラ） ３４．５×２５．０×２５．０
８７ 福盛田眞智子 鳥（青） ４１．０×３８．０×３０．０
８８ 福盛田眞智子 鳥（白） ３９．０×３３．０×２８．０
８９ 福盛田眞智子 線紋扁壷 ４１．０×３８．０×４０．０
９０ 藤田明子 染付蚊帳目文組皿 Ｌ、染付蚊帳目文組皿 Ｓ ４．５×４１．０×２１．０、３．０×２６．５×１３．５
９１ 藤田明子 染付蚊帳目皿 ３．０×３６．０×３６．０
９２ 前野右子 WEVE －記憶の中に－ ６５．０×３３．０×１４．５
９３ 前野右子 WEVE －平穏－ ２３．５×７５．０×９．５
９４ 前野右子 WEVE －伝播－ ３２．０×２７．０×２７．０
９５ 三上慶耀 青瓷楕円組皿 ８．０×２２．５×２２．５
９６ 三上慶耀 青瓷線文鉢 １６．０×５２．０×５２．０
９７ 三上慶耀 青瓷輪花鉢 １２．０×４０．０×４０．０
９８ 三津和広 flower vase 1 ５７．０×２０．０×２０．０
９９ 三津和広 flower vase 2 ４８．０×１７．０×１７．０
１００ 三津和広 flower vase 3 ３０．０×３０．０×３０．０
１０１ 三津和広 flower vase 4 ３０．０×３０．０×３０．０
１０２ 三津和広 flower vase 5 ３０．０×３０．０×３０．０
１０３ 三橋エリ スリップウェア大皿 １０．０×５３．０×５３．０
１０４ 三橋エリ スリップウェア大壷 ５０．０×４５．０×４５．０
１０５ 三橋エリ ゆめ―旅路 ５０．０×９０．０×９０．０［３８点組］
１０６ 森収吾 無題 ３０．０×１８．０×１８．０［３点組］
１０７ 森収吾 無題２０１１ ２０．０×４０．０×１００．０
１０８ 森収吾 数について ９０．０×５０．０×５０．０
１０９ 山田祥子 緑彩花器 ４２．０×２１．０×７．０
１１０ 山田祥子 てく てく てく ８．０×１２．０×１２．０［１２点組］
１１１ 山田祥子 Black Table ６７．０×１０６．０×２０．０

招待作家作品
１１２ 小山耕一 彩色正燕子幾何文皿 １３．０×５３．０×５３．０
１１３ 室伏英治 Snow Sapphire １８．０×４９．０×４２．０

オレゴン陶芸家協会（OPA）会員作品
１１４ Jane ANDERSON What Wild Salmon Need ５３．０×４３．０×１７．０
１１５ Chris BASKIN Dome Lid Container ２５．５×１７．７５×１７．７５
１１６ Richey BELLINGER Teapot ２５．５×２０．０×１５．０
１１７ Brett BINFORD Out of Control ４６．０×５１．０×３８．０
１１８ Becky CLARK Weeds Or Wildflowers? ４０．５×１７．７５×１７．７５
１１９ Donna COLE Ancient Land, Timeless Sea ３８．０×４７．０×５３．０
１２０ Dave and Boni DEAL Raku River Leaf Print Triptych ６３．５×８６．０×２．５
１２１ Reena DODEJA Golden Harmony １３．０×２３．０×２３．０
１２２ Michelle GALLAGHER Essence Of Tara ５６．０×２３．０×１５．０
１２３ Shiloh GASTELLO Rock and Cragware Tea Bowl ６．０×１０．０×９．０
１２４ Alison HARDIN Shadow Box ４０．５×１３．０×１８．０
１２５ Jeanne HENRY Yellow Orpington Nesting Chicken ３３．０×４８．０×４０．５
１２６ Gail HEYMANN Hero Series １０．０×３３．０×１３．０
１２７ Motoko HORI Snow White Sake Set １２．０×２０．０×１５．０
１２８ Cooper JEPPESEN Frost ２５．５×１５．０×１５．０
１２９ Jim JOHNSTONE Peonies ２５．５×２０．２５×２０．２５
１３０ Jeannie KIM The Love Story １０．０×３３．０×３３．０
１３１ Roberta LAMPERT Ghost Ship １６．５×２０．０×１６．５
１３２ Jason LANEY Wood Fired Vase １９．０×１１．５×１０．０
１３３ Virginia McKINNEY Detritus ２８．０×３０．５×３０．５
１３４ Brad McLEMORE Chord ２０．０×７９．０×１５．０
１３５ Stephen MICKEY Jade Palace １０．０×１０．０×１０．０
１３６ Larry NELSON Tea Time at ACME Boilerworks 4 ２０．０×３３．０×１８．０
１３７ Kimberly OTA Tipsy ６．０×４．０×１０．０
１３８ Nathan PADDOCK Quenched Flow ３４．０×１５．０×２５．０
１３９ Kenneth PINCUS Large Ovoid Bowl With Tenmoku Glaze ２１．５×２６．５×２６．５
１４０ Ruri Flow ２０．０×４６．０×．０
１４１ Steve SANCHEZ Untitled Teabowl 1 ９．０×７．５．０×７．５
１４２ Wally SCHWAB Porcelain Platter ６．３５×２５．５×２５．５
１４３ Brenda SCOTT Keeper １８．０×２５．５×２５．５
１４４ Deborah SHAPIRO Serving Platter ７．５×３３．０×３３．０
１４５ Anshula TAYAL The Mother’s Bowl １０．０×４５．７６×３０．５
１４６ Hanna TRAYHAM Swept ４０．５×１６．５×１６．５
１４７ Natalie WARRENS Crest Of The Wave ２９．０×２６．５×１４．０
１４８ Jenny WATSON Pseudotsuga Menziesii : Doug Fir Vase ２３．０×１５．０×１５．０

芸術の森事業部

主催事業

36



③ブリューゲル展 画家一族１５０年の系譜
新規

１６世紀フランドル（現在のベルギー北部）を代表す

る画家、ピーテル・ブリューゲル１世からひ孫のアブラ

ハムらに至るブリューゲル一族４世代、１５０年に渡る画

業を、貴重なプライベート・コレクションを中心に選び

抜かれた１０１点の作品を通じてたどった。宗教画、風景

画、風俗画、寓意画、静物画など、多岐に渡る作品を、同

時代のフランドルの画家たちが描いた作品とともに展

示した。

出品点数：１０１点

期 日：平成３０年７月２８日（土）～９月２４日（月・休）

４９日間

※８月１日（水）、２日（木）、９月６日（木）

～１３日（木）臨時休館

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

札幌テレビ放送株式会社、株式会社読売新聞社

北海道支社

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 賛：有限会社光村印刷所、石屋製菓株式会社

協 力：日本通運株式会社

企画協力：日本テレビヨーロッパ

特別協力：ARTHEMISIA

入場料：一般１，５００円、高校・大学生８００円、小・中学生６００

円

入場者数：３０，８５５人

関連事業：（１）読売新聞ギャラリーツアー

期 日：８月３日（金）１７：３０～

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：１９人

（２）ミュージアムコンサート

日 時：８月７日（火）１８：００～１８：３０

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

出演者：マルタン・グレゴリウス（第１９代札幌

コンサートホール専属オルガニスト）

参加者数：９２人

（３）Paul’s Cafe

期 日：８月４日（土）、５日（日）、１１日（土・

祝）～１５日（水）、１８日（土）、１９日

（日）

会 場：札幌芸術の森美術館前

（４）ギャラリーツアー

期 日：８月２４日（金）、９月４日（火）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：８月２４日（金）４０人、９月４日（火）

２４人

（５）親子でブリューゲルクイズ

期 日：８月１１日（土・祝）～１９日（日）、２５日

（土）、２６日（日）、９月１日（土）、２

日（日）、１５日（土）～１７日（月・祝）、

２２日（土）～２４日（月・祝）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：４６５組（約１，８６０人）

関連記事：札幌テレビ放送「ジョシスタあいく

的」２０１８年９月３日放送、札幌テレビ

放送「どさんこワイド１７９」２０１８年８

月１３日放送、「農民に光 新境地、ブ

リューゲル展画家一族１５０年の系譜、

２８日から札幌で」読売新聞２０１８年７

月２１日朝刊、「農民絵画 覆した常

識」読売新聞２０１８年８月１１日朝刊、

「５８種類の花 描き分け」読売新聞

２０１８年８月１５日朝刊、「親子供作 理

想郷描く」読売新聞２０１８年８月１６日

朝刊、「大理石に描いた永遠」読売新

聞２０１８年８月２３日朝刊
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④札幌美術展 五十嵐威暢の世界
日本を代表するデザイナーの一人である五十嵐威暢

の展覧会。本展では、デザイナーとしての原点である

１９７３年の個展から、彫刻家としての現在までの仕事の変

貌を示すポスター、プロダクト、彫刻など、１６３点を一堂

に集め、「アートは日常の暮らしと風景によりそうこと

によって、人々の心をさらに豊かなものにする」と考え

制作を続けてきた五十嵐威暢による、デザインとアート

が融合する無二の世界を紹介した。

出品点数：１６３点

期 日：平成３０年１０月６日（土）～１１月２５日（日）４８日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社北海道新聞社

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：大塚オーミ陶業株式会社、株式会社エイチエイ

チスタイル、株式会社竹尾、株式会社中川ケミ

カル、株式会社ニッタクス、竹尾アーカイヴズ、

六花亭製菓株式会社

助 成：芸術文化振興基金、ニトリ北海道応援基金、公

益財団法人花王芸術・科学財団、伊藤組１００年記

念基金

入場料：一般１，０００円、高校・大学生７００円、小・中学生４００円

入場者数：７，０３８人

関連事業：（１）アーティスト・トーク

期 日：１０月１３日（土）１４：００～（１時間程度）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：１２８人

（２）ワークショップ「あそびから始めよう－

５００種類の紙」

期 日：１１月３日（土・祝）１３：００～

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加者数：１５人

（３）ワークショップ「あそびから始めよう－

カッティングシート」

期 日：１１月４日（日）１３：００～

会 場：クラフト工房大制作室

参加者数：１５人

（４）対談 五十嵐威暢×原研哉

期 日：１１月１７日（日）１４：００～（１時間程度）

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：２６６人

関連記事：「出品作家が自らの作品を語る貴重な機会」『ふ

りっぱー』１０月号 ２０１８年９月発行、「ミュー

ジアムインフォメーション」『アルテピア』第

７３号 ２０１８年９月発行、「北海道を元気にする

デザインと彫刻」『美術展ぴあ２０１８秋冬号』

２０１８年９月１０日発行、「札幌の街をアート散

策」『るるぶFREE秋 札幌』２０１８年９月１５日発

行、「デザインとアートが融合する無二の世界」

『ふりっぱー』１１月号 ２０１８年１０月発行、「ほっ

かいどうアート紀行・滝川 彫刻とデザインを

往還する五十嵐威暢」朝日新聞２０１８年１０月１０

日夕刊、「札幌美術展 五十嵐威暢の世界」『ポ

ロコ』１１月号 ２０１８年１０月２０日発行、「自然と

呼び交わす「つくる」楽しさ」『JRタワー・アー

トシーン』２０１８年１０月２０日発行、「デザイン、

彫刻 ５０年の軌跡 五十嵐威暢さん札幌芸術

の森で作品展」北海道新聞２０１８年１０月２７日夕

刊、「“即興と偶然と記憶”が生むアート五十嵐威

暢“変貌”に迫る」『CENTURION Magazine

Japan AUTUMUN 2018』２０１８年発行
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出品作品
No. 作者名 作品名 制作年（再制作年） 技法、素材 寸法（縦×横cm、あるいは

高さ×幅×奥行cm）
所蔵者

１章 １９７３年 デザイナーとして発つ
１ 五十嵐威暢 動物イラストレーション サカナ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 ８０．０×８０．０ 作家
２ 五十嵐威暢 動物イラストレーション カニ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 ８０．０×８０．０ 作家
３ 五十嵐威暢 動物イラストレーション ゾウ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 ２２０．０×２２０．０ 作家
４ 五十嵐威暢 動物イラストレーション サイ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 ２２０．０×２２０．０ 作家
５ 五十嵐威暢 動物イラストレーション ライオ

ン
１９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 ２２０．０×２２０．０ 作家

６ 五十嵐威暢 動物イラストレーション イヌ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 １１０．０×１１０．０ 作家
７ 五十嵐威暢 動物イラストレーション クジャ

ク
１９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 １１０．０×１１０．０ 作家

８ 五十嵐威暢 動物イラストレーション イカ １９７３年（２０１８年） シルクスクリーン、合板 １１０．０×１１０．０ 作家

２章 CI,VI
９ 五十嵐威暢 シンボルマーク ノーリツ １９８４年 － － －
１０ 五十嵐威暢 シンボルマーク JRタワー ２００３年 － － －
１１ 五十嵐威暢 シンボルマーク 多摩美術大学 １９９５年 － － －
１２ 五十嵐威暢 シンボルマーク カルピス食品工業 １９８３年 － － －
１３ 五十嵐威暢 ロゴタイプ PARCO PART3 １９８１年 － － －
１４ 五十嵐威暢 VIデザイン 金沢工業大学 １９８３年 － － －
１５ 五十嵐威暢 CIデザイン サミットストア １９７６年 － － －
１６ 五十嵐威暢 VIデザイン 三井銀行 １９８４年 － － －
１７ 五十嵐威暢 VIデザイン サントリー １９９０年 － － －
１８ 五十嵐威暢 ロゴタイプ 明治乳業 １９８６年 － － －
１９ 五十嵐威暢 VIデザイン 王子製紙 １９９６年 － － －
２０ 五十嵐威暢 VIデザイン 望楼NOGUCHI

登別
２００６年 － － －

２１ 五十嵐威暢 シンボルマーク
ポリゴン・ピクチュアズ

１９８７年 － － －

２２ 五十嵐威暢 明治乳業 デザイン提案記録 １９８６年頃 － － －

３章 科学と芸術 アクソノメトリック図法の試み
２３ 五十嵐威暢 ポストカード 五十嵐威暢展② １９７５年 オフセット印刷 １５．０×１０．０ 作家
２４ 五十嵐威暢 アートポスター １９７５年 オフセット印刷 １０３．０×７２．８ 作家
２５ 五十嵐威暢 ポスター 内田繁展 １９７５年 オフセット印刷 ７３．０×５１．５ 作家
２６ 五十嵐威暢 ポスター『アイデア別冊 アメリ

カ西海岸のグラフィックデザイ
ナー』

１９７５年 オフセット印刷 １０３．０×７２．８ 作家

２７ 五十嵐威暢 ポスター ZEN環境設計 １９７６年 オフセット印刷 ７２．５×１０２．５ 作家
２８ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第５回） １９７３年 オフセット印刷、紙 ７２．５×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
２９ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第１１回） １９７９年 オフセット印刷、紙 ７２．５×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
３０ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第１２回） １９８０年 オフセット印刷、紙 ７２．５×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
３１ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第１４回） １９８２年 オフセット印刷、紙 ７２．５×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
３２ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第１５回） １９８３年 オフセット印刷、紙 ７２．５×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
３３ 五十嵐威暢 ポスター サマージャズ（第１７回） １９７６～１９８４年 オフセット印刷、紙 ７３．０×５１．５ 竹尾アーカイヴズ
３４ 五十嵐威暢 ポスター EXPO’８５ １９８２年 オフセット印刷、紙 １０３．０×７２．８ 竹尾アーカイヴズ
３５ 五十嵐威暢 ポスター 第９回（昭和５９年度）

神奈川芸術祭
１９８４年 オフセット印刷、紙 １０３．０×７２．８ 竹尾アーカイヴズ

３６ 五十嵐威暢 ポスター
NEW POLAROID IMPULSE

１９８８年 オフセット印刷、紙 ８８．０×５８．５ 竹尾アーカイヴズ

３７ 五十嵐威暢 ポスター French Revolution ’88 １９８８年 オフセット印刷、紙 ８４．０×５９．５ 竹尾アーカイヴズ
３８ 五十嵐威暢 ポスター ハワイのグラフィック

デザイン展
１９８２年 オフセット印刷、紙 １０３．０×７２．８ 竹尾アーカイヴズ

３９ 五十嵐威暢 ポスター 能 １９８１年 オフセット印刷、紙 ７２．８×１０３．０ 竹尾アーカイヴズ
４０ 五十嵐威暢 ポスター 五十嵐威暢講演会 １９８７年 オフセット印刷、紙 ７６．０×１０１．５ 竹尾アーカイヴズ
４１ 五十嵐威暢 MoMA ポスターカレンダーのた

めの色指定書
１９８４～１９９１年頃 インク、色鉛筆、紙 竹尾アーカイヴズ

４２ 五十嵐威暢 ＭｏＭＡ ポスターカレンダー １９８４～１９９１年
※出品は１９８４年（４、６、９月）、
１９８８年（３、１０、１２月）、１９８９
年（７月）、１９９０年（９月）

オフセット印刷、紙 各７２．８×１０３．０［８点］ 竹尾アーカイヴズ

４３ 五十嵐威暢 MoMA ショッピングバッグ １９８４年 ビニール、紐 ４２．０×３３．５×１８．０ 竹尾アーカイヴズ
４４ 五十嵐威暢 MoMA ショッピングバッグ １９９２年 紙、紐 ３４．２×２３．０×１３．３ 竹尾アーカイヴズ
４５ 五十嵐威暢 ザンダースカレンダー １９８９年 オフセット印刷、紙 ５７．７×８０．０ 作家
１６１ － MUTOH Drafting Machine － － ２４．０×８３．５×６２．０ 作家

４章 平面から立体へ ―三次元での結実
４６ 五十嵐威暢 クローム＋ゴールド アルファ

ベット彫刻 Ｚ
１９８１年 真鍮、クロームメッキ、金

メッキ
３０．０×３０．０×３０．０ 竹尾アーカイヴズ

４７ 五十嵐威暢 アーチアルファベット Ｒ １９８６年 アルミニウム ６．０×１２．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
４８ 五十嵐威暢 アーチアルファベット Ｃ １９８６年 アルミニウム ６．０×１２．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
４９ 五十嵐威暢 アーチアルファベット Ｎ １９８６年 アルミニウム ５．５×１０．０×１０．０ 竹尾アーカイヴズ
５０ 五十嵐威暢 アーチアルファベット Ａ １９８６年 アルミニウム １２．０×１２．０×６．０ 竹尾アーカイヴズ
５１ 五十嵐威暢 アーチアルファベット Ｈ １９８６年 アルミニウム １２．０×１２．０×５．５ 竹尾アーカイヴズ
５２ 五十嵐威暢 ダイヤモンドカットアルファベット Ｗ １９８１年 アルミニウム、ダイヤモン

ドカット
１２．０×１７．０×６．０ 竹尾アーカイヴズ

５３ 五十嵐威暢 ダイヤモンドカットアルファベット Ｖ １９８１年 アルミニウム、ダイヤモン
ドカット

１２．０×１０．０×６．０ 竹尾アーカイヴズ

５４ 五十嵐威暢 ダイヤモンドカットアルファベット Ｆ １９８１年 アルミニウム、ダイヤモン
ドカット

１２．０×９．０×９．０ 竹尾アーカイヴズ

５５ 五十嵐威暢 ダイヤモンドカットアルファベット Ａ １９８１年 アルミニウム、ダイヤモン
ドカット

１７．５×３０．５×３０．０ 竹尾アーカイヴズ

５６ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ａ １９８３年 アルミニウム １３．０×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
５７ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｂ １９８３年 アルミニウム １３．０×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
５８ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｃ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ

芸術の森事業部
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No. 作者名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（縦×横cm、あるいは
高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

５９ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｄ １９８３年 アルミニウム １３．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
６０ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｅ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×９．４ 竹尾アーカイヴズ
６１ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｆ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
６２ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｇ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×９．４ 竹尾アーカイヴズ
６３ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｈ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１０．４ 竹尾アーカイヴズ
６４ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｉ １９８３年 アルミニウム １４．０×４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
６５ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｊ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
６６ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｋ １９８３年 アルミニウム １３．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
６７ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｌ １９８３年 アルミニウム １１．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
６８ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｍ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
６９ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｎ １９８３年 アルミニウム １３．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
７０ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｏ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×９．０ 竹尾アーカイヴズ
７１ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｐ １９８３年 アルミニウム １２．５×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
７２ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｑ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
７３ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｒ １９８３年 アルミニウム １２．５×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
７４ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｓ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
７５ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｔ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１２．６ 竹尾アーカイヴズ
７６ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｕ １９８３年 アルミニウム １２．０×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
７７ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｖ １９８３年 アルミニウム １４．６×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
７８ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｗ １９８３年 アルミニウム １６．０×１４．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ
７９ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｘ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×９．４ 竹尾アーカイヴズ
８０ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｙ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×１０．４ 竹尾アーカイヴズ
８１ 五十嵐威暢 アルミニウムアルファベット Ｚ １９８３年 アルミニウム １４．０×１４．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
８２ 五十嵐威暢 CSデザイン賞トロフィ １９８２年 真鍮、金メッキ、クローム

メッキ
トロフィー：７．６×φ１０．０～１７．５ 竹尾アーカイヴズ

８３ 五十嵐威暢 CSデザイン賞トロフィ １９８８年 真鍮、金メッキ、クローム
メッキ

木箱：１１．０×φ１３．８ 中川ケミカル

８４ 五十嵐威暢 日本タイポグラフィ協会 彫刻「Ｔ」 １９９５年 木 トロフィー：７．６×φ１０．０～１７．５ 竹尾アーカイヴズ
８５ 五十嵐威暢 Africa Prizeトロフィ １９８７年 アルミニウム 木箱：１１．０×φ１３．８ 作家
８６ 五十嵐威暢 彫刻「響」 マケット １９８６年 ABS樹脂 ３３．０×３７．０×３７．０ 竹尾アーカイヴズ
８７ 五十嵐威暢 ナイキ１８０エアシューズキャン

ペーンのための彫刻 ナイキ１８０
１９９０年 アルミニウム ２５．０×２５．０×１２．０ 竹尾アーカイヴズ

８８ 五十嵐威暢 彫刻「３」 マケット １９８５年 ABS樹脂 ９．１×９．１×１４．５ 竹尾アーカイヴズ

５章 生活をデザインする
８９ 五十嵐威暢 レガム コードレステレフォン １９８９年 プラスティック 本 体：２２．２×１６．６×９．９ 子

機：３４．５×５．５×８．５
竹尾アーカイヴズ

９０ 五十嵐威暢 レガム コードレステレフォン １９８９年 プラスティック 本 体：２２．２×１６．６×９．９ 子
機：３４．５×５．５×８．５

竹尾アーカイヴズ

９１ 五十嵐威暢 FISSO デスクトップ・アクセサリー １９８８年 アルミニウム、ステンレス
鋼、プラスティックほか

２６．５×４０．０×３３．５ 竹尾アーカイヴズ

９２ 五十嵐威暢 ヒュバリスティ ガーデンツール
セット

１９８８年 プラスティック、アルミ合
金、ステンレス鋼ほか

２４．５×２８．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ

９３ 五十嵐威暢 ヒュバリスティ ガーデンツール
セット

１９８８年 プラスティック、アルミ合
金、ステンレス鋼ほか

２４．５×２８．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ

９４ 五十嵐威暢 ヒュバリスティ ガーデンツール
セット

１９８８年 プラスティック、アルミ合
金、ステンレス鋼ほか

２４．５×２８．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ

９５ 五十嵐威暢 鋳物大皿 ビッグホール（プロト
タイプ）

１９８９年 鋳鉄 ５．５×φ３６．０ 竹尾アーカイヴズ

９６ 五十嵐威暢 鋳物スツール １９８９年 鋳鉄、アルミニウム ４５．０×４２．０×３８．０ 竹尾アーカイヴズ
９７ 五十嵐威暢 鋳物花器 KAZE Vase（円） １９９２年 鋳鉄 ２４．０×１２．０×１１．０ 竹尾アーカイヴズ
９８ 五十嵐威暢 鋳物花器 KAZE Vase（三角） １９９２年 鋳鉄 ２６．０×１３．５×１０．５ 竹尾アーカイヴズ
９９ 五十嵐威暢 鋳物花器 KAZE Vase（四角） １９９２年 鋳鉄 ２６．０×１４．５×１６．５ 竹尾アーカイヴズ
１００ 五十嵐威暢 Urushi １９９０年 木、漆 １０．０×２２．２×３４．５ 作家
１０１ 五十嵐威暢 Nami Light １９９３年 ワーロン紙、鉄、スナップ

ほか
７５．０×φ２２．０ 竹尾アーカイヴズ

１０２ 五十嵐威暢 ポスター リビングオブジェクト展 １９８９年 オフセット印刷、裁断、ス
テッチ、鉄

５０．０×５０．０ 作家

１０３ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０４ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０５ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０６ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０７ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０８ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA マグカップ １９９３年 陶器 １１．５×８．８ 竹尾アーカイヴズ
１０９ 五十嵐威暢 Y•M•D TSUBASA ポット １９９３年 陶器 １２．８×１４．０×１１．５ 竹尾アーカイヴズ
１１０ 五十嵐威暢 醤油さし １９９５年 ガラス ９．５×φ８．０ 竹尾アーカイヴズ
１１１ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル

セッティング
１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 ２９．０×７．９ 竹尾アーカイヴズ

１１２ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 各 ２９．５×７．３［２点組］ 竹尾アーカイヴズ

１１３ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 各 ２９．０×２．５［２点組］ 竹尾アーカイヴズ

１１４ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 １９．０×６．５×５．０ 竹尾アーカイヴズ

１１５ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 ８．８～１９．７×０．８～５．０ 竹尾アーカイヴズ

１１６ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 各 ３．５×５．０×５．０［１３点組］ 竹尾アーカイヴズ

１１７ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 ポット：各 ９．０×８．０×８．０ 竹尾アーカイヴズ

１１８ 五十嵐威暢 Y•M•D ステンレステーブル
セッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 － 竹尾アーカイヴズ

芸術の森美術館事業
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No. 作者名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（縦×横cm、あるいは
高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１１９ 五十嵐威暢 Y•M•D
ステンレステーブルセッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 － 竹尾アーカイヴズ

１２０ 五十嵐威暢 Y•M•D
ステンレステーブルセッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 － 竹尾アーカイヴズ

１２１ 五十嵐威暢 Y•M•D
ステンレステーブルセッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 － 竹尾アーカイヴズ

１２２ 五十嵐威暢 Y•M•D
ステンレステーブルセッティング

１９８９～１９９４年 ステンレス鋼 － 竹尾アーカイヴズ

１２３ 五十嵐威暢 リーディンググラス １９９５年 プラスティック ２．５×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
１２４ 五十嵐威暢 リーディンググラス １９９５年 プラスティック ２．５×１４．０×１４．０ 竹尾アーカイヴズ
１２５ 五十嵐威暢 OUN クロック １９８７年 真鍮 １０．０×１０．０×１０．０ 竹尾アーカイヴズ
１２６ 五十嵐威暢 eki クロック ２００５年 アルミニウム、ガラス ４．０×９．５ 竹尾アーカイヴズ
１２７ 五十嵐威暢 eki クロック ２００５年 アルミニウム、ガラス ４．０×９．５ 竹尾アーカイヴズ
１２８ 五十嵐威暢 JR タワー 星の大時計 クロック ２００７年 アルミニウム、ガラス ４．０×２０．０ 竹尾アーカイヴズ
１２９ 五十嵐威暢 eki ウォッチ ２００５年 ステンレス鋼、サファイア

ガラス、牛革、クォーツ
０．７５×２３．７×１．５ 竹尾アーカイヴズ

１３０ 五十嵐威暢 eki ウォッチ ２００５年 ステンレス鋼、サファイア
ガラス、牛革、クォーツ

０．７５×２３．７×１．５ 竹尾アーカイヴズ

１３１ 五十嵐威暢 eki ウォッチ ２０１７年 ステンレス鋼、サファイア
ガラス、牛革、クォーツ

０．７５×２４．０×１．７ 株式会社designshop

１３２ 五十嵐威暢 eki ウォッチ ２０１７年 ステンレス鋼、サファイア
ガラス、牛革、クォーツ

０．７５×２４．０×１．７ 株式会社designshop

６章 彫刻家として―偶然と即興
１３３ 五十嵐威暢 雲 １９９８年 大理石 １８．０×７４．０×７５．５ 作家
１３４ 五十嵐威暢 スノウマウンテン ２０００年 大理石 ２１．６×４８．３×３３．０ 作家
１３５ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling ２００２年 木、アクリル絵具 ８６．５×９１．５×４．０ 作家
１３６ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／Palmdale ２０００年 木、アクリル絵具 ７３．０×７８．５×５．０ 株式会社エイチエイチスタイル
１３７ 五十嵐威暢 森のざわめき ２０１８年 合板、墨汁、絹糸 ２３０．９×９８７．０×１１０．０

［６パーツ］
作家

１３８ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／土の心 ２０１８年 木、アクリル絵具 １７５．０×１７５．０×５．８ 作家
１３９ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／森の心 ２０１８年 木、アクリル絵具 １７５．０×１７５．０×６．０ 作家
１４０ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／冬の心 ２０１８年 木、アクリル絵具 １７５．０×１７５．０×５．７ 作家
１４１ 五十嵐威暢 深い海 ２０１８年 テラコッタ １５０．０×２９９．７×２０．０

［１０２パーツ］
作家

１４２ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／夏の碧 ２０１８年 木、アクリル絵具 １００．０×３００．０×５．５ 作家
１４３ 五十嵐威暢 Horizontal Feeling／菜の花 ２０１８年 木、アクリル絵具 １００．０×２００．０×５．９ 作家
１４４ 五十嵐威暢 終わりのない道筋 其の一 ２０１２年 テラコッタ １９．３×φ２４０．０［１８パーツ、欠片

４点］
作家

１４５ 五十嵐威暢 こもれび ２００８年 合板、アクリル絵具 各３００．０×３００．０［５点］ 六花亭製菓株式会社

７章 パブリック・アート
１４６ 五十嵐威暢 波光 マケット １９９９年 コールテン鋼 ８０．０×８０．０×８０．０ 作家
１４７ 五十嵐威暢 Kumo マケット １９９６年 鉄、ステンレス鋼 ６８．０×７０．０×２８．０ 作家
１４８ 五十嵐威暢 Dragon Spine マケット ２０００年 合板 ９０．０×７．５×６．５ 作家
１４９ 五十嵐威暢 浮宙人 モデル １９９５年 木 （ａ）４５．３×１２．０×８．０、

（ｂ）４５．５×１２．０×１０．０、
（ｃ）４５．５×１２．０×８．０

竹尾アーカイヴズ

１５０ 五十嵐威暢 縄文の谷 マケット ２００１年 木 ９．０×９０．０×３００．０ 作家
１５１ 五十嵐威暢 舟「風の彼方へ」 マケット １９９５年 紙 ４．６×６０．０×４．６ 作家
１５２ 五十嵐威暢 山並みのリズム マケット ２０１２年 木 ３９．７×８５．２×３．５ 作家
１５３ 五十嵐威暢 ベンチ マケット ２０００年 木 ４．０×３４．５×９．０、

４．４×３３．０×７．０
作家

１５４ 五十嵐威暢 新十津川町立吉野小学校閉校記念
碑 マケット

２００８年 木 （ａ）１０．５×１７．０×５０．０、
（ｂ）１０．０×１７．０×５０．０

作家

１５５ 五十嵐威暢 波のリズム マケット １９９９年 木 ２５．３×１０１．３×３．４ 個人蔵
１５６ 五十嵐威暢 山河風光 マケット ２００２年 木 ３０．４×１２０．０×４．０ 作家
１５７ 五十嵐威暢 大地（彫刻）、水源（噴水）

マケット
２００９年 木、アクリル板 １４．８×４２．７×３２．４ 作家

１５８ 五十嵐威暢 森と海と人の賛歌 原画 ２０１１年 紙、アクリル絵具 （ａ）６２．７×１１０．７、
（ｂ）６２．７×１１３．７

作家

１５９ 五十嵐威暢 こもれび マケット ２００６年 鉄に塗装 ２５．０×φ１０．０ 作家
１６０ 五十嵐威暢 シュ、シャ、シッ 空と水と光に

捧げる詩 原画
２０１５年 色紙 ５０．０×４４．０ 作家

中庭、渡り廊下：無意識の庭
１６２ 五十嵐威暢 ころころ ２０１８年 ステンレス鋼ミラー球 φ３．０×５１点、φ４．０×１２１点、φ

６．０×７１点、φ８．０×４１点、φ１０．０
×３１点、φ１２．０×５点、φ１５．０×
２点、φ１８．０×２点、φ２０．０×２
点［３２６点］

作家

１６３ 五十嵐威暢 ふわふわ ２０１８年 透明色装飾用シート 各２２０．０×１７０．０［１０点］ 作家
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（高さ×幅×奥行cm）

１ 柿�熙 林縁から―転生 ２０１４年 アクリル絵具、木（カツラ） ７６．５×５０．５×３３．０、１８．２×４７．６×４．７、１９．５
×１９．７×６．４、２２．０×１９．７×８．２、１９．３×３１．５
×９．２、２３．４×４４．０×５．２、１２．０×１２．８×
１０．５、１８．８×２５．６×７．１、２６．０×１９．２×７．４、
１９．７×２３．９×６．５、１４．９×３４．３×１０．０、２８．６
×３０．４×８．４、１６．１×２３．２×１０．５、１７．４×
１７．０×６．２、２６．０×４１．８×４．７、２０．２×１６．３×
７．５、１８．４×２５．２×４．８［１７点］

⑤札幌芸術の森美術館コレクション選
新収蔵記念 林縁から
都度テーマを設定し収蔵作品を継続的に紹介してき

た「札幌芸術の森美術館コレクション選」において、平

成３０年に新たに収蔵した、留萌出身の現代美術家、柿�
煕の作品を展示した。

出品点数：１点

期 日：前期 平成３０年４月１日（日）～６月１０日（日）

後期 平成３０年６月２３日（土）～７月１６日（月・祝）

９１日間

会 場：札幌芸術の森美術館 Ｂ展示室

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

入場者数：１３，４４５人

芸術の森美術館事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm）

１ 五十嵐威暢 ころころ ２０１８年 ステンレス鋼ミラー球 各φ３．０（５１点）
各φ４．０（１２１点）
各φ６．０（７１点）
各φ８．０（４１点）
各φ１０．０（３１点）
各φ１２．０（５点）
各φ１５．０（２点）
各φ１８．０（２点）
各φ２０．０（２点）［３２６点］

２ 五十嵐威暢 ふわふわ ２０１８年 透明色装飾用シート ２２０．０×１７０．０［１０点］

⑥中庭インスタレーション
五十嵐威暢の世界 無意識の庭
滝川出身のデザイナー・彫刻家の五十嵐威暢（１９４４～）

によるインスタレーション。「天と地のエネルギー」、

「即興と偶然と記憶」をテーマに、美術館中庭および渡

り廊下に作品を展開した。

出品点数：２点

期 日：平成３０年７月２８日（土）～１１月２５日（日）

１０８日間

※８月１日（水）、２日（木）、９月６日（木）

～１３日（木）臨時休館

会 場：札幌芸術の森美術館 渡り廊下・中庭

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

関連記事：「自然×アートのコラボレーション」『ふりっ

ぱー』２０１８年９月号 ２０１８年８月２１日発行、

「“即興と偶然と記憶”が生むアート、五十嵐威

暢の“変貌”に迫る」『CENTURION Magazine

Japan AUTUMUN 2018』２０１８年発行

芸術の森事業部

主催事業

46



�教育普及事業

①佐藤忠良記念子どもアトリエワークショップ
事前予約、または予約なしで創作体験できるプログラ

ムのほか、小学校の自由研究向けのワークショップを開

催した。

関連記事：『子どもの学びガイド 夏休み①号』２０１８年６

月発行、『広報さっぽろ』３月号、『ほっかい

どう体験型観光ガイド』北海道石狩振興局管

内体験型観光施設詳細情報２０１８年４月

［ワークショップ］

（１）ねんどで彫刻

期 日：通年

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加料：３００円

参加者数：１，４２７人

（２）ねんどにお絵かき！

ねんどでハリネズミを３体つくり、カラフルなペンで

顔や模様を自由に描くワークショップを実施した。

期 日：平成３０年４月～６月

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：８００円

参加者数：１２９人

（３）芸術の森スプリングフェスタ関連イベント

「つちぶえデコレーション」

あらかじめ焼成したつちぶえに、モールやフェルトを

自由に接着したり、ペンで模様を描いたりなど、好きな

生き物を制作した。

期 日：平成３０年４月２９日（日・祝）

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：５２人

（４）ちょうちょコレクション

石版の表面にやすりを掛け、そこに下絵を転写して

ちょうちょを２匹並べ着彩。標本のように制作した。

期 日：平成３０年７月～８月

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：１２８人

�野外美術館

①ボランティアによる作品解説及び鑑賞サポート
研修を積んだボランティアスタッフによる一般来館

者への作品解説及びハロー！ミュージアム〈美術館コー

ス、野外美術館コース、彫刻美術館コース〉参加児童へ

の作品鑑賞サポートを行った。

期 日：平成３０年４月２９日（日・祝）～１１月３日（土・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

参加人数：５８３人

解説スタッフ：３１人

②彫刻鑑賞ノート、野外美術館シールマップ
札幌芸術の森野外美術館の鑑賞の手引となる小冊子

を各一冊２５０円で販売した。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森野外美術館発券所、佐藤忠良記念

子どもアトリエ、芸術の森美術館ミュージアム

ショップ

販売数：彫刻鑑賞ノート…１９５冊

野外美術館シールマップ…３８冊

③わん・わん・よい日
野外美術館に、愛犬とともに入館できる特別開放日と

して開催した。併せて、犬に関する小物づくりのワーク

ショップなどを開催した。

期 日：平成３０年６月１７日（日）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

入場者数：５８６人、犬３８１頭（Wan Wanフェスティバル入

場の犬も含む）

④Wan Wanフェスティバル
愛犬と飼い主が一緒に参加できる第３回Wan Wan

フェスティバルを開催し、犬の運動会や野外美術館の彫

刻作品を愛犬と一緒にめぐるイベントを開催した。

期 日：平成３０年６月１７日（日）

会 場：札幌芸術の森美術館 前庭

入場者数：１９４人（９７組）

⑤芸森かんじきウォーク
かんじきと長靴を無料で貸し出し、雪景色の中の彫刻

を鑑賞できる機会を提供した。今回初めて「彫刻めぐり

ポイントラリー」を開催。

期 日：平成３１年１月５日（土）～３月１０日（日）５６日間

会 場：札幌芸術の森野外美術館

入場者数：１，７２８人

芸術の森美術館事業
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（５）芸森ハッピーバースデー関連イベント

「ねんどフェスタ！」

軽量の樹脂粘土４色（赤、青、黄色、白）で、見本や

図鑑を参考にしながら、自由に制作するワークショップ

を実施した。

期 日：平成３０年７月２９日（日）

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：５００円

参加者数：３７人

（６）芸森あったかサンキューデー関連イベント

「ねんどフェスタ！」

軽量の樹脂粘土４色（赤、青、黄色、白）で、見本や

図鑑を参考にしながら、自由に制作するワークショップ

を実施した。

期 日：平成３０年１１月３日（土・祝）

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：５００円

参加者数：４６人

（７）まるっとハンド像

型どり材に手を入れて固めた後、溶かした石こうを流

し入れ、リアルな手の石こう像を制作した。

期 日：平成３０年１２月～平成３１年１月

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：７７人

（８）雪あかりの祭典関連イベント

「雪だるまデコレーション」

軽量の樹脂粘土に、絵の具を混ぜてビーズを飾り付け、

カラフルな雪だるまを制作した。

期 日：平成３１年１月２６日（土）

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：１４人

（９）ちびっこ油絵

未就学児も参加できる油絵の入門ワークショップと

して開催。キャンバスに自由に油絵の具を塗り、質感を

楽しみながら絵を描いた。

期 日：平成３１年２月～３月

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：１３１人

②子どもの文化芸術体験事業
ハロー！ミュージアム
主に市内の公立小学校５年生児童を対象に、鑑賞活動

及び表現活動の楽しさを体験するプログラムを実施。

実施前に会場見学会として、各コースの会場において、

活動内容や手続き等の説明及び事前学習に関する模擬

授業を行い、教材「事前学習キット」を配付した。

【芸術の森美術館コース】

札幌芸術の森美術館／鑑賞

【野外美術館コース】

札幌芸術の森野外美術館／鑑賞

【子どもアトリエコース】

佐藤忠良記念子どもアトリエ／鑑賞＋表現

【彫刻美術館コース】

本郷新記念札幌彫刻美術館／鑑賞

期 日：平成３０年４月２６日（木）～平成３１年２月２１日（木）

会 場：札幌芸術の森美術館、野外美術館、佐藤忠良記

念子どもアトリエ、本郷新記念札幌彫刻美術館

本館・記念館

主 催：札幌芸術の森美術館、本郷新記念札幌彫刻美術

館（札幌市芸術文化財団）

参加児童数：１４，４９１人

参加学校数：市内小学校２００校

（芸術の森美術館コース６４校、野外美術館

コース６６校、子どもアトリエコース４８校、

彫刻美術館コース２２校）

＊地震のため中止の学校は、４校。

対 象：札幌市内の小学校５年生

芸術の森事業部
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�利用促進

①ミュージアムショップ運営
平成２５年度より美術館が直接運営し、展覧会関連グッ

ズ及び図録、地元作家の作品やオリジナルグッズを販売

した。

（１）グッズ販売

展覧会関連グッズをはじめ、アーティストの作品をモ

チーフにしたり、デザイン性に富んだグッズ等を販売し

た。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（２）アーティストグッズ販売

ミュージアムショップの一部に地域作家の作品やグッ

ズを取り扱う「アーティスト・グッズコーナー」を設け、

販売。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（３）オリジナルグッズ販売

道内作家書き下ろしによるマスキングテープや収蔵

作品ポストカードなどを販売した。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（４）佐藤忠良記念子どもアトリエ

佐藤忠良の所蔵作品のオリジナルポストカードを販

売。

期 日：通年

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

（５）彫刻鑑賞ノート・野外美術館シールマップ

野外美術館の鑑賞の手引きとなる小冊子及び作品を

かたどったシールをマップ上に貼って楽しく彫刻を学

ぶブックレットを販売。

期 日：通年

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

�人材育成

①博物館実習生受け入れ
北海道教育大学の学生２人を対象として博物館実習

を行った。

期 日：平成３０年１０月９日（火）～１２日（金）、

１５日（月）、１６日（火） ６日間

②ボランティア受け入れ
【ボランティア】

平成６年から継続している野外美術館の作品解説に

引き続き活動の場を提供するとともに、資質を高めるべ

く、研修を行った。

作品解説ボランティア：３１人

活動期間：通年

【協力員（資料整理部）】

１０名が登録。新聞記事のスクラップ・スキャン・リスト

化、供覧物の仕分け、ＤＭスキャン・リスト化、旧蔵図書

整理、展覧会関連作業。

資料整理部：１０人

活動期間：通年

【協力員（教育サービス部）】

子どもの文化芸術体験事業「ハロー！ミュージアム」

の参加校増加に伴い、平成２３年度から体験授業の補助を

行うため導入。毎年募集し、養成講座を行い、育成指導

している。

教育サービス部：４４人

活動期間：通年

芸術の森美術館事業
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刊行物 規格 頁数 編集・発行

「五十嵐威暢の世界 無意識の庭」図録 H206×W111 14頁 編集／札幌芸術の森美術館、発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団
「札幌美術展 五十嵐威暢の世界」図録 AB判 160頁 編集／札幌芸術の森美術館、発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

技法的区分 点 数 構成比

分野別内訳
＊（ ）内は、平成３０年度収蔵作品数

取得方法別 小 計
北海道の美術 日本の

近現代美術 海外の美術

油彩画 ６２５ ３８．１％ ６０７
（１３） １８ ―

購入 ８
受贈 ５９４
管理換 ２３

水彩・素描 １４５ ８．８％ ９７ ４５
（１） ３

購入 ２３
受贈 １２１
管理換 １

日本画 ４０ ２．４％ ３８ ２ ―
購入 ―
受贈 ３７
管理換 ３

版画 ２９８ １８．２％ ２５４
（１５）

２３
（４）

２１
（２）

購入 ５
受贈 ２９２
管理換 １

写真 ７５ ４．６％ ２９ ４５ １
購入 ―
受贈 ７５

彫刻

３３２ ２０．２％

１５２
（２０）

７７
（１５） ２９

購入 １００
受贈 １５７
管理換 １

野外美術館の
彫刻 ２１ ４０ １３

購入 ６７
受贈 ２
賃借 ５

工芸 ８ ０．５％ ７ １ ―
購入 ―
受贈 ８

部族芸術 １１８ ７．２％ ０ ０ １１８
購入 ―
受贈 １１８

合 計 １，６４１ １００．０％
１，２０５
（４８）

２５１
（２０）

１８５
（２）

１，６４１
（７０）

７３．４％ １５．３％ １１．３％ １００．０％

札幌芸術の森美術館 所蔵作品点数

平成３１年（２０１９年）３月末現在

�刊行物

�資料収集状況

芸術の森事業部
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No. 種別 作家名 作品名 制作年 技法・素材
寸法（縦×横、あるいは
高さ×幅×奥行cm）

取得方法

０１ 油彩 伊藤正 函館の街 １９７０年頃 油彩、キャンヴァス １４５．５×１１２．０ 管理換
０２ 油彩 上野春香 原生花園 １９７１年 油彩、キャンヴァス ４５．５×５３．０ 管理換
０３ 油彩 上野春香 羊蹄山 １９７１年 油彩、キャンヴァス ６０．５×７２．５ 管理換
０４ 油彩 蛯子善悦 花のある静物 １９７１年 油彩、キャンヴァス ４５．５×５３．０ 管理換
０５ 油彩 菊地精二 フローレンス（イタリー） １９５４年 油彩、キャンヴァス ４５．７×５３．０ 管理換
０６ 油彩 武田範芳 ブルターニュ 未詳 油彩、キャンヴァス ８１．０×５４．０ 管理換
０７ 油彩 武田範芳 ルクサンブール パリ 未詳 油彩、キャンヴァス ２７．３×４５．５ 管理換
０８ 油彩 田辺三重松 薔薇 未詳 油彩、キャンヴァス ４１．０×３２．０ 管理換
０９ 油彩 難波田龍起 北海道を描く １９７０年 油彩、キャンヴァス ７３．０×１１６．８ 管理換
１０ 油彩 西田陽二 blanc et noir ２０１４年 油彩、キャンヴァス １９４．０×１６２．０ 受贈
１１ 油彩 西田陽二 手鏡 ２０１６年 油彩、キャンヴァス １６２．２×１３０．３ 受贈
１２ 油彩 松島正幸 札幌風景（豊平館など） 未詳 油彩、キャンヴァス ４５．４×５３．０ 管理換
１３ 油彩 八木伸子 バラ咲く植物園 １９７９年 油彩、キャンヴァス ４５．７×６１．０ 管理換
１４ 水彩・素描 舟越桂 DR０２０７ ２００２年 インク、水彩、紙 ２９．４×２０．６ 受贈
１５ 版画 佐藤忠良 『佐藤忠良版画集Ⅱ 童心頌』① 夏 １９８４年 リトグラフ、紙 ３９．１×２９．７ 受贈
１６ 版画 佐藤忠良 『佐藤忠良版画集Ⅱ 童心頌』② フード １９８４年 エッチング、紙 ３３．０×２４．０ 受贈
１７ 版画 佐藤忠良 『佐藤忠良版画集Ⅱ 童心頌』③ おひるね １９８４年 エッチング、紙 ２９．０×２１．０ 受贈
１８ 版画 佐藤忠良 『佐藤忠良版画集Ⅱ 童心頌』④ 編み物 １９８４年 エッチング、紙 ３２．０×２４．０ 受贈
１９ 版画 佐藤忠良 『佐藤忠良版画集Ⅱ 童心頌』⑤ 冬 １９８４年 リトグラフ、紙 ３６．５×２８．０ 受贈
２０ 版画 舟越桂 静かな鏡より ステート１ １９９０年 ハードグランド・エッチング、紙 ３０．０×２２．５ 受贈
２１ 版画 舟越桂 森の言葉 ２００１年 木版、紙 ４４．５×３４．５ 受贈
２２ 版画 舟越保武 若い女 未詳 リトグラフ、紙 ４０．５×２９．８ 受贈
２３ 版画 舟越保武 Ｅ嬢 １９８４年 リトグラフ、紙 ４５．９×３８．３ 受贈
２４ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』中表紙 １９７７年 リトグラフ、紙 ２９．５×３０．０ 受贈
２５ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』① 鶏を抱く女 １９７７年 リトグラフ、紙 ４５．５×２５．５ 受贈
２６ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』② ふたり １９７７年 リトグラフ、紙 ３９．５×３１．０ 受贈
２７ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』③ 女の顔 １９７７年 リトグラフ、紙 ４０．５×３１．５ 受贈
２８ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』④ 四つの顔 １９７７年 リトグラフ、紙 ３９．５×３０．０ 受贈
２９ 版画 本郷新 『本郷新石版画五葉集』⑤ 対話 １９７７年 リトグラフ、紙 ４８．５×３７．０ 受贈
３０ 版画 本田明二 道標 １９８６年 エッチング、紙 ３３．５×２０．５ 受贈
３１ 版画 本田明二 馬たち １９８６年 エッチング、紙 ２９．５××２２．５ 受贈
３２ 版画 本田明二 母と子 １９８６年 エッチング、紙 ２９．５×２２．５ 受贈
３３ 版画 安田侃 天聖・天モク ２００６年 シルクスクリーン、紙 １７．５×２４．０ 受贈
３４ 版画 李禹煥 ある黙示録より ２ ２００３年 シルクスクリーン、紙 ５５．８×４６．０ 受贈
３５ 版画 李禹煥 ある黙示録より ４ ２００３年 シルクスクリーン、紙 ４６．０×５５．７ 受贈
３６ 彫刻 秋山沙走武 裸婦 未詳 ブロンズ ３６．３×１３．２×９．０ 受贈
３７ 彫刻 五十嵐威暢 Komorebi ２０１８年 鉄、溶融亜鉛メッキ ２１０．０×φ４２０．０ 受贈
３８ 彫刻 板津邦夫 祭 未詳 木 ５０．６×８．７×４．８ 受贈
３９ 彫刻 板津邦夫 人 未詳 木 ４５．７×６．２×４．６ 受贈
４０ 彫刻 板津邦夫 風花 未詳 木 ２３．７×７．４×６．５ 受贈
４１ 彫刻 板津邦夫 北の歳時記より 正月 未詳 木 ３７．４×１６．０×８．１ 受贈
４２ 彫刻 内田晴之 静止する形（異・空間） 未詳 ステンレス・スティール、マグネット ２２．６×１３．６×１３．３ 受贈
４３ 彫刻 内田晴之 静止する形 未詳 ステンレス・スティール、マグネット ２１．２×３８．５×１５．４ 受贈
４４ 彫刻 内田晴之 Two Oblong Blocks 未詳 ステンレス・スティール ２６．０×２６．０×０．９ 受贈
４５ 彫刻 小野健壽 流氷の女 １９９０年 ポリエステル １８０．０×６４．０×６０．５ 受贈
４６ 彫刻 掛井五郎 王子さま １９９９年 ブロンズ １７．０×２３．８×６．１ 受贈
４７ 彫刻 掛井五郎 草の花 １９９９年 ブロンズ ２１．９×１６．８×４．９ 受贈
４８ 彫刻 掛井五郎 目が見る １９９９年 ブロンズ ２７．８×２２．５×６．０ 受贈
４９ 彫刻 掛井五郎 Ｔシャツの少年 １９９９年 ブロンズ ２２．９×１４．３×７．０ 受贈
５０ 彫刻 掛井五郎 大地に休む １９９９年 ブロンズ １８．１×１４．７×５．７ 受贈
５１ 彫刻 掛井五郎 両手を広げた人 ２０００年 ブロンズ １１．７×６．５×５．１（２パーツ） 受贈
５２ 彫刻 國松明日香 アラベスクな街 １９９０年 ブロンズ ２６．７×２７．０×１５．５ 受贈
５３ 彫刻 坂坦道 アコーディオンひき １９８０年 ブロンズ ２８．８×１３．６×１２．９ 受贈
５４ 彫刻 坂坦道 話 １９８２年 ブロンズ １３．３×１０．３×９．４ 受贈
５５ 彫刻 坂坦道 歓 １９８４年 ブロンズ ２０．７×１６．８×８．７ 受贈
５６ 彫刻 鈴木吾郎 トルソー・おさげ 未詳 テラコッタ ３１．５×１２．７×１０．５ 受贈
５７ 彫刻 舟越桂 山を立てる ２００１年 楠に彩色、大理石、鉄、ワイヤー ９４．０×７９．５×４２．５ 受贈
５８ 彫刻 舟越保武 アンナ 未詳 ブロンズ １４．０×１０．８×１１．０ 受贈
５９ 彫刻 舟越保武 ローラ 未詳 ブロンズ １４．０×９．５×１１．８ 受贈
６０ 彫刻 舟越保武 Ｋ嬢 未詳 ブロンズ １４．０×１０．０×１１．０ 受贈
６１ 彫刻 本郷新 朔北の母子像 １９６０年頃 ブロンズ １２．５×６．０×４．０ 受贈
６２ 彫刻 本郷新 巳乃置物 １９６５年 ブロンズ １６．０×１０．４×５．０ 受贈
６３ 彫刻 本田明二 けものを背負う男 未詳 ブロンズ ３４．５×１６．０×８．０ 受贈
６４ 彫刻 本田明二 ふたり １９６３年 木 １０５．０×４６．０×３４．０ 受贈
６５ 彫刻 本田明二 風の中のマント群像 １９８５年 木 １１１．０×５１．０×５０．０ 受贈
６６ 彫刻 安田侃 エジプトの娘 未詳 ブロンズ １５．８×１０．１×６．８ 受贈
６７ 彫刻 山内壮夫 作品名未詳 未詳 ブロンズ １３．５×３３．０×１２．０ 受贈
６８ 彫刻 山谷圭司 平行線による置換遊戯 未詳 石（白御影石） ８．８×２３．２×３５．５ 受贈
６９ 彫刻 吉田芳明 五人の比丘 未詳 木 ３０．０×３７．０×１６．０ 受贈
７０ 彫刻 渡辺行夫 無題 ２００２年 石 ３４．５×２４．０×２０．５（７パーツ）受贈

�新収蔵作品

芸術の森美術館事業

�新収蔵作品
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取得別 分類 平成２９年度まで 平成３０年度 点 数

購入
和 書 ２，２５０ １６ ２，２６６
洋 書 １４１ － １４１

受贈
和 書 １０，０４４ ３６２ １０，４０６
洋 書 ６９９ － ６９９

合計 １３，１３４ ３７８ １３，５１２

冊

（２０１９年２月末現在）

No. 作家名 作品名 貸出先 貸出期間 目的（会場）

１ 片岡球子 ポーズ１ 井原市立田中美術館
２０１８年８月３１日

～１１月３０日
「没後１０年 片岡球子―情熱の日本画」展 出展のため（井原市
立田中美術館）

２ 〃 ポーズ２ 〃 〃 〃
３ 〃 ポーズ４ 〃 〃 〃
４ 〃 ポーズ１９ 〃 〃 〃
５ 〃 静物 〃 〃 〃

６ 加清純子 厚田付近漁場風景 北海道立文学館
２０１８年４月１２日

～６月３０日
「没後５０年 子母澤寛 無頼三代蝦夷の夢」展 出展のため（北
海道立文学館）

７ 砂澤ビッキ 風に聴く 北海道立旭川美術館
２０１８年１１月１０日
～２０１９年１月２０日

「ＮＡＴＵＲＥ＆ＡＲＴ 木をめぐる美術」展 出展のため（北
海道立旭川美術館）

８ 〃 神の舌 〃 〃 〃
９ 〃 集吸呼Ｂ 〃 〃 〃

１０ 木田金次郎 野束川の夕 木田金次郎美術館
２０１８年６月２０日

～１１月２０日
「コレクション再集結～近美・道銀・芸森コレクションとともに～」
展 出展のため（木田金次郎美術館）

１１ 〃 くれいく岩内の海 〃 〃 〃
１２ 〃 晩秋羊蹄山 〃 〃 〃
１３ 〃 リンゴ 〃 〃 〃

１４ 久野志乃 真夜中、音のない光 久野志乃
２０１８年６月３０日

～１２月８日
５００ｍ美術館vol．２「絵画の現在地」展 出展のため

１５ 本田明二 マント―風 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０１８年１０月３０日
～２０１９年１月２０日

「本田明二展」出展のため（本郷新記念札幌彫刻美術館）

１６ 〃 馬碑 〃 〃 〃
１７ 〃 けものを背負う男 〃 〃 〃
１８ 〃 杜の守り神 〃 〃 〃

１９ 加清純子 厚田付近漁場風景 北海道立文学館
２０１９年３月２０日
～６月２０日（予定）

「よみがえれ！とこしえの加清純子」展 出展のため（北海道立
文学館）

種別 作家・作品 制作年 修復年月日 修復状況・修復業者

彫刻 ハンス・シュタインブレンナー《人物》 １９８０年 ２０１８年４月
防腐剤の塗布。
修復業者：札幌芸術の森美術館

彫刻 ダニ・カラヴァン《隠された庭への道》 １９９２～１９９９年 ２０１８年４月６日
氷室式冷蔵設備の故障のため交換。
修復業者：パナソニック産機システムズ株式会社

彫刻 ダニ・カラヴァン《隠された庭への道》 １９９２～１９９９年 ２０１８年４月２６日
円錐内の氷室のガラスが傷のため透明性がないの
で強化ガラスに交換。
修復業者：株式会社日信工業

彫刻 砂澤ビッキ《四つの風》 １９８６年 ２０１８年１１月１７日 防腐剤塗布。修復業者：株式会社青山プリザーブ

�札幌芸術の森美術館収蔵図書一覧表

�作品の貸出

�保存・修復

芸術の森事業部

主催事業
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出展作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横mm）

１ 今井幸子 花 不詳 油彩、キャンヴァス ４５５×３７９
２ 菊地精二 くちなし 不詳 油彩、キャンヴァス ４１０×３２２
３ 田中忠雄 薔薇 １９７６年 油彩、キャンヴァス ４１０×３２０
４ 森本三郎 花 １９５９年 油彩、キャンヴァス ５３０×４５５
５ �橋あおば bouquet ２０１５年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン ２００×３００
６ �橋あおば hanaoto ２０１６年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン ２００×４５０
７ �橋あおば hanaumi ２０１６年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン ２００×４５０
８ �橋あおば grow１ ２０１５年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン ４５０×６００
９ �橋あおば grow２ ２０１５年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン ６００×４５０
１０ �橋あおば spring ２０１６年 木製パネル、蜜蝋クレヨン、クレヨン φ４００
１１ �橋あおば deep forest ２０１０年 膠石膏、クレヨン １５０×１５０
１２ �橋あおば deep forest ２０１０年 膠石膏、クレヨン １５０×１５０
１３ �橋あおば deep forest ２０１０年 膠石膏、クレヨン １５０×１５０

工 芸 ・ 工 房 事 業

�展覧会事業

①０さいからのげいじゅつのもり
花ふるカラー
「０さいからのげいじゅつのもり」シリーズ５回目

となる今回は、「花」と「色」がテーマ。小さなお子さ

んはもちろん、お父さんやお母さんもいっしょに楽しむ

ことのできるよう、手先や全身をつかった遊びコーナー

とアートに親しむ鑑賞コーナーで構成される。「０さい

からのげいじゅつのもり」シリーズの原点に立ち返り、

作品鑑賞の要素を取り入れた。

期 日：平成３０年３月３日（土）～５月１３日（日）６４日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：北海道森林組合連合会

入場者数：２１，４１８人

関連事業：カラフルツリー

期 日：①３月１７日（土）、②３月２１日（水・

祝）、③４月２９日（日・祝）

各回１０：００～１３：００

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

参加者数：①２１名 ②８５名 ③７２名

関連記事：特集「あの街で遊ぼう！札幌芸術の森周辺」

『あんふぁん２月号北海道版』道新サービスセ

ンターオントナ事業部２０１８年１月１２日発行、

『ウォーカープラス』２０１８年１月２４日公開、

「BOND GIRL�」株式会社エフエム北海道
（８０．４）２０１８年３月２日PM１５：０５放送、『おしゃ

べりBOX３月号』株式会社北海道毎日サービス

２０１８年３月発行、北海道新聞２０１８年３月１日朝

刊、北海道新聞２０１８年３月２日朝刊、『asatan

４月号』旭川新聞 ２０１８年３月２５日朝刊

出品点数：１３点

工芸・工房事業

�展覧会事業
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出品作品
No. 作家名 作品名

１ 植葉香澄 キメラ
２ 植葉香澄 キメラ
３ 植葉香澄 生きとし生けるもの
４ 植葉香澄 キメラ蓬莱楼閣香炉
５ 植葉香澄 トリキツネ注器
６ 植葉香澄 亀盃と魚盃台
７ 植葉香澄 キメラ茶碗
８ 植葉香澄 キメラ茶碗
９ 植葉香澄 キメラぐいのみ
１０ 高橋奈己 白磁水指
１１ 高橋奈己 白磁水指
１２ 高橋奈己 実
１３ 高橋奈己 実
１４ 高橋奈己 実
１５ 戸田浩二 焼締水瓶
１６ 戸田浩二 焼締水瓶（蓮弁）
１７ 戸田浩二 焼締水瓶（蓋付）
１８ 戸田浩二 焼締水瓶（長頸瓶）
１９ 戸田浩二 焼締経筒
２０ 中田雅巳 SEN（チラシ表の作品）
２１ 中田雅巳 SEN
２２ 中田雅巳 SEN（チラシ裏の作品）
２３ 中田雅巳 SEN
２４ 中田雅巳 SEN
２５ 中田雅巳 SEN
２６ 中田雅巳 SEN
２７ 中田雅巳 SEN
２８ 星野友幸 練継鉢「界」
２９ 星野友幸 練継鉢「萌」
３０ 星野友幸 Neuron
３１ 星野友幸 Waltz グレー
３２ 星野友幸 Waltz ピンク
３３ 井川ゆきな 意識のかたち
３４ 井川ゆきな 胞－はじまりのかたち
３５ 井川ゆきな 満－もとめて
３６ 井川ゆきな 記憶のかたちⅠ
３７ 井川ゆきな 意識のかたちⅠ

②陶芸～新世代の技とかたち～ 新規
近年、若手の陶芸家たちによって、土と炎による新た

な表現が果敢に試みられている。本展では、現在注目さ

れる道内外の気鋭の若手陶芸家たち１７作家の、土と炎に

よる新たな試みに焦点を当て、現代陶芸の魅力を探りな

がら、これからの陶芸の未来を展望した。

〈出品者〉

植葉香澄、高橋奈己、戸田浩二、中田雅巳、星野友幸（以

上道外）、井川ゆきな、大石俊久、金子しおり、北川智浩、

工藤和彦、中島 勇、中村敏美、深田健介、前田育子、増

原嘉央理、三上慶耀、三津和広

期 日：平成３０年５月２６日（土）～７月１６日（月・祝）

５２日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：日本陶磁協会北海道後援会、札幌芸術の森美術

館（札幌市芸術文化財団）、北海道陶芸協会

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会、公益社団

法人日本陶磁協会

協 力：北海道火災共済協同組合

入場者数：１１，２９１人

関連事業：アーティスト・トーク

北川智浩、高橋奈己、中田雅巳、戸田浩二、

星野友幸、増原嘉央理

期 日：平成３０年５月２６日（土）１０：１５～１１：２０

会 場：工芸館

参加者数：３５人

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名

３８ 井川ゆきな 意識のかたちⅡ
３９ 井川ゆきな 意識のかたち －記憶－
４０ 大石俊久 底へ・・・１
４１ 大石俊久 底へ・・・２
４２ 大石俊久 深層へ・・・２
４３ 大石俊久 層 －門－
４４ 大石俊久 層 －門２－
４５ 大石俊久 層 －門４－
４６ 大石俊久 基層
４７ 大石俊久 層１
４８ 大石俊久 層２
４９ 大石俊久 一輪挿 １
５０ 大石俊久 一輪挿 ３
５１ 大石俊久 一輪挿 ５
５２ 大石俊久 表層
５３ 金子しおり SIGNA －共鳴－
５４ 金子しおり SIGNA －悠久－
５５ 金子しおり SIGNA －brake through－
５６ 金子しおり SIGNA －fragment－
５７ 金子しおり SIGNA SHELL
５８ 金子しおり SIGNA CUBE
５９ 北川智浩 白磁水氷文鉢
６０ 北川智浩 白磁水氷文鉢
６１ 北川智浩 白磁水氷文壺
６２ 北川智浩 白磁水氷文水指
６３ 北川智浩 白磁水氷文食籠
６４ 北川智浩 桃白磁 長皿
６５ 北川智浩 シズクカキ モモ ユキ
６６ 北川智浩 桃白磁雪文マグカップ
６７ 工藤和彦 蝦夷粉引大壺
６８ 工藤和彦 黄粉引片口大鉢
６９ 工藤和彦 黄粉引片口鉢
７０ 工藤和彦 黄粉引片口小鉢
７１ 工藤和彦 黄粉引片口豆鉢
７２ 中島勇 underground －Pg－
７３ 中島勇 underground －Ps－
７４ 中島勇 underground －流－
７５ 中島勇 underground －凛－
７６ 中島勇 underground －球－
７７ 中島勇 underground －流紋鉢－ 大
７８ 中島勇 underground －流紋鉢－ 中
７９ 中島勇 三つ足金彩花入れ Ⅰ
８０ 中島勇 三つ足金彩花入れ Ⅱ
８１ 中島勇 三つ足金彩花入れ Ⅲ
８２ 中村敏美 彩（いろどり）
８３ 中村敏美 ロンサム・ジョージ
８４ 中村敏美 カメレオンのボンボニエール
８５ 中村敏美 華金魚
８６ 中村敏美 ガネーシャの頭
８７ 中村敏美 和柄のサイ
８８ 中村敏美 青いイグアナ
８９ 深田健介 tabi
９０ 深田健介 bottle cap
９１ 深田健介 air plug
９２ 深田健介 t−shirt
９３ 深田健介 曼荼羅
９４ 深田健介 手印
９５ 前田育子 芯層スパイラル花器
９６ 前田育子 芯層スパイラル花器
９７ 前田育子 芯層スパイラル花器
９８ 前田育子 層燭台
９９ 前田育子 芯層茶碗
１００ 前田育子 芯層香合
１０１ 前田育子 芯層棗
１０２ 前田育子 芯層平棗
１０３ 前田育子 川（黒陶） 台別途
１０４ 増原嘉央理 girar －１６０８－
１０５ 増原嘉央理 紅白鮮 －１７１０－
１０６ 増原嘉央理 WASHI 藍大鉢
１０７ 増原嘉央理 綺光彩振出 水明
１０８ 増原嘉央理 綺光彩振出 紫翠
１０９ 増原嘉央理 綺光彩振出 錦秋
１１０ 増原嘉央理 綺光彩振出 花筏
１１１ 増原嘉央理 綺光彩振出 薄氷
１１２ 増原嘉央理 綺光彩振出 曙
１１３ 増原嘉央理 彩色錦藍合子
１１４ 増原嘉央理 彩色錦紅合子
１１５ 増原嘉央理 彩色錦墨黒合子
１１６ 三上慶耀 青瓷輪花鉢
１１７ 三上慶耀 青瓷楕円組鉢

工芸・工房事業

�展覧会事業
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No. 作家名 作品名

１１８ 三上 慶耀 青瓷輪花組皿
１１９ 三上 慶耀 青瓷輪花紋組鉢
１２０ 三上 慶耀 青瓷口広組鉢
１２１ 三上 慶耀 青瓷口広組鉢
１２２ 三津 和広 丸紋花器
１２３ 三津 和広 丸と四角と皿
１２４ 三津 和広 線紋花器
１２５ 三津 和広 丸紋皿
１２６ 三津 和広 小皿

出品作品
No. 作家名 作品名 分野

１ 伊庭崇人 スツールsh３０（持ち手付） 木工
２ 伊庭崇人 スツールsh３６（持ち手付） 木工
３ 伊庭崇人 スツールsh４２（持ち手付） 木工
４ 伊庭崇人 スツールsh４８（持ち手付） 木工
５ 伊庭崇人 スツールsh５４（持ち手付） 木工
６ 伊庭崇人 ロングスツール 木工

③北と手仕事 このみち
「北と手仕事」シリーズの３回目となる本展では、北

海道で活動する木工、ガラス、漆芸など９名の作り手の

作品を、制作手法、道具、技法など、作品が完成するま

での道のりをたどって展示・販売した。

〈出品者〉

伊庭崇人、木村直樹、熊谷まき、瀬戸晋、大門和真、丹野

雅景、丹野ゆり、藤田丈裕、堀内亜理子

期 日：平成３０年７月２８日（土）～１０月８日（月・祝）

６５日間

※９月６日（木）～１３日（木） 臨時休館

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場者数：１８，６４６人

関連事業：（１）ワークショップ

「こっぱでモビールをつくろう」

期 日：８月３日（金）１３：００～１５：００

講 師：丹野ゆり

会 場：陶工房ワークショップルーム

参加者数：７人

（２）ワークショップ「木のカトラリーづくり」

期 日：８月１８日（土）１３：００～１６：００

講 師：瀬戸晋

会 場：陶工房ワークショップルーム

参加者数：５人

（３）ワークショップ

「金継ぎ教室 ３日間コース」

期 日：８月１９日（日）、２６日（日）、

９月２日（日）１４：００～１６：００

講 師：堀内亜理子

会 場：陶工房ワークショップルーム

参加者数：６人

関連記事：「Information News」『ポロコ８月号』２０１８年７

月２０日、「イベントガイド アート」『道新さっぽ

ろ１０区』２０１８年７月３１日、「えるむ通り うぃーく

りーらいふ」「美術館・博物館情報コーナー」朝日

新聞２１０８年８月２３日夕刊、『MyLoFE』２０１８年

８月２５日発行、『ふりっぱー９月号』『オントナ』

２０１８年１０月３日発行、「北と手仕事 このみち」

『ウォーカープラス』北海道ウォーカー（WEB）、

「朝日マリオン・コム」（WEB）
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No. 作家名 作品名 分野

７ 伊庭崇人 ダイニングチェア 木工
８ 伊庭崇人 楢キャビネット 木工
９ 伊庭崇人 卓上ガラス戸棚 木工
１０ 伊庭崇人 ティーテーブル 木工
１１ 伊庭崇人 楢ダイニングテーブル 木工
１２ 伊庭崇人 長椅子 木工
１３ 伊庭崇人 小引出 木工
１４ 伊庭崇人 壁掛け時計 木工
１５ 伊庭崇人 置き時計 木工
１６ 伊庭崇人 マグネットホルダーＬ 木工
１７ 伊庭崇人 マグネットホルダーＭ 木工
１８ 伊庭崇人 マグネットホルダーＳ 木工
１９ 伊庭崇人 文机 木工
２０ 伊庭崇人 額（２Ｌ） 木工
２１ 伊庭崇人 額（Ａ４） 木工
２２ 木村直樹 グラス（perth） ガラス
２３ 木村直樹 丸グラス（perth） ガラス
２４ 木村直樹 ロックグラス（perth） ガラス
２５ 木村直樹 器 大（perth） ガラス
２６ 木村直樹 器 小（perth） ガラス
２７ 木村直樹 ぐいのみ（星月夜） ガラス
２８ 木村直樹 グラス（星月夜） ガラス
２９ 木村直樹 丸グラス（星月夜） ガラス
３０ 木村直樹 器 大（星月夜） ガラス
３１ 木村直樹 皿 小（星月夜） ガラス
３２ 木村直樹 酒注ぎ（星月夜） ガラス
３３ 木村直樹 丸花器 大（星月夜） ガラス
３４ 木村直樹 丸花器 中（星月夜） ガラス
３５ 木村直樹 丸花器 小（星月夜） ガラス
３６ 木村直樹 グラス（夏雫） ガラス
３７ 木村直樹 ロックグラス（夏雫） ガラス
３８ 木村直樹 器 大（夏雫） ガラス
３９ 木村直樹 器 小（夏雫） ガラス
４０ 木村直樹 ワイングラス（夏雫） ガラス
４１ 木村直樹 ぐいのみ（夏雫） ガラス
４２ 木村直樹 水差し（夏雫） ガラス
４３ 木村直樹 丸グラス（初雪） ガラス
４４ 木村直樹 ロックグラス（初雪） ガラス
４５ 木村直樹 大皿（初雪） ガラス
４６ 木村直樹 小鉢（初雪） ガラス
４７ 木村直樹 小皿（初雪） ガラス
４８ 木村直樹 酒注ぎ（初雪） ガラス
４９ 木村直樹 ぐいのみ（初雪） ガラス
５０ 木村直樹 器（ふんわり） ガラス
５１ 木村直樹 ピッチャー花器 ガラス
５２ 木村直樹 ピッチャー花器 ガラス
５３ 木村直樹 花器ｄ ガラス
５４ 木村直樹 花器ｇ ガラス
５５ 木村直樹 一輪挿しａ ガラス
５６ 木村直樹 ぶんちんａ ガラス
５７ 木村直樹 ぶんちんｂ ガラス
５８ 木村直樹 リング KGD（ａ） ガラス
５９ 木村直樹 ブレスレット KGD（ａ） ガラス
６０ 木村直樹 ネックレスＭ KGD（ａ） ガラス
６１ 木村直樹 ピアスａ KGD（ａ） ガラス
６２ 木村直樹 ピアスｂ KGD（ａ） ガラス
６３ 木村直樹 ピアスａ KGD（ａ） ガラス
６４ 木村直樹 三連ネックレス KGD（ａ） ガラス
６５ 木村直樹 コンポート KGD（ａ） ガラス
６６ 木村直樹 ネックレス玉Ｓ KGD（ａ） ガラス
６７ 木村直樹 ネックレス玉Ｍ KGD（ａ） ガラス
６８ 木村直樹 リングホルダー ガラス
６９ 木村直樹 リングホルダーＬ ガラス
７０ 木村直樹 箸置き ガラス
７１ 木村直樹 耐熱マグ スキ ガラス
７２ 木村直樹 耐熱マグ しろ ガラス
７３ 木村直樹 鴨フラージュ ガラス
７４ 熊谷まき ランプ じゃばら型 アンバー系 ガラス
７５ 熊谷まき ランプ じゃばら型 グレー系 ガラス
７６ 熊谷まき ランプ じゃばら型 うすいブルー系 ガラス
７７ 熊谷まき ランプ じゃばら型 オリーブ系 ガラス
７８ 熊谷まき ランプ ６角３段（花柄）ライム系 ガラス
７９ 熊谷まき ランプ ６角３段（花柄）ベージュ系 ガラス
８０ 熊谷まき ランプ １６角 プラム系 ガラス
８１ 熊谷まき ランプ １６角 オリーブ系 ガラス
８２ 熊谷まき ランプ あぶく型 ブルー ガラス
８３ 熊谷まき ランプ あぶく型 ペールカラー ガラス
８４ 熊谷まき ランプ あぶく型 イエロー ガラス
８５ 熊谷まき ランプ 重なるガラス５角 mixカラー ガラス
８６ 熊谷まき ランプ 重なるガラス４角 mixカラー ガラス
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８７ 熊谷まき ランプ ６角 ストライプ×ブルー他２色 ガラス
８８ 熊谷まき ランプ ６角（変形型）ストライプ×ホワイト ガラス
８９ 熊谷まき ランプ 重なるガラス 筒型 スモーキーmix ガラス
９０ 熊谷まき ランプ 重なるガラス 筒型 グリーン系 ガラス
９１ 熊谷まき ランプ 重なるガラス 筒型 ブルー系 ガラス
９２ 熊谷まき ランプ 重なるガラス 筒型 アンバー系 ガラス
９３ 熊谷まき ランプ 重なるガラス 筒型 ピンク系 ガラス
９４ 熊谷まき ランプ ４角（横長）ペールカラー ガラス
９５ 熊谷まき ランプ ８角 グレー×カラフルカラー ガラス
９６ 熊谷まき ランプ ８角 ホワイト×カラフルカラー ガラス
９７ 熊谷まき ランプ ８角 スモーキーカラー ガラス
９８ 熊谷まき ランプ キューブ型（パッチワーク柄）ブルー ガラス
９９ 熊谷まき ランプ キューブ型（パッチワーク柄）グリーン ガラス
１００ 熊谷まき ランプ キューブ型（パッチワーク柄）mix ガラス
１０１ 熊谷まき ケイムランプ 筒型 ペールカラー ガラス
１０２ 熊谷まき ガラスマグネット（２個入り） ガラス
１０３ 熊谷まき ヘアゴム ガラス
１０４ 熊谷まき ピンブローチ ガラス
１０５ 熊谷まき ネックレス ２５００ ガラス
１０６ 熊谷まき ネックレス ３０００ ガラス
１０７ 熊谷まき ネックレス ３５００ ガラス
１０８ 熊谷まき ネックレス ４０００ ガラス
１０９ 熊谷まき コードグリップ ガラス
１１０ 熊谷まき ランプ コップ型（３枚重ね）レッド ガラス
１１１ 熊谷まき ランプ コップ型（３枚重ね）グリーン ガラス
１１２ 熊谷まき ランプ コップ型（３枚重ね）ブルー ガラス
１１３ 熊谷まき ランプ コップ型（３枚重ね）オレンジ×グレー ガラス
１１４ 熊谷まき ランプ コップ型（３枚重ね）イエロー×パープル ガラス
１１５ 熊谷まき ランプ まる型Ａ、重なるガラス ガラス
１１６ 熊谷まき ランプ まる型Ｂ、重なるガラス ガラス
１１７ 熊谷まき ランプ あんどん置き型、重なるガラス ガラス
１１８ 熊谷まき ランプ 壁掛け型、重なるガラス ガラス
１１９ 瀬戸晋 丸盆 木工
１２０ 瀬戸晋 丸盆 木工
１２１ 瀬戸晋 角盆 木工
１２２ 瀬戸晋 角盆 木工
１２３ 瀬戸晋 角盆 木工
１２４ 瀬戸晋 長皿 木工
１２５ 瀬戸晋 平皿 木工
１２６ 瀬戸晋 平皿 木工
１２７ 瀬戸晋 平皿 木工
１２８ 瀬戸晋 平皿 木工
１２９ 瀬戸晋 平皿 木工
１３０ 瀬戸晋 平皿 木工
１３１ 瀬戸晋 平皿 木工
１３２ 瀬戸晋 平皿 木工
１３３ 瀬戸晋 平皿 木工
１３４ 瀬戸晋 ボウル 木工
１３５ 瀬戸晋 ボウル 木工
１３６ 瀬戸晋 ボウル 木工
１３７ 瀬戸晋 ボウル 木工
１３８ 瀬戸晋 ボウル 木工
１３９ 瀬戸晋 ボウル 木工
１４０ 大門和真 結び（２人） 木工
１４１ 大門和真 結び（３人） 木工
１４２ 大門和真 結び（４人） 木工
１４３ 大門和真 一輪挿し 木工
１４４ 大門和真 角tray（正方形） 木工
１４５ 大門和真 角tray（長方形） 木工
１４６ 大門和真 角tray（大） 木工
１４７ 大門和真 ペン立て 木工
１４８ 大門和真 スリッパスタンド（ウォルナット） 木工
１４９ 大門和真 スリッパスタンド（ナラ） 木工
１５０ 大門和真 カトラリーケース（ウォルナット） 木工
１５１ 大門和真 カトラリーケース（メープル） 木工
１５２ 大門和真 wall mirror Ｓ （ウォルナット） 木工
１５３ 大門和真 wall mirror Ｓ （メープル） 木工
１５４ 大門和真 wind stool 木工
１５５ 大門和真 wind 花台 木工
１５６ 大門和真 Wave chair（ウォルナット） 木工
１５７ 大門和真 Wave chair（メープル） 木工
１５８ 大門和真 chair 2018（座板ウォルナット） 木工
１５９ 大門和真 chair 2018（座板シナ） 木工
１６０ 大門和真 ダイニングテーブル 木工
１６１ 大門和真 Ｋ・スツール 木工
１６２ 大門和真 ティーテーブル 木工
１６３ 大門和真 角スツール 木工
１６４ 大門和真 丸スツール 木工
１６５ 丹野雅景 磁石式名刺ケース 木工
１６６ 丹野雅景 押型名刺ケース 木工
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１６７ 丹野雅景 板ばね式名刺ケース 木工
１６８ 丹野雅景 名刺ケーススタンド 木工
１６９ 丹野雅景 引出式名刺ケース２段 木工
１７０ 丹野雅景 印鑑ケース 小 木工
１７１ 丹野雅景 印鑑ケース 大 木工
１７２ 丹野雅景 入れ小物入れ 小 木工
１７３ 丹野雅景 テントウムシ（カリン） 木工
１７４ 丹野雅景 テントウムシ（ローズ） 木工
１７５ 丹野雅景 テントウムシ（メイプル） 木工
１７６ 丹野雅景 テントウムシ（サクラ） 木工
１７７ 丹野雅景 テントウムシ（ウォールナット） 木工
１７８ 丹野ゆり つながるカレンダー デザイン
１７９ 丹野ゆり であうカレンダー デザイン
１８０ 丹野ゆり つみねこ デザイン
１８１ 丹野ゆり つみもり デザイン
１８２ 丹野ゆり スマイリー デザイン
１８３ 丹野ゆり つながるアニマル デザイン
１８４ 丹野ゆり かざり デザイン
１８５ 丹野ゆり 柄紙 デザイン
１８６ 丹野ゆり ポスター デザイン
１８７ 丹野ゆり 葉書 デザイン
１８８ 丹野ゆり ぬりえはがき デザイン
１８９ 丹野ゆり 絵本 デザイン
１９０ 丹野ゆり 一言紙 デザイン
１９１ 丹野ゆり てぬぐい デザイン
１９２ 丹野ゆり 鳥 デザイン
１９３ 丹野ゆり 樹石（きせき／ブローチ）小 デザイン
１９４ 丹野ゆり 樹石（きせき／ブローチ）大 デザイン
１９５ 丹野雅景、丹野ゆり 指輪入 １つ用 木工
１９６ 丹野雅景、丹野ゆり 指輪入 ツイン 木工
１９７ 丹野雅景、丹野ゆり 針ケース 木工
１９８ 丹野雅景、丹野ゆり 留 アゲハ 木工
１９９ 丹野雅景、丹野ゆり 留 シジミ 木工
２００ 丹野雅景、丹野ゆり モッカー ゾウ 木工
２０１ 丹野雅景、丹野ゆり モッカー クジラ 木工
２０２ 丹野雅景、丹野ゆり モッカー ネコ 木工
２０３ 丹野雅景、丹野ゆり ぱらぱらたいこ 木工
２０４ 藤田丈裕 朝顔高蒔絵帯留め 漆芸
２０５ 藤田丈裕 金地すすき漆絵帯留め 漆芸
２０６ 藤田丈裕 桜卵殻蒔絵帯留め 漆芸
２０７ 藤田丈裕 猫研ぎ出し蒔絵帯留め 漆芸
２０８ 藤田丈裕 桜高蒔絵帯留め 漆芸
２０９ 藤田丈裕 すずらん卵殻蒔絵帯留め 漆芸
２１０ 藤田丈裕 梅高蒔絵帯留め 漆芸
２１１ 藤田丈裕 料紙桜蒔絵帯留め 漆芸
２１２ 藤田丈裕 猫高蒔絵帯留め 漆芸
２１３ 藤田丈裕 紅葉研ぎ出し蒔絵帯留め 漆芸
２１４ 藤田丈裕 鷹蒔絵帯留め 漆芸
２１５ 藤田丈裕 馬高蒔絵帯留め 漆芸
２１６ 藤田丈裕 花びら蒔絵ブローチ 漆芸
２１７ 藤田丈裕 馬研ぎ出し蒔絵ブローチ 漆芸
２１８ 藤田丈裕 つばめ研ぎ出し蒔絵ぐい呑み 漆芸
２１９ 藤田丈裕 つばめ研ぎ出し蒔絵ぐい呑み 漆芸
２２０ 藤田丈裕 柴犬漆絵蒔絵ぐい呑み 漆芸
２２１ 藤田丈裕 桜研ぎ出し蒔絵小皿 漆芸
２２２ 藤田丈裕 牡丹研ぎ出し蒔絵皿 漆芸
２２３ 藤田丈裕 貝型蒔絵小皿 漆芸
２２４ 藤田丈裕 貝型蒔絵小皿 漆芸
２２５ 藤田丈裕 鷺研ぎ出し蒔絵皿 漆芸
２２６ 堀内亜理子 フリーボウル 漆芸
２２７ 堀内亜理子 椿皿 漆芸
２２８ 堀内亜理子 小椿 漆芸
２２９ 堀内亜理子 漆絵大皿 漆芸
２３０ 堀内亜理子 曲げわ弁当箱 漆芸
２３１ 堀内亜理子 フリーカップ 漆芸
２３２ 堀内亜理子 ブローチ（Ｓ） 漆芸
２３３ 堀内亜理子 ブローチ（Ｍ） 漆芸
２３４ 堀内亜理子 ブローチ（Ｌ） 漆芸
２３５ 堀内亜理子 ブローチ（Ｄ） 漆芸
２３６ 堀内亜理子 はし（利休型） 漆芸
２３７ 堀内亜理子 リム皿 漆芸
２３８ 堀内亜理子 銘々皿 漆芸
２３９ 堀内亜理子 小箱 漆芸
２４０ 堀内亜理子 汁椀 漆芸
２４１ 堀内亜理子 乾漆輪花盛皿 漆芸
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法 素材

１ ウラ・フォシェール バスケット（花かごの蓋のあるシリンダー） ２０１２年 宙吹き、ホットワーク ガラス
２ ウラ・フォシェール ボトル ２０１２年 宙吹き、ホットワーク ガラス
３ リチャード・ラッカム 奇妙な果実 － 宙吹き、ホットワーク ガラス
４ リチャード・ラッカム 未生の夢 － 宙吹き ガラス
５ エヴァ・エルメーベリ パープル・ボトル － 宙吹き、サンドブラスト ガラス
６ エヴァ・エルメーベリ スモールボウル ブルー／パープル ２０１７年 フュージング、スランピング ガラス
７ エヴァ・エルメーベリ スモールボウル イエロー／パープル ２０１７年 フュージング、スランピング ガラス
８ エヴァ・エルメーベリ 花器 「鳥」 ２０１６年 宙吹き、彫刻 ガラス
９ エヴァ・エルメーベリ ボウル「鳥」 ２０１６年 宙吹き、彫刻 ガラス
１０ ウィリー・アンダーソン キタキツネ ２０１８年 宙吹き、ランプワーク ガラス
１１ レンナート・エリクソン 鶴（花器） １９８９年 宙吹き、サンドブラスト ガラス
１２ エリック・リンドグレン 無題 ２０１７年 グラール ガラス
１３ ミカエル・アーレフェルト・ラウルヴィグ 無題 ２０１８年 宙吹き ガラス
１４ ミカエル・アーレフェルト・ラウルヴィグ 無題 ２０１８年 宙吹き ガラス
１５ ハンス・モレル （３５周年を祝して）乾杯！ ２０１８年 宙吹き ガラス
１６ エバ・フォン・ヴァッケンフェルト 着彩の静物 ７－壷 ２０１５年 宙吹き、ホットワーク ガラス
１７ エバ・フォン・ヴァッケンフェルト 着彩の静物 －葉 ２０１５年 宙吹き、ホットワーク ガラス
１８ エバ・フォン・ヴァッケンフェルト 着彩の静物 １２－壷 ２０１５年 宙吹き、ホットワーク ガラス
１９ エバ・フォン・ヴァッケンフェルト 着彩の静物 －葉 ２０１５年 宙吹き、ホットワーク ガラス
２０ ヨーナス・シルベリ 無題 － 宙吹き ガラス
２１ ヨーナス・シルベリ 無題 － 宙吹き ガラス
２２ ヨーナス・スヴェンソン 無題 ２００８年 宙吹き ガラス
２３ オレ・ブローセン 教会 ２０１８年 グラール ガラス
２４ オレ・ブローセン 製粉所 ２０１８年 グラール ガラス
２５ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 宙吹き ガラス
２６ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
２７ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
２８ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
２９ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３０ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３１ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３２ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３３ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３４ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３５ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３６ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３７ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス

�
④３５ar―トレッティ・フェム・オール―
日瑞ガラス・木工作品展
平成３０年３月で設立３５周年を迎えた一般財団法人ス

ウェーデン交流センター（略称ＳＣＦ）のガラス・木工

房で活躍した、日本とスウェーデンの工芸家による作品

展を開催した。

期 日：平成３０年１０月１３日（土）～１１月１８日（日）３５日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場者数：６，６４１人

関連記事：「札幌圏」北海道新聞２０１８年１０月１４日、「どう

しん生活情報判 さっぽろ１０区」北海道新聞

２０１８年１０月３０日
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法 素材

３８ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
３９ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４０ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４１ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４２ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４３ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４４ ウルリカ・ブラット・リング ちいさな花瓶 ２０１８年 － ガラス
４５ アンナ・ヘーググレン コーン－ジョイ（ネックレス） ２０１８年 宙吹き ガラス
４６ アンナ・ヘーググレン クリア・コーン－ジョイ（ネックレス） ２０１８年 宙吹き ガラス
４７ ラーシュ・クウェーネ エアボーンⅡ ２００１年 グラール ガラス
４８ クリスティアン・フォン・スィードウ 焦点 ２０１７年 キルンキャスト、コールドワーク ガラス、鋼、金箔
４９ クリスティアン・フォン・スィードウ 定住 ２０１７年 キルンキャスト、コールドワーク ガラス、粘土、鋼
５０ アントニア・リンデル ブルー・ドッグ ２０１７年 宙吹き ガラス、金属とゴム（ボルト

とナット）
５１ アントニア・リンデル 露（ネックレス） ２０１７年 ホットワーク ガラス、留め金具
５２ アントニア・リンデル 露（ネックレス） ２０１７年 － ガラス、留め金具
５３ アントニア・リンデル 露（ネックレス） ２０１７年 － ガラス、留め金具
５４ エルズビエータ・ラーステン ジャパニーズ・ドリーム ２０１８年 宙吹き ガラス、錆釘、２４Ｋ
５５ エルズビエータ・ラーステン エトナ ２０１７年 宙吹き ガラス、錆釘、自然の藪
５６ エルズビエータ・ラーステン 雲海 ２０１６年 宙吹き ガラス、錆釘
５７ ペーター・ヘルクヴィスト ７角形の壷 ２０１８年 司祭の農場のオーク、スカーラ大聖堂の銅 ガラス、錆釘
５８ ペーター・ヘルクヴィスト 痕跡 №１ ２０１８年 １１０年前のトタン屋根、メープル材 ガラス、錆釘
５９ ペール・ブランドステット アイ・シング・ザ・ボディ・エレクトリック １ ２０１８年 スウェーデンのオーク、ステンレス ガラス、錆釘
６０ ペール・ブランドステット アイ・シング・ザ・ボディ・エレクトリック ２ ２０１８年 スウェーデンのオーク、ステンレス ガラス、錆釘
６１ アンデシュ・オルソン 折りたたみソファ ２０１８年 アッシュ材、布地のパッド ガラス、錆釘
６２ カール・グスタフ・イェンソン コラブル，ラージ ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６３ カール・グスタフ・イェンソン コラブル，スモール ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６４ カール・グスタフ・イェンソン テーブル ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６５ カール・グスタフ・イェンソン スモールボックス１ ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６６ カール・グスタフ・イェンソン スモールボックス２ ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６７ カール・グスタフ・イェンソン スモールボックス３ ２０１８年 木材、MDF ガラス、錆釘
６８ カール＝マグヌス・パーション インナースペース ２０１８年 メープル、ガラス ガラス、錆釘
６９ ウルフ・ヤンソン 彗星 ３５ SWJP ２０１８年 ウッドターニング 木材
７０ ウルフ・ヤンソン くつろいで ２０１８年 ウッドターニング 木材
７１ みかみ理子 金彩銀彩 「蕾」 ２０１７年 宙吹き ガラス、ゴールド、シルバー
７２ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 宙吹き ガラス
７３ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 － －
７４ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 － －
７５ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 － －
７６ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 － －
７７ みかみ理子 森のいきものたち （森のシリーズから） ２０１８年 － －
７８ 天野澄子 宇宙（そら）へ ２０１０年 キルンワーク ガラス
７９ 天野 澄子 コンポート「華紋」 ２０１５年 宙吹き ガラス
８０ 平泉 悦子 桜降る ２０１７年 宙吹き、サンドブラスト ガラス
８１ 平泉 秀博 銀箔窯変花器 １９９５年 宙吹き ガラス
８２ 橋本 祐二 いろいろ ２０１２年 ホットワーク、サンドブラスト ガラス
８３ 柿崎 均 航空者 ２００２年 宙吹き、コールドワーク、金属加工 ガラス、金属、木
８４ 甲斐 裕士 Float ２０１８年 宙吹き ガラス
８５ 甲斐 裕士 Float ２０１８年 宙吹き ガラス
８６ 甲斐 裕士 Float ２０１８年 宙吹き ガラス
８７ 国本 貴文 彩 ２０１８年 木目彩色 木材
８８ 国本 貴文 こまど ２０１８年 － 木材
８９ 小林 徹也 紋 ～四つ目～ ２０１３年 － ガラス、ウォルナット
９０ 小林 徹也 レジーナ ２００８年 － ガラス、ウォルナット
９１ 島田 晶夫 コレクションボード デザイン：カール・マルム

ステン（１９６８）
２０１１年 木象嵌 ウォルナット、カバ、メープ

ル、ナラ、クルミ、セン
特別出展

９２ 田澤 綾乃 MAME ２０１８年 グラール ガラス
９３ 田澤 綾乃 MAME ２０１８年 グラール ガラス
９４ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
９５ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
９６ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
９７ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
９８ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
９９ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
１００ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
１０１ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
１０２ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板
１０３ フムラン・ランゲ 無題 ２０１７年 油彩 木板

工芸・工房事業

�展覧会事業

61



⑤第２４回芸術の森地区文化祭
芸術の森地区の芸術・文化振興のため、芸術の森地区

連合会が中心となり開催している「芸術の森地区文化

祭」。２４回目となった同文化祭には、芸術の森地区で創

作活動をされている個人の方や、まちづくりセンター、

老人福祉センター、札幌市立大学の学生等が参加し、水

彩画、陶芸、墨絵、絵手紙他、さまざまなジャンルの作

品を展示。平成２４年より札幌芸術の森工芸館を会場とし、

多くの地域住民が作品を通して交流できる場を作った。

期 日：平成３０年１１月２３日（金・祝）～２５日（日） ３日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：芸術の森地区連合会、文化祭実行委員会

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：１，１１３人

参加団体：保養センター駒岡（水彩画教室・陶芸教室）、南

老人福祉センター、札幌養護学校もなみ学園分

校、聖静学園石山センター、中田教室（手工

芸）、自然会（墨絵）、芸術の森地区まちづくり

センター絵手紙教室、札幌市立大学、札幌市立

常盤小学校・札幌市立石山東小学校・札幌市立

駒岡小学校・札幌市立常盤中学校

⑥アートオブクラフトfrom「職人力展」
“手しごと”による地域に根ざしたジュエリー・貴金

属作品の制作と、プロ・アマを問わない技術向上・若手作

家の育成を趣旨として開催。

２０１８年１０月１３日～１８日に紀伊國屋書店札幌ギャラリー

で開催された「職人力展２０１８」での投票上位作品と各

賞受賞作品を展示。会期中は出品作家によるワーク

ショップを行った。

期 日：平成３１年１月５日（土）～１月２０日（日）１４日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、北海道

貴金属工芸組合

入場者数：１，０７５人

関連事業：ワークショップ（いずれも講師は職人力展出

品作家）

（１）自分で銀線を曲げてオリジナルリングを作ろう

期 日：１月５日（土）、１７日（木）

各１１：００～１６：００

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

参加者数：３人

（２）純銀のヨリ線リングを作ろう

期 日：１月６日（日）１１：００～１６：００

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

参加者数：１２人

（３）アートクレイシルバーで、ストラップ、リングを

作ろう

期 日：１月１２日（土）、１３日（日）、１６日

（水）、１８日（金）、２０日（日）

各１１：００～１６：００

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

参加者数：３７人

（４）金色のバングルを作ろう

期 日：１月１９日（土）１１：００～１６：００

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

参加者数：１０人
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出品作品
No. 作家名 作品名 技法・素材 所蔵者

１ パンタグラフ ハンモックでネットショッピング 映像作品 井上仁行
２ パンタグラフ パパのプレゼント探訪記 映像作品 井上仁行
３ パンタグラフ 手作りゲームマップ 映像作品 井上仁行
４ パンタグラフ ロボットシェフの地下レストラン 映像作品 井上仁行
５ パンタグラフ カメラくんの仕事 映像作品 井上仁行
６ パンタグラフ ねんどでパンダ 映像作品 井上仁行
７ パンタグラフ L&R 映像作品 井上仁行
８ パンタグラフ Disk Jogger 映像作品 井上仁行
９ パンタグラフ Combine 映像作品 井上仁行
１０ パンタグラフ Painting 映像作品 井上仁行
１１ パンタグラフ DoReMi 映像作品 井上仁行
１２ パンタグラフ どうぶつ探検隊 映像作品 井上仁行
１３ パンタグラフ スギマロ／夏 映像作品 井上仁行
１４ パンタグラフ スギマロ／御賽銭箱 映像作品 井上仁行
１５ パンタグラフ スギマロ／秋 映像作品 井上仁行
１６ パンタグラフ スギマロ／冬 映像作品 井上仁行
１７ パンタグラフ キッチンモンスター／magic 映像作品 井上仁行
１８ パンタグラフ キッチンモンスター／shuriken 映像作品 井上仁行

⑦０さいからのげいじゅつのもり
ドライブインシアター
子ども向け参加型展示シリーズの第６弾。今回は「ド

ライブインシアター」をテーマに、映像によるプロダク

ションと、１台につき１人座ることのできるダンボール

製自動車のほか、テントや野菜フェルト、積み木、工芸

館収蔵の木馬や車などを展示し、遊びや鑑賞を通して

アートを楽しめる。

期 日：平成３１年３月２１日（木・祝）～令和元年５月１９日（日）

５５日間

会 場：札幌芸術の森工芸館 展示ホール

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

協 力：北海道森林組合連合会

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場者数：６，０５８人（３月３１日現在）

関連記事：NHK「ほっとニュース北海道」２０１９年４月４

日放送、NHK「ひるまえナマら！北海道 お

でかけナビ」２０１９年４月５日放送、J : COM

「デイリーニュース」２０１９年４月５日放送、

「観光ガイド」『じゃらんnet』協同組合イン

フォメーションテクノロジー関西（web）、「北

海道のイベント」『Yahoo！Japanロコ』協同組

合インフォメーションテクノロジー関西

（web）、「北海道のイベント」ウォーカープラ

ス（web）、「子どもと一緒に行きたいイベン

ト」teiteo（web）、「さっぽろ おでかけnavi」

『広報さっぽろ』２０１９年３月号

工芸・工房事業

�展覧会事業
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⑧第18期工芸館常設展示事業
クラフト作家に展示機会を提供し、使い手側には良質

の作品と出会い購入できる場を提供することにより、工

芸館に常設展示スペースを設置し、クラフトの振興と流

通拡大を図る。今年度は、出品者の中から３人の陶芸家

をピックアップした特別展示企画を２回実施。作品に作

家からのメッセージなどを添えて、来館者が作り手に対

してより親しみを持てる展示となるよう工夫した。今年

度の出品作家は道内４８名、道外１２作家の計６０名。

期 日：平成３０年４月１日（土）～平成３０年１１月２５日（日）

※今年度は園内の大規模工事により平成３０年

１２月から平成３１年３月の期間休業。

会 場：工芸館常設展示スペース「ベストポケット」

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

芸術の森事業部

主催事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

陶芸講習会 合 計 ９２ ４２８

４月～１２月、２月、３月 はじめての電動ロクロ体験 大矢花
岩渕咲貴

３２ １４５ ２，７００
～２，９００

スタッフが手を添えながら電動ロクロを使って
好きな器を１点制作

４月、６月～１２月、２月、
３月

ひとりでロクロを回してみよう 大矢花
岩渕咲貴

１４ ３６ ３，５００
～３，７００

電動ロクロを使い、気に入った作品を１点制作

４／８（日）、６／２３（土）、
７／７（土）、８／１９（日）、
９／２３（日・祝）、１０／１３（土）、
１１／２４（土）、２／１６（土）、
３／９（土）

豆皿をつくろう 大矢花
岩渕咲貴

９ ５０ ２，９００
～３，１００

板づくりの技法で直径約６cmの豆皿を５枚制
作

５／３（木・祝）、６／９（土）、
１０／２８（土）、１１／１７（土）、
１２／８（土）、１２／９（日）

かわいい陶器のオブジェをつく
ろう

大矢花
岩渕咲貴

６ ３６ ２，２００
～２，４００

５００gの粘土を使い、手びねりで置物を制作

４／１４（土） 母の日に手づくりのカップを贈
ろう

大矢花 １ １１ ２，１００ 母の日のプレゼント用にたまつくりの技法で
カップを１点制作

４／２９（日・祝） １０分間の電動ロクロ体験 大矢花 ２ １６ ３００ 粘土に触れて成形するまでの電動ロクロ体験
作品の焼成・持ち帰りはなし

４／３０（月・休）、
３／２１（木・祝）

えらべる器に絵付けをしよう 大矢花
岩渕咲貴

４ ２０ ２，２００
～２，５００

５種類の磁器の器から１点を選び絵付けをする

５／４（金・祝）、９／１５（土）やさしい『たまつくり』でカッ
プをつくろう

大矢花
岩渕咲貴

２ ２５ ２，１００ たまつくりの技法でカップを１点制作

７／２２（日） 磁器に絵付けをしよう 大矢花 ２ １ ２，５００ 素焼きの磁器の皿に絵付けをする
７／２８（土） 焼きしめで土鈴をつくろう 大矢花 １ ２０ ２，２００ 手びねりで好きな形の鈴を制作
１０／１４（日） パスタ皿をつくろう 岩渕咲貴 １ ８ ２，９００ 板づくりの技法で、パスタを盛るのにちょうど

よい深めの皿を制作
１１／３（土・祝） 楽焼絵付け体験 岩渕咲貴 ６ １４ ５００ 素焼きの猪口に絵付けして釉掛けし、楽焼窯で

焼成する
１２／１（土）、２（日） 陶器のキャンドルホルダーをつ

くろう
岩渕咲貴 ２ １０ ２，４００５００gの粘土を使い、手びねりで照明を１点制作

１／５（土）、１２（土） 陶器でオリジナルのペン立てを
つくろう

岩渕咲貴 ２ ３ ２，２００ 手びねりの技法でペン立てを１点制作（小学生
対象）

１／１３（日） 世界にひとつのキャンディポッ
トをつくろう

岩渕咲貴 １ ３ ２，２００ 手びねりの技法でキャンディポットを１点制作
（小学生対象）

１／２０（日） 魅せる収納！陶器のペン立てを
つくる

岩渕咲貴 １ ０ ２，２００ 手びねりの技法でペン立てを１点制作

１／２６（土） てのひら小皿に絵付け体験 岩渕咲貴 ２ ２１ １，５００ 直径約１０．５cmの磁器の小皿に絵付けをする
２／２（土）、３（日） 春を飾る暮らし一輪挿しをつく

ろう
岩渕咲貴 ２ ４ ２，２００ 手びねりの技法で一輪挿しを１点制作

３／３（日） いつもありがとう！
母の日に手づくりプレゼントを
贈ろう

岩渕咲貴 １ ２ ２，０００ 母の日のプレゼント用にたまつくりの技法で器
を１点制作

３／１０（日） ５月に向けて鯉の置物づくり 岩渕咲貴 １ ３ ２，２００ 板づくりの技法で、鯉の置物を制作

染色講習会 合 計 ４５ ２７０
４／１５（日） 絞り染めでバンダナを染める 濱谷友里 ２ ２ １，６００ 絞り染め技法でバンダナ（約５３cm角）を染める
４／２９（日・祝）、
５／３（木・祝）

ミニこいのぼりをカラフルに染
めよう

濱谷友里 ４ ３７ １，４００ 絞り染め技法で小さめのこいのぼり（約３０cm）
を２匹染める

５／１３（日）、７／２２（日）、
１２／１６（日）

型染めで手ぬぐいを染める 濱谷友里 ３ １６ ３，０００ 模様の部分が白く残る地染まりの型染め技法で
日本手拭いを染める

５／２７（日） 草木染めでストールを染めよう 濱谷友里 １ ８ ４，０００ 玉葱の皮や茜（木の根）から染液をつくり綿ス
トールを染める

一般講習会 ※「○日間コース」の開催回数は日数に関わらず１コース１回としてカウント

�普及事業

①講習会事業
陶芸、染織、木工、七宝、ガラス、金工、版画の各分野

の講習会を毎月企画し、初級から上級までの幅広い内容

の個人向け講習会を開催した。また、修学・研修旅行や

PTA、企業等のグループ向けの「団体講習会」、札幌市内

の児童会館を対象とした子供向け団体プログラム「森

のクラフト教室」、クラフト工房来館者が事前の申し込

みなしで気軽に作品制作を体験できる「ふらっとクラ

フト体験」などを実施し、参加機会の拡大を図った。

期 日：平成３０年４月１日（土）～平成３１年３月３１日（日）

会 場：クラフト工房（大・中・小制作室）、織工房、染

工房、木工房、版画工房ほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

延実施回数：４４３回（ふらっとクラフト体験を除く）

受講者数：６，０２４人（缶バッジ体験を除く）

工芸・工房事業

�普及事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

６／９（土） 草木染め『桜スモークチップ』
でストールを染めよう

濱谷友里 １ ５ ４，０００ 桜の木を煮出した染液を使い、シルクストール
を染める

６／１０（日） ろうけつ染めでバッグを染めよ
う

濱谷友里 ２ １０ ２，０００ 湯洗いで落とせるロウでバッグに模様をつけ染
める

６／２３（土） 型染めで風呂敷を染めよう 濱谷友里 １ ２ ４，０００ 地染まりの型染技法で風呂敷（約７２cm角）を
染める

６／２４（日）、７／２１（土）、
１０／２８（日）、３／２１（木・祝）

オパール加工で透かし模様を描
く

濱谷友里 ４ １７ ３，８００
～４，２００

オパール加工糊を使って透かし模様を作り、風
呂敷またはストールを好きな色に染める

７／７（土） 『インド藍』でストールを染め
よう

濱谷友里 １ ８ ３，７００ インド藍で綿ストールを染める

７／２７（金） 和紙染めでうちわをつくろう 濱谷友里 ２ ２９ １，２００ カラフルに染めた和紙をうちわ骨に貼り付け、
オリジナルのうちわを制作

８／４（土）、５（日） 森の葉っぱを使ってたたき染め
をしよう

濱谷友里 ２ ２０ １，５００ 葉っぱを叩いてバンダナ（約５２cm角）に着色
する

８／２５（土）・２６（日） 型染『色糊捺染』を学ぶ２日間
コース

米坂豊樹 １ １５ ６，２００ 自分でデザインして型紙を彫り、好きな色に調
合した色糊で型置きをして綿布に彩色する

９／９（日）、１／３１（木） 草木染め「くちなしの実で染め
る」

濱谷友里 ２ ２ ４，０００ くちなしの実で綿ストールを染める
※９／９（日）は平成３０年北海道胆振東部地震
発生後対応のため中止

９／１５（土） 箔プリントで模様を描く 濱谷友里 １ ６ ４，５００ 型紙を彫り、型染技法で染めた綿ストールの上
に箔プリントをのせる

９／３０（日）、３／１０（日） ファブリックパネルをつくる 濱谷友里 ２ ９ ４，５００ 地染まりの型染技法で布を染め、ファブリック
パネルを制作

１０／１１（木） 草木染め『茜で秋色を染める』 濱谷友里 １ ８ ４，０００ 茜でストールを染める
１０／２７（土） 草木染め『黒を染める』 濱谷友里 １ ０ ４，０００ 矢車附子、五倍子、お歯黒液でストールを染める

※大雨による避難準備・高齢者避難発令のため
中止

１１／３（土・祝）、１／２６（土）コロコロ！フェルトビーズを作
ろう！

濱谷友里 ４ ２９ ８００ 羊毛をころがしてフェルトビーズを制作し、ピ
アス、ブローチ、ヘアゴムまたはキーホルダー
からパーツを選び組み立てる

１１／１１（日） 藍染でデニムを染める 濱谷友里 １ ０ ３，５００ 持参した５００g～７００gのデニム製品をインド藍で
染め直す

１１／１７（土） 草木染め「重ね染めで緑を染め
る」

濱谷友里 １ ８ ４，０００ 藍の下染めにカリヤスの黄色を重ねて綿ストー
ルを染める

１１／２５（日） 板締め絞りで手拭いを染める 濱谷友里 １ ８ ２，５００ 板締め絞りの技法で手拭いを染める
１２／８（土） 草木染め「ヤマモモで染める」 濱谷友里 １ ８ ４，０００ ヤマモモの樹皮のチップを煮出し、綿ストール

を染める
１２／２２（土） 絞り染めでストールを染める 濱谷友里 １ ４ ２，８００ 絞り染め技法で綿ストールを染める
１／１２（土）、１６（水） ろうけつ染めでハンカチを染め

よう
濱谷友里 ２ ２ １，８００ 湯洗いで落とせるロウで大判ハンカチ（約５２cm

角）に模様をつけ染める（小学生対象）
２／２（土） 草木染め「蘇芳で染める」 濱谷友里 １ ７ ４，０００ 蘇芳のチップを煮出して綿ストールを染める
３／１６（土） 藍抜染で手拭いを染める 濱谷友里 １ ２ ３，２００ インド藍で手拭いの地色を染め、抜染技法で型

模様を漂白し模様をつける
３／１７（日） 草木染め「重ね染めでグレーを

染める」
濱谷友里 １ ８ ４，０００ 藍の下染めに矢車附子の茶色を重ね、綿ストー

ルを青みグレー色に染める

手織講習会 合 計 ６ ５３
４～９月の２０回（土・日）
１０～２月の２０回（土・日）

手紡ぎ糸で布地を織る『ホーム
スパン』２０日間コース

松崎孝一
松崎洋子
松崎麻代

２ ３０ ５８，０００
～６０，０００

原毛の染色、手紡ぎ、布地の制作まで行う「ホー
ムスパン」の技術を２０日間かけて学ぶ

９／１８（火）・２５（火）・
２６（水）

色遊びストール～糸染めと織り
の３日間講習

千棒聖子 １ １３ ９，０００ 生成の経糸を整経し、染料で自由に絵を描き、
その糸を使ってストールを織る

１／１９（土） 織機を使ってマフラーを織ろう 濱谷友里 ２ ８ ２，８００ 卓上織機を使ってマフラーを織る（小学生対象）
２／１６（土）・１７（日） ウィービングタペストリーをつ

くる２日間コース
濱谷友里 １ ２ ４，５００ 木枠を使った綴れ織りで自由に糸を織り込みタ

ペストリーを織る

七宝講習会 合 計 ５２ ３７８
６～３月 七宝焼自由制作教室 佐藤歩惟 １８ １０６ ２，５００ 初心者は基礎メニューで技術を学び、熟練度に

応じて技法や工程を自分で考えて自由に制作
※９／８（土）は平成３０年北海道胆振東部地震
発生後対応のため中止

４／２１（土）、２２（日） 七宝焼でキーホルダーをつくろ
う

佐藤歩惟 ４ １０ １，６００ 丸い銅板に七宝釉薬を焼き付けキーホルダーを
制作

４／２８（土） 七宝焼でリーフペンダントをつ
くろう

佐藤歩惟 １ １４ １，８００ 葉っぱ型の純銀板に七宝釉薬を焼き付けペンダ
ントを制作

５／５（土）、６（日） 「リサ・ラーソン展」関連企画
七宝焼でブローチをつくろう

佐藤歩惟 ４ ３２ ２，５００ キャラクターの形にカットしてある銅板に七宝釉
薬を焼き付け、シルクスクリーンの技法でキャラ
クターの主線を刷り、彩色してブローチを制作

５／１２（土）、８／１（水）、
９（木）、１／６（日）

七宝焼で小さな額絵をつくろう 佐藤歩惟 ４ ３６ ２，６００ 銅板に七宝釉薬で絵を描き、額装して仕上げる
（１／６（日）は小学生対象）

５／２７（日） ミルフィオリのキーホルダーを
つくろう

佐藤歩惟 ２ ９ １，８００ ミルフィオリ（花模様ガラス）と七宝釉薬を組
み合わせて焼き付け、キーホルダーを制作

６／２４（日） 銀箔で模様をつけてブローチを
つくろう

佐藤歩惟 １ ３ ２，０００ あらかじめカットしてある銅板に銀箔で模様を
つけ、七宝釉薬を焼き付けブローチを制作

芸術の森事業部
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

６／３０（土） 七宝焼でねこのブローチをつく
ろう

佐藤歩惟 ２ ２０ １，２００ ねこの形の銅板に七宝釉薬を盛り付けて、ブ
ローチを制作

７／１６（月・祝） 有線七宝で夏のモチーフブロー
チをつくろう

佐藤歩惟 １ ５ ２，８００ 銅板を好きな形にカットして銀箔を貼り、有線
七宝の技法で装飾しブローチまたは帯留を制作

８／１５（水）、１８（土） 新種はっけん！○○ザウルス！ 佐藤歩惟 ４ ３５ １，６００ 恐竜と卵の形にカットしてある銅板に七宝釉薬
を焼き付け裏面にマグネットシートを貼り、マ
グネットを制作

９／９（日） なんのカタチに見えるかな？
七宝焼で描いてみよう

佐藤歩惟 ０ ０ １，２００ あらかじめカットしてある銅板に七宝釉薬を焼
き付けてブローチを制作
※平成３０年北海道胆振東部地震発生後対応のた
め中止

９／２９（土） 銀箔を使った七宝焼で秋のモ
チーフブローチをつくろう

佐藤歩惟 １ ６ ２，０００ 銀箔書き割り技法で好きな形のモチーフをつく
り、ブローチ、帯留またはネックレスを制作

１１／３（土・祝） 七宝焼でちびブローチをつくろ
う！

佐藤歩惟 ２ ４６ １，０００ あらかじめカットしてある土台に七宝釉薬を焼
き小さなブローチ（約２cm角）を制作

１１／２３（金・祝）、１２／２（日）七宝焼でつくるクリスマスオー
ナメント

佐藤歩惟 ２ ２２ １，８００ クリスマスモチーフに切りぬかれた銅板から大
小ひとつずつ選び、七宝釉薬を焼き付けてオー
ナメントを制作

１２／１５（土） 七宝焼でおめでたい飾りをつく
ろう

佐藤歩惟 １ １ ４，０００ 鯛、猪、達磨の形にカットしてある銅板から１
つ選んで七宝釉薬を焼き付け、水引リースに取
り付け正月飾りを制作

１／２６（土） 七宝焼でゆきだるまブローチを
つくろう！

佐藤歩惟 ２ ２２ ８００ 雪だるま型にカットしてある銅板に七宝釉薬を
焼き付けブローチを制作

３／２（土） 七宝焼でつくる小皿 佐藤歩惟 １ ４ ２，０００ 成形されている小皿（直径約１０cm）を不透明
の釉薬で彩色する

３／１７（日）、２１（木・祝） 七宝焼でさかなのブローチをつ
くろう

佐藤歩惟 ２ ７ １，５００ 魚の形にカットしてある銅板に七宝釉薬を焼き
付けブローチを制作

金工講習会 合 計 ８ ４２
６／２３（土）、１０／２７（土）、
１２／１（土）

打ち出し技法で銅のトレーづく
り

佐藤歩惟 ２ ８ ２，３００
～２，５００

薄い銅板をカットし、槌目をつけて浅いトレー
を制作
※１０／２７（土）は大雨による避難準備・高齢者避
難発令のため中止、１２／１（土）に補講を開催

７／１５（日）、２／２（土） 真鍮でアクセサリーをつくろう 佐藤歩惟 ２ ８ １，８００
～２，２００

真鍮の板を手糸ノコで切り抜き、金槌や刻印で
模様をつけてブローチ、ペンダント、ピアス、イ
ヤリングまたはボタンに仕上げる

９／２（日） 真鍮でストールピンをつくろう 佐藤歩惟 １ ８ ２，０００ 真鍮の線材でピン、板材でチャームを作ってロ
ウ付けし、ストールピンを制作

１０／２１（日） ２種類の金属でつくるスプーン 佐藤歩惟 １ ２ ２，８００ 銅と真鍮でスプーンを制作

１１／１７（土） 真鍮板を切り出してつくる指輪 佐藤歩惟 １ ８ ２，８００ 真鍮の板から指輪を制作

１／１４（月・祝） 金づちでトントン！くんしょう
風バッチをつくろう

佐藤歩惟 １ ８ ２，０００ 真鍮板をカットして模様をつけモチーフをつく
り、リボンをつけ勲章風のバッチを制作（小学
生対象）

ガラス講習会 合 計 ４０ ２３８
４／１４（土）、１５（日） サンドブラストでタンブラーに

模様を刻もう
佐藤歩惟 ４ ５ １，６００ サンドブラスト技法でタンブラー（直径約７

cm、高さ約１４cm）に模様を刻む
４／２９（日・祝） ガラスの小瓶にすりガラス模様

を刻もう！
佐藤歩惟 １ ３９ １，０００ サンドブラスト技法で４種類の小瓶（徳利、

ジャム瓶、丸瓶、四角瓶）のうち１点を選び模
様を刻む

５／３（木・祝） サンドブラストで丸皿に模様を
刻もう

佐藤歩惟 ２ ３ １，８００ サンドブラスト技法で丸皿に模様を刻む

５／２０（日）、７／２２（日） サンドブラストでスクエアボウ
ルに模様を刻もう

佐藤歩惟 ４ １９ １，８００ サンドブラスト技法でスクエアボウルに模様を
刻む

６／９（土）、１０（日）、
９／１（土）

サンドブラストでビアジョッキ
に模様を刻もう

佐藤歩惟 ６ １７ １，８００ サンドブラスト技法でビアジョッキに模様を刻
む

７／１４（土）、９／１６（日） サンドブラストでゆらゆらグラ
スに模様を刻もう

佐藤歩惟 ４ １８ １，６００ サンドブラスト技法で底が丸くてゆらゆらゆれ
るタンブラー（直径約７．２cm、高さ約９cm）に
模様を刻む

７／２９（日） ミニグラスにすりガラス模様を
刻もう！

佐藤歩惟 ２ ３８ １，２００ サンドブラスト技法でミニグラス（直径約６．４
cm、高さ約１０cm）に模様を刻む

８／４（土）、５（日） 色ガラスでとんぼ玉をつくろう 上杉高雅 ８ ３１ １，８００ ガスバーナーでガラス棒を溶かし、とんぼ玉を
３個（単色２個直径約０．８cm、多色１個直径約
１．５cm）制作

８／８（水） サンドブラストでコップに模様
を刻もう

佐藤歩惟 ２ ２９ １，４００ サンドブラスト技法でコップ（直径約７cm、高
さ約１１cm）に模様を刻む

８／１９（日） サンドブラストでボウルに模様
を刻もう

佐藤歩惟 ２ ２４ １，６００ サンドブラスト技法でボウルに模様を刻む

９／２２（土）、１／２０（日） サンドブラスト持込ガラス１日
コース

佐藤歩惟 ２ ６ １，０００ サンドブラスト技法で持参したガラス製品に模
様を刻む

１０／６（土） サンドブラストでマグカップに
模様を刻もう

佐藤歩惟 ２ ６ １，６００ サンドブラスト技法でマグカップに模様を刻む

１２／２３（日・祝） 《おとなサンドブラスト》
色ガラスでつくるぐい呑み

佐藤歩惟 １ ３ ３，４００ サンドブラスト技法で２個セットの青、黄また
は緑色のぐい呑みに模様を刻む

工芸・工房事業

�普及事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

木工講習会 合 計 ６１ ４７５
４～１２月、２月、３月 木工自由制作教室 加賀谷健至 ２６ １２４ １，５００ 初心者から上級者まで技術的なアドバイスを受

けながら自由に制作
※９／１１（火）は平成３０年北海道胆振東部地震
発生後対応のため中止

４／８（日）、３／９（土） ～生活を彩る～
寄せ木のオーバルプレートをつ
くる

加賀谷健至 ２ １２ ４，５００
～５，０００

楕円形に成形してある寄せ木の材料を彫刻刀な
どで加工し塗装仕上げをしてオーバルプレート
を制作

４／２１（土）・２２（日）、
１０／２０（土）・２１（日）

～生活を彩る～
小さなローテーブルをつくる２
日間コース

加賀谷健至 ２ １２ ５，０００ 木材を電動糸鋸などで加工し塗装仕上げをして
小さいローテーブル（約２５cm×３５cm×１５cm）
を制作４月はサクラ材、１０月はブラックチェ
リー材を使用

４／２８（土）、１／１７（木）、
３／２１（木・祝）

こびとの家をつくろう 加賀谷健至 ６ ６０ ８００～１，５００ 木片を割って家の形にし、色を塗って仕上げる
（１／１７（木）は小学生対象）

４／２９（日・祝）、７／２９（日）、
１１／３（土・祝）、１／２６（土）

寄せ木のストラップをつくろ
う！

加賀谷健至 ８ １７０ ８００ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄せ
木のストラップを制作

５／１３（日）、８／２６（日） 木工道具のお手入れ教室 加賀谷健至 ２ ７ １，６００
～１，７００

持参した木工道具の初歩的な手入れ方法につい
て学ぶ

５／１８（金）・１９（土）・
２０（日）

～生活を彩る～
こどもの椅子をつくる３日間
コース

加賀谷健至 １ ６ １２，０００ 幼児用の椅子（約３０cm×３０cm×５０cm）を制作
する

６／１６（土）・１７（日）・
２３（土）

～生活を彩る～
こどもの木馬をつくる３日間
コース

加賀谷健至 １ ３ １０，０００ 幼児用の木馬（約２０cm×５０cm×５０cm）を制作
する

７／２１（土）、２２（日）、
２／９（土）、１０（日）

～生活を彩る～
クルミ材のサラダボウルをつくる

加賀谷健至 ４ １６ ５，０００ 木工旋盤を使用してクルミ材の浅めのサラダボ
ウル（約２５cm×２５cm×４cm）を制作する

８／１１（土・祝） ～親子木工教室～
木の板と金具で家族の顔をつく
ろう

加賀谷健至 １ ９ ２，０００
～３，０００

道具の使い方を学びながら、木材と釘を使って
顔のオブジェを制作

８／１２（日） ～親子木工教室～
エンジュの薪割りパズルをつく
ろう

加賀谷健至 １ １６ １，８００
～３，６００

道具の使い方を学びながら、薪割りパズルを制
作

９／１５（土） ～生活を彩る～
栗材の我谷盆をつくる

加賀谷健至 １ ７ ３，５００ 栗材を使用してノミ跡と木目が調和した我谷盆
を制作

９／２３（日・祝） ～生活を彩る～
ウオールナット材でつくる鳥の
ドアストッパー

加賀谷健至 １ ７ １，５００ おおまかに成形された木材を小刀で加工し、鳥
の形のドアストッパーを制作

１１／１８（日） 島田晶夫氏「木象嵌のコース
ターをつくる」

島田晶夫 １ ８ ３，５００ 木象嵌の基本的な技術を使ってコースターを２
個制作

１１／２３（金・祝） ～生活を彩る～
くるみの木のおたまをつくる

加賀谷健至 １ ８ ３，５００ 部材を小刀や彫刻刀で加工しおたまを制作

１２／１５（土） ～生活を彩る～
エンジュの箸置きをつくる

加賀谷健至 １ ２ ２，０００ エンジュの木材を成形し箸置き４点を制作

１／１９（土） 寄せ木で雪の結晶のコースター
をつくろう

加賀谷健至 ２ ８ １，５００ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、雪の
結晶の形をした寄せ木のコースターを制作（小
学生対象）

版画講習会 合 計 ２３ ２２３
４／１２（木）・１９（木）・
２６（木）・５／１０（木）・
１７（木）・２４（木）

シルクスクリーンを学ぼう！６
日間コース

風間雄飛 １ １５ １５，０００ ６日間でシルクスクリーンの基本から応用まで
学び、感光法を使用した作品制作を行う

４／２１（土）、６／９（土） 「リサ・ラーソン展」関連企画
シルクスクリーンで手ぬぐいプ
リント

風間雄飛 ４ ３８ ２，５００ シルクスクリーンの技法で手拭いにキャラク
ターをプリントする

４／２９（日・祝） ぽちぶくろにプリントしよう 風間雄飛 ２ ２５ ６００ 好きな柄のシルクスクリーンを選び、ぽち袋台
紙にプリントする

５／２０（日）・２７（日） エッチングで銅版画をつくろう
２日間コース

風間雄飛 １ １４ ４，０００ ドライポイントやエッチングなどの技法を使い
銅版画の作品を制作

６／２３（土）・２４（日）・
３０（土）

『木版リトグラフ』併用版３日
間コース

鳴海伸一 １ １１ １３，０００ 木版リトグラフにアルミ版によるリトグラフを
加えた併用技法で作品を制作

７／１２（木）・１９（木） 凹版画ドライポイント・シンコ
レ２日間コース

風間雄飛 １ １１ ４，０００ ドライポイントで制作した作品に、色和紙を貼
り込むシンコレ技法を使用してカラーの凹版画
を制作

７／２９（日） カリカリ！紙版画をつくろう！ 風間雄飛 ２ ２６ ６００ ドライポイントの技法を用い、絵はがきを制作
８／１６（木）・２３（木）・
３０（木）

メゾチントと道具づくりの３日
間

上田政臣 １ １４ １３，０００ 鋼材から版画道具を制作し、さらにその道具を
使用してメゾチント作品を制作

９／７（金）・８（土）・
９（日）

中村桂子氏『色彩とマチエール
を楽しむ木版画』３日間コース

中村桂子 ０ ０ １５，０００ 水彩絵具を使った多色刷り技法を軸に、版にマ
チエールを加えた多色摺り木版画を制作※平成
３０年北海道胆振東部地震発生後対応のため中止

１０／２７（土）、２／９（土） メディウムはがし刷りをしよう 風間雄飛 １ ６ ３，０００ クラフトテープで作った凹版にインクをつめ、
メディウムで接着し凹版画を制作
※１０／２７（土）は大雨による避難準備・高齢者避
難発令のため中止

芸術の森事業部
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

染色ワークショップ 合 計 １ ２０

７／３０（月） こども・あーと・にしく
和紙染めでカラフルうちわをつ
くろう！
（共催：西区役所地域振興課）

濱谷友里 １ ２０ １，２００ カラフルに染めた和紙をうちわ骨に貼り付け、
オリジナルのうちわを制作
作品を西区はちけん地区センターに展示

子ども育成事業 陶芸ワークショップ 合 計 １ １８

５／１９（土）・２６（土）・
７／２１（土）・２９（日）

縄文太鼓でアートキャンプ２０１８ 茂呂剛伸 １ １８ １５，０００ 粘土を形成し縄などで文様を施してマイ縄文太
鼓を制作し、演奏する
制作は５／１９（土）・２６（土）の２日間

アートオブクラフトfrom「職人力展」ワークショップ 合 計 ９ ６２

１／５（土）、１７（木） 自分で銀線を曲げてオリジナル
リングを作ろう

職人力展
出品作家

２ ３ ３，０００ 銀線を曲げて好きな形のリングを作る

１／６（日） 純銀のヨリ線リングを作ろう 職人力展
出品作家

１ １２ １，５００ 純銀線を捻ったヨリ線で、自分の指サイズに合
わせたリングを制作

１／１２（土）、１３（日）、
１６（水）、１８（金）、２０（日）

アートクレイシルバーで、スト
ラップ、リングを作ろう

職人力展
出品作家

５ ３７ リング１，０００
ストラップ２，２００

銀粘土を使ってストラップやリングを制作

１／１９（土） 金色のバングルを作ろう 職人力展
出品作家

１ １０ ２，５００ 真鍮でオリジナルのバングル（腕輪）を作る

開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

１１／８（木）・１５（木）・
２２（木）

シルクスクリーンで年賀状を刷
ろう３日間コース

風間雄飛 １ １３ ６，０００ シルクスクリーンの多色刷りでカラフルな年賀
状やポチ袋を制作

１２／６（木）・１３（木）・
２０（木）

木版画でつくるクリスマスカー
ド３日間コース

風間雄飛 １ ８ ６，０００ 木版画の多色摺りでクリスマスカードを制作

１／６（日）、１４（月・祝） スクリーンプリントでトート
バッグをつくろう

風間雄飛 ４ １７ １，５００ シルクスクリーンの版と型紙でトートバッグに
プリントする（小学生向け）

１／２６（土） 消しゴムはんこ 風間雄飛 ２ １６ ５００ 消しゴムを彫ってハンコをつくり、名刺サイズ
の紙に印刷

３／２（土）・９（土）・
１６（土）・２３（土）

感光法リトグラフを刷ろう４日
間コース

風間雄飛 １ ９ ９，０００ 感光法で製版するアルミＰＳ版を使用してリト
グラフ作品を制作

開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

陶芸・版画講習会 合 計 ４ ４２

４／１（日）、５／１２（土） 「リサ・ラーソン展」関連企画
うつわにぬり絵をしよう

大矢花
風間雄飛

４ ４２ ２，５００
～３，０００

マグカップ、皿（大：直径約１５cm、小：直径約
１０cm）から１つ選んでシルクスクリーンの技
法でキャラクターの主線を刷り、彩色してオリ
ジナルの器を制作

染色・金工講習会 合 計 １ ８

８／１１（土・祝） 鍛金と和紙染めで風鈴をつくろ
う

濱谷友里
佐藤歩惟

１ ８ ２，２００ 和紙を染め短冊を作り、真鍮の棒材を加工して
組み立て風鈴を制作

複合分野講習会

ワークショップ
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工芸グループ講習会（団体を対象に実施する体験教室）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 大矢花、
岩渕咲貴 ３２

通年
９４８

２時間でコーヒーカップや湯呑み等を制作、または素焼き
済みの陶器に絵付けを施す。完成品は宅配便で参加者に送
付。１，６００～２，０００円３２

染色 濱谷友里 １８
通年

２９９ ２時間でバンダナやＴシャツ等を絞り染の技法で染める。
１，６００～２，０００円１８

七宝 佐藤歩惟 １７
通年

４０１ ２時間でキーホルダーやリーフペンダント等を制作。１，６００
～１，８００円１７

ガラス
（サンドブラスト） 佐藤歩惟 １４

通年
３１０ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様を

施す。丸皿やタンブラー等を２時間で制作。１，６００～１，８００円１４

版画 風間雄飛 １
１０月

１４ 板目木版を制作し、あてなしぼかしの技法で着彩。６，０００円
１

合計 ８２ ８２ １，９７２ ※１２～４月は全コース２割引

森のクラフト教室（札幌市内の児童対象。子ども向けグループ講習会）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 岩渕咲貴 ５
１２月、１月

１１２ たまつくりの技法でおやつ入れを粘土で制作する体験。
１，０００円５

染色 濱谷友里 ３
１２月、１月

６５ ２時間でフェルトのコースター制作やバンダナの絞り染め
を体験。１，０００円３

七宝 佐藤歩惟 ０
１２月、１月

０ ２時間でキーホルダーを制作。１，０００円。
０

ガラス
（サンドブラスト） 佐藤歩惟 ３

１２月、１月
７５ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様

を施す。ミニグラスを２時間で制作。１，０００円３

木工 加賀屋健至 ２
１２月、１月

３３ ２時間で寄せ木のコースターを制作。１，０００円。
２

合計 １３ １３ ２８５

クラフト宅配便（札幌市内の特殊支援学級、老人介護施設が対象。出張講習会）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 岩渕咲貴 ０
１２月、１月、２月、３月

０ たまつくりの技法で小皿を制作、または素焼き済みの小皿
に絵付けを施す。完成品は宅配便で参加者に送付。１，０００円０

手織 濱谷友里 ０
１２月、１月、２月、３月

０ 枠にはまった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通し
てコースターを制作。１，０００円０

木工 加賀屋健至 ０
１２月、１月、２月、３月

０ 色々な木材をつかって寄せ木のコースターを制作。１，０００円
０

合計 ０ ０ ０

アウトリーチ「創造都市ネットーワーク日本加盟都市紹介パネル展『カンバッジ体験』」
（１１／７～１１ 「札幌地下歩行空間」での体験教室）

コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

カンバッジ － １
１１月

４０３ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。無料。
５

合計 １ ５ ４０３
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アウトリーチ「子ども造形教室」（１／１２ 本郷新記念札幌彫刻美術館での体験教室）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

木工 加賀谷健至 １
１月

１６ 寄木の技法で、北海道に住む動物を制作。８００円
１

合計 １ １ １６

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（１／１０ 市民ギャラリーでの体験教室）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 岩渕咲貴 １
１月

２３ 素焼き済みの小皿に絵付けを施す。完成品は宅配便で参加
者に送付。１，５００円１

手織 濱谷友里 １
１月

１８ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通して
コースターを制作。６００円１

七宝 佐藤歩惟 １
１月

１７ 好きな形の銅板に七宝釉薬を焼き付け、ブローチを制作。
１，０００円１

木工 加賀谷健至 １
１月

２９ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木のストラッ
プを制作。８００円１

版画 風間雄飛 １
１月

８ 型紙とインクを使ってステンシル版画を体験。５００円
１

合計 １ １ ９５

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（２／２３ サンピアザ・光の広場での体験教室）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 岩渕咲貴 １
２月

１７ 素焼き済みの小皿に絵付けを施す。後日焼きあげて宅配便
で参加者に送付。１，８００円１

手織 濱谷友里 １
２月

１１ 枠にはった経糸の間に、カラフルな布を縫うように通して
コースターを制作。６００円１

七宝 佐藤歩惟 １
２月

２７ 様々な形状の銅板から好きなものを選び、七宝釉薬で彩色
し、ブローチを制作。１，０００円１

木工 加賀谷健至 １
２月

２１ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木のストラッ
プを制作。８００円１

版画 風間雄飛 １
２月

２９ 型紙とインクを使ってステンシル版画を体験。５００円
１

カンバッジ － １
２月

４８ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００円
１

合計 １ １ １５３

ふらっと体験（予約なしで作品制作を体験できる）
コース 開催月 参加件数 内容・受講料

陶芸・絵付け 通年 ２４４ 素焼き済みの陶器（小皿、湯呑み等）に絵付けを施す。後日焼きあげて宅配便で参加者
に送付。１，２００～２，２００円

陶芸・たまつくり 通年 ３２１ 粘土３００ｇを使い、たまつくりの技法でお好みのカップなどを１個作る。後日焼きあげ
て宅配便で参加者に送付。１，５００円

染色・和紙のちぎり絵はがき 通年 １３１ カラフルに染め上げた和紙をちぎり、ハガキに貼り付け、オリジナル絵ハガキ（５枚セッ
ト）を制作。３００円

染色・お絵かきバンダナ 通年 ２４５ クレヨンで絵を描きオリジナルのバンダナを制作。５００円

ガラス・サンドブラスト 通年 ３４ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様を施し小瓶を制作。１，０００円

缶バッジ 通年 １，０７３ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００～７００円

合計 ２，０４８
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Ｈ３０工芸・版画講習会事業 延実施回数
（ふらっと体験を除く）

受講者数
（缶バッジ体験を除く）

一般講習会 ３４３ ２，２５７

グループ講習会 ８２ １，９７２

森のクラフト教室 １３ ２８５

クラフト宅配便 ０ ０

アウトリーチ ４ ２６４

ふらっと体験 － ９７５

合計 ４４２ ５，７５３
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利 用 促 進

①広報活動
（１）ホームページ、SNSの活用
札幌芸術の森で開催される展覧会、講習会、イベント

などの各種主催事業及び貸工房をはじめとする施設等

について、ホームページとSNSを積極的に活用し情報を

提供した。季節にあわせトップページのメイン写真を変

更し、芸術の森の自然を含む魅力を伝えるとともに、新

たに公式Twitterアカウントを開設し、Facebookや

Instagramと併せてリアルタイムの情報発信を行った。

ホームページ年間アクセス件数：１，４０７，４８８件

（２）ニュースリリース「今週の芸森。」
札幌芸術の森の旬な情報をニュースリリース「今週

の芸森。」として、マスコミや関係各所へ毎週配信する

とともに、地域住民へホームページを通じてインター

ネットで配信した。各メディアでの記事掲載など露出機

会が増加するよう働きかけ、より多くの市民へ情報を提

供できるよう努めた。

発 行：毎週火曜日

形 態：メールマガジン

送付箇所：札幌市役所、各マスコミ関係者 等

（３）もりくる 夏休み号・冬休み号
夏休みと冬休みの期間中に開催する子ども向けワー

クショップ等の体験型講座をはじめ、四季イベントや、

札幌芸術の森美術館の展覧会等を紹介するパンフレッ

ト「もりくる」を年２回作成。市内の全小学校の児童と

公共施設等へ配布し、子どもたちの来園と各種ワーク

ショップへの参加機会の促進を図った。

発 行：夏休み号（７月上旬発行）

冬休み号（１２月上旬発行）

形 態：Ａ４／カラー／４頁

部 数：夏９４，０００部、冬９４，０００部

配布箇所：札幌市内小学校、札幌市内公共施設 等

②四季を通じた集客・施設開放事業の実施
市民が札幌芸術の森に気軽に足を運び、来園者の再訪

につながるよう、四季の移り変わりを楽しめる自然環境

を存分に活かした施設開放事業を開催し、賑わいを創出

した。

（１）芸森スプリングフェスタ
札幌芸術の森で春を満喫していただくことを目指し、

ゴールデンウィーク中の集客イベントとして開催した。

春の景色を楽しみながら野外の彫刻作品を知ってもら

うために、野外美術館入館料を無料にしたほか、スタン

プラリーやワークショップなど園内各所で誰でも楽し

めるよう様々なプログラムを実施した。

期 日：平成３０年４月２９日（日・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、アートホール、芸術の森センター、

クラフト工房、版画工房、工芸館、札幌芸術の

森美術館

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：８，０２２人

内 容：

・スタンプラリー

・地球にお絵かき

・芸森ぬりえ

・みんなのこいのぼり

・オリジナル缶バッジづくり

・四季の芸森写真コーナー

・ココア無料配布

・春をスケッチ＆春で川柳

・ガラスの小瓶にすりガラス模様を刻もう！

・寄せ木のストラップをつくろう！

・１０分間のプチ電動ロクロ体験

・ぽちぶくろにプリントしよう！

・ミニこいのぼりをカラフルに染めよう！

・ふらっとクラフト体験

・つちぶえデコレーション

・リサ・ラーソン展

～スウェーデンのすてきな芸術一家～

・０さいからのげいじゅつのもり 花ふるカラー

・カラフルツリー

・芸森アートマーケット

（２）芸森バードウォッチング
札幌芸術の森の豊かな自然を散策しながら、棲息もし

くは飛来する野鳥を観察する魅力発信事業。当日は多く
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の野鳥を観察することができた。

期 日：平成３０年５月２０日（日）

会 場：札幌芸術の森園内

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：日本野鳥の会札幌支部

入場者数：１８人

（３）芸森バースデー
芸術の森の開園記念日に合わせ、夏の集客イベントと

して開催。夏休み期間の子どもたちを中心に、大人にも

楽しんでいただけるよう謎解きイベントやインスタ映

えスポットなど、様々な催し物を開催した。

期 日：平成３０年７月２９日（日）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、アートホール、芸術の森センター、

芸術の森センター前広場、九十九折階段、クラ

フト工房、工芸館、工芸館前広場、札幌芸術の

森美術館

入場者数：４，０２６人

内 容：

・謎解き野外美術館 隠された庭からの脱出

・芸森インスタ映えスポット

・もりもり探検ツアー

・芸森アートマーケット

・地球にお絵かき

・芸森ぬりえ

・つくって、さわって、たのしむ スクイーズづくり！

・ジャズスクールミニライブ

・ジャズスクール楽器体験

・ジャズスクール練習見学

・縄文太鼓で森の音楽フェス！～野外演奏会を楽しもう～

・ミニグラスにすりガラス模様を刻もう！

・寄せ木のストラップをつくろう！

・カリカリ！紙版画をつくろう！

・はじめての電動ロクロ体験

・ふらっとクラフト体験

・ねんどフェスタ！

・ブリューゲル展 画家一族１５０年の系譜

・五十嵐威暢の世界 中庭インスタレーション 無意

識の庭

・北と手仕事 このみち

・常設展示「ベストポケット」

（４）謎解き野外美術館 隠された庭からの脱出
新たな来園者層に芸術文化に親しんでもらうことを

目的として、野外美術館で初めて謎解きイベントを開催。

難易度を３段階設定し、子どもから大人まで楽しめるよ

う工夫し、多くの新規来園者にご参加いただけた。

期 日：平成３０年７月２９日（日）～８月２６日（日）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：５，７４５人（EASY：２，２２９人、NORMAL：２，６３５

人、HARD：８８１人）

（５）芸森ハロウィン 紅葉＆仮装
札幌芸術の森の秋の魅力である紅葉を充分に楽しめ

る時期に、近年各地で賑わいをみせるハロウィンを取り

上げた新規イベントを開催した。

期 日：平成３０年１０月２０日（土）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、芸術の森センター

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：２，６１６人

内 容：

・メイクdeハロウィン

・落ち葉おばけになっちゃおう！

・かんたん！ハロウィンマントづくり

・インスタ映えスポット 紅葉＆仮装

・仮装 de 大撮影会

・仮装 de 割引レストラン

・レストラン限定メニュー

・光る！オバケランタンプレゼント！

・札幌美術展 五十嵐威暢の世界
�

・３５ar トレッティフェム・オール

－日瑞ガラス・木工作品展－
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（６）秋の芸森あったかサンキュー・デー
野外美術館の最終日に感謝祭として行ってきた事業。

野外美術館無料開放や各種ものづくり体験を中心に多

くのお客様でにぎわった。ガチャガチャにより景品が決

まるという今年初めての試みを行ったスタンプラリー

も大好評であった。

期 日：平成３０年１１月３日（土・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、芸術の森センター、クラフト工房、

工芸館、札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：５，７５４人

内 容：

・野外美術館無料開放

・スタンプラリー

・芸森アートマーケット

・ねんどフェスタ！

・キッズ遊び場スペース

・寄せ木のストラップをつくろう！

・コロコロ！フェルトビーズを作ろう！

・七宝焼でちびブローチをつくろう！

・ひとりでロクロを回してみよう

・ふらっとクラフト体験

・札幌美術展 五十嵐威暢の世界
�

・３５ar トレッティフェム・オール

－日瑞ガラス・木工作品展－

③札幌市立大学・芸術の森地区連合町内会等と
の地域連携
札幌市立大学や芸術の森地区連合会と相互に連携し、

PR活動や芸術の森が地域の方々の活動の場として利用

されるよう、連携事業や事業支援を行った。

（１）札幌市保養センター駒岡陶芸教室
第１２回陶寿房陶芸展

保養センター駒岡主催の陶芸教室「陶寿房」の陶芸

展を開催した。

期 日：平成３０年９月１６日（日）～２４日（月・休）

会 場：芸術の森センター アートロビー

主 催：札幌市保養センター駒岡（社会福祉法人札幌

市社会福祉協議会）

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

来場者数：８０３人

（２）第２４回芸術の森地区文化祭
前掲Ｐ６２参照

（３）第２３回芸術の森地区音楽祭
芸術の森地区づくりのビジョンである「人と自然に

優しい文化推進の里」を達成することを願い、青少年を

中心に音楽を通じて地域の人々とふれあい、相互理解を

深め、地域の絆を確かなものにしていくことを目的とし

た地区音楽祭を開催した。札幌市消防音楽隊や芸術の森

地区の小中学校、地域の音楽グループや札幌ジュニア

ジャズスクールの小学生クラスが出演した。

期 日：平成３０年１１月４日（日）

会 場：札幌芸術の森アートホール アリーナ

主 催：芸術の森地区音楽祭実行委員会

来場者数：１，５２８人

（４）雪あかりの祭典
札幌市立大学や芸術の森地区連合会など芸術の森地

区の他団体と連携し、今年も芸術の森地区を雪と灯りで

デザイン。お客様とともに点灯するキャンドルの小路や

もちつき大会、ものづくり体験など各種プログラムを開

催した。

期 日：平成３１年１月２６日（土）

会 場：芸術の森センターロビー、札幌芸術の森野外美

術館、佐藤忠良記念子どもアトリエ、クラフト

工房、美術館前広場ほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：１，９４４人

利用促進
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内 容：

・もちつき体験

・キャンドルの小路

・てのひら小皿に絵付け体験

・コロコロ！フェルトビーズをつくろう！

・七宝焼でゆきだるまブローチをつくろう！

・寄せ木のストラップをつくろう！

・消しゴムはんこ

・ふらっとクラフト体験

・雪だるまデコレーション

・芸森スライダー

・雪うさぎを作ろう！

・キャンドルホルダーを作ろう！

・芸森かんじきウォーク～特別コース～

【カラフルな森】
キャンドルや、牛乳パックを利用して作ったカラフル

な氷で五十嵐威暢《Komorebi》を囲み、点灯するプロ

グラム等を開催した。牛乳パックの収集や使用済みの回

収で町内会等の協力をいただいた。

期 日：平成３１年１月２６日（土）～２月１１日（月・祝）

会 場：札幌芸術の森美術館前広場

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

④札幌小樽芸術文化・観光に関する連携協定
札幌と小樽の芸術文化及び観光の振興を図るため、札

幌市芸術文化財団、株式会社ニトリホールディングス、

一般社団法人札幌観光協会、一般社団法人小樽観光協会

の４者で「札幌小樽 芸術文化・観光に関する連携協定」

を締結し、連携事業として小樽雪あかりの路期間中に

ジャズライブを実施した。

【あったマルシェ ミニライブ】

前掲Ｐ２９参照

【小樽芸術村夏祭り サマーステージ】

前掲Ｐ１６参照

【OTARU de BAZAR】

前掲Ｐ２８参照
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彫 刻 美 術 館 事 業

�展覧会事業

◇特別展
①第２回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念 加藤
宏子展 継続

第２回本郷新記念札幌彫刻賞を受賞した札幌在住の

彫刻家・加藤宏子（１９６８年札幌市生まれ）の近作・新作

１５点を展示した。和紙の原料である楮を素材とした斬新

な技法を用いた作品により、新たな彫刻の可能性を提示

した。関連事業として行った子ども向けワークショップ

および作品名の“improvisation（即興）”をキーワード

にしたミュージアム・コンサートは、どちらも展覧会の

趣旨を深める内容であった。アーティスト・トークには

多数の方が参加し、毎回活発な質疑応答がなされ、作家

の注目度の高さが窺えた。若手作家の育成を目指す本郷

新記念札幌彫刻賞の記念展として、今回受賞した加藤宏

子氏の作品の魅力を広く紹介するという役割を果たし

た。また、現代の彫刻芸術の多様さについてその一端を

展覧することができた。

期 日：平成３０年４月２８日（土）～６月１７日（日）４４日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場料：一般５００円、６５歳以上４００円、高大生３００円、中学

生以下無料

入場者数：１，４５２人

関連事業：（１）アーティスト・トーク

期 日：①４月２８日（土）１０：３０～１１：００

②６月１０日（日）１４：００～１４：３０

解 説：加藤宏子（彫刻家）

会 場：本館展示室

参加者数：①５４人 ②５２人

（２）子どもワークショップ「見えないものを

かたちにしてみよう」

期 日：４月３０日（月・休）１０：３０～１２：３０

会 場：本館研修室

講 師：加藤宏子（彫刻家）

参加者数：２１人

（３）ギャラリー・トーク

期 日：①５月３日（木・祝） ②６月３日

（日） 各１１：００～１１：３０

会 場：本館展示室

解 説：垣内陽子（本郷新記念札幌彫刻美術

館業務係長）

参加者数：①５人 ②１０人

（４）ミュージアム・コンサート「Kitara専属オ

ルガニスト チェンバロ・コンサート」

期 日：５月２６日（土）１４：００～１４：４０

会 場：本館

演 奏：マルタン・グレゴリウス（札幌コンサート

ホール第１９代専属オルガニスト）

参加者数：８９人

関連記事：「美術館博物館一覧表」朝日新聞２０１８年４月

２６日夕刊、「第２回本郷新記念札幌彫刻賞受賞

記念加藤宏子展」さっぽろ１０区２０１８年４月２４

日、「第２回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念加

藤宏子展」おしゃべりBox２０１８年５月号、「加

藤宏子さん彫刻展」北海道新聞２０１８年４月２８

日朝刊、「しなやか白い曲線美」北海道新聞

２０１８年５月８日夕刊、「第２回本郷新記念札幌

彫刻賞受賞記念加藤宏子展」会報アルテピア

２０１８年３月号、「加藤宏子展」北海道新聞２０１８

年７月２５日夕刊美術季評欄、「加藤宏子展」

『美術の窓』２０１８年５月号

彫刻美術館事業
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出品作品

No. 作家名 作品名 技法、素材
寸法（高さ×幅×
奥行cm）

制作年 所蔵者

１ 加藤宏子 improvisation XXXⅡ 楮、石 ２０５．０×１５５．０×３０．０ ２０１８年 作家
２ 加藤宏子 improvisation XXXⅢ 楮 可変 ２０１８年 作家
３ 加藤宏子 improvisation XXVⅢ 楮 １２５．０×１８５．０×１８５．０ ２０１７年 作家
４ 加藤宏子 improvisation XXVⅢ’ 楮 １８０．０×１００．０×１５．０ ２０１７年 作家
５ 加藤宏子 improvisation XXⅡ 楮 ２５．０×７０．０×１１０．０ ２０１４年 作家
６ 加藤宏子 continuum～cosmos～ 楮、石 １３０．０×３６０．０×３６０．０ ２０１０年 作家
７ 加藤宏子 照明Ａ 楮 ４０．０×４０．０×４０．０ ２０１７年 作家
８ 加藤宏子 照明Ｂ 楮 ２０．０×２０．０×３５．０ ２０１７年 作家
９ 加藤宏子 照明Ｃ 楮 ３５．０×１２０．０×９０．０ ２０１７年 作家
１０ 加藤宏子 照明Ｄ 楮 １３０．０×３５．０×３５．０ ２０１８年 作家
１１ 加藤宏子 improvisation XX 楮 １３０．０×９０．０×９０．０ ２０１３年 作家
１２ 加藤宏子 improvisation XXIX 楮 ３５．０×１２０．０×２６０．０ ２０１３年 作家
１３ 加藤宏子 improvisation XXX 楮 可変 ２０１７年 作家
１４ 加藤宏子 improvisation XXXⅣ 楮 可変 ２０１８年 作家
１５ 加藤宏子 improvisation～うけとめるかたち（マケット） 楮、石 ２５．０×４０．０×１５．０ ２０１７年 作家

②子ども育成事業「わくわく★アートスクール
２０１８」作品展 継続

近隣の小学校の児童が、アーティストとともに「制作」

「展示」「鑑賞」の一連の活動を行う子ども育成事業「わ

くわく★アートスクール」の作品展。２回目となる今回

は「つながり」をテーマに、大倉山小学校、三角山小学

校の児童がそれぞれアーティストと制作した。できあ

がった作品は児童たちの手で彫刻美術館に持ち寄られ、

二人のアーティストの作品も交えながら「つながり」

を感じさせる一つの大きな共同制作作品として展示さ

れた。展示は、児童たちが個々の作品が集まり完成した

最終的なかたちを鑑賞する場であり、一般公開された。

［講師］jobin.（アーティスト）、ダム・ダン・ライ（彫刻家）

期 日：平成３０年６月２６日（火）～７月１６日（月・祝）１９日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）、札幌市立大倉山小学校、札幌市立三角

山小学校

入場料：無料

入場者数：９９１人

関連事業：（１）美術館であそぼ！（モビール作り、ワー

クシートを用いた展示鑑賞）

期 日：会期中常時

会 場：本館 ロビー

参加者数：１１４人

（２）アーティスト・トーク

期 日：７月８日（日）１１：００～１１：４５

会 場：本館展示室

講 話：jobin.（アーティスト）、ダム・ダン・ラ

イ（彫刻家）

参加者数：２８人

関連記事：「札幌市三角山小でアートスクール」北海道通

信２０１８年６月２０日、「わくわく★アートスクー

ル 針金のモビール制作楽しむ」北海道通信

２０１８年６月２１日、「わくわく★アートスクール

展示児活動」北海道通信２０１８年６月２８日、坂本

有香「児童１００人、芸術家と合作」北海道新聞

２０１８年７月８日朝刊、「わくわく★アートス

クール作品展」三角山放送局西区まちづくり

最前線２０１８年６月２６日放送
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出品作品
衣裳
No. タイトル 場面 素材

１ 衣裳 エジプト王 第２幕 ローブ、ガウン、高帽、衿飾り、前垂れ、指輪、サンダル
２ 衣裳 アムネリス 第２幕 ワンピース、ガウン、冠、衿飾り、前垂れ、手甲、サンダル
３ 衣裳 アイーダ 第１幕、第２幕 サリー付ドレス、ブレスレット、ベルト、サンダル
４ 衣裳 ラダメス 第２幕 ローブ、腰巻、甲冑、マント、冠、衿飾り、前垂れ、手甲、サンダル
５ 衣裳 アイーダ 第３幕、第４幕 ドレス、スカーフ、胸飾り、ブレスレット
６ 衣裳 巫女 第１幕、第２幕、第３幕、第４幕 ワンピース、衿飾り、前垂れ、サンダル
７ 衣裳 アモナズロ 第２幕、第３幕 ローブ、ベスト、マント、頭飾り、ネックレス、ブレスレット、サンダル
８ 衣裳 ラダメス 第３幕、第４幕 ローブ、ガウン、ベルトひも、頭巻き布・ひも
９ 衣裳 ランフィス 第２幕 ローブ、ガウン、肩掛け、帽、衿飾り、胸あて、前垂れ、手甲、指輪、サンダル
１０ 衣裳 王の護衛兵 第１幕、第２幕 ローブ、上着、腰巻、甲冑、帽、衿飾り、腰飾り、手甲、サンダル
１１ 衣裳 男性民衆 第１幕 ローブ、ガウン、帽、頭布、腰ひも、サンダル
１２ 衣裳 女性囚人 第２幕 タイツ、ワンピース、帽、手甲
１３ 衣裳 ヌビア人 第２幕 タイツ、ワンピース、冠、チョーカー、手甲

③市民交流プラザ開館記念連携事業 オペラの衣
裳と舞台美術 煌く「アイーダ」の世界 新規

札幌市民交流プラザ内に誕生する札幌文化芸術劇場

hitaruのこけら落とし公演・オペラ『アイーダ』にちな

み、東京、新国立劇場所蔵の衣裳や舞台美術・小道具６６

点を展示。総合芸術と言われるオペラの美術の要素に焦

点をあてて紹介した。

期 日：平成３０年７月２７日（金）～１０月２５日（木）７１日間

※９月６日（木）～１３日（木） 臨時休館

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

特別協力：新国立劇場

入場料：一般６００円、６５歳以上５００円、高大生４００円、中学

生以下無料

入場者数：３，４９４人

関連事業：（１）ミュージアム・コンサート「華麗なるオ

ペラアリア」

期 日：８月１１日（土・祝）１４：００～１４：４０

出 演：川島沙耶（ソプラノ）、前田朋子（ピ

アノ）

会 場：本館展示室

参加者数：１７７人

（２）ギャラリー・トーク

期 日：①９月２３日（日・祝） ②１０月１４日

（日） 各１１：００～１１：３０

会 場：本館展示室

解 説：垣内陽子（本郷新記念札幌彫刻美術

館業務係長）

参加者数：①１５人 ②１６人

（３）講演会「華麗なる衣裳、光の不思議な力

～巨匠マリアノ・フォルチュニィと舞台

芸術～」

期 日：１０月６日（土）１４：００～１５：３０

会 場：本館研修室

講 師：ブルース・ダーリング（美術史家）

参加者数：５４人

（４）講演会「新国立劇場 オペラの舞台裏」

期 日：１０月６日（土）１５：３０～１７：００

※地震の影響により９月８日（土）

より延期して開催

会 場：本館研修室

講 師：小西弘人（新国立劇場技術部技術総

括室長、テクニカルディレクター）

参加者数：４３人

関連記事：「展覧会・オペラの衣裳と舞台美術」広報さっ

ぽろ２０１８年８月号、「「アイーダ」衣裳 小道

具を間近に」北海道新聞２０１８年８月４日朝刊、

「オペラ 舞台も衣裳も芸術」北海道新聞２０１８

年８月４日夕刊、「オペラの衣裳と舞台美術」

さっぽろ１０区２０１８年８月７日、Air−G「Sparkle

Sparkler」２０１８年８月１６日放送

彫刻美術館事業
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大道具
No. タイトル 場面 素材

２２ 大道具 ワシの像 第１幕 発泡スチロール、プラスチック装飾、塗料
２３ 大道具 エジプト王の玉座 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、発泡スチロール、塗料 ほか
２４ 大道具 アムネリスの玉座 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、発泡スチロール、塗料 ほか
２５ 大道具 玉座台 第２幕 木材、塗料
２６ 舞台床 第１幕、第２幕、第３幕、第４幕 木工ベニヤ板、パンチカーペット、塗料
２７ テーベ城門階段台の壁画パネル 上手 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
２８ テーベ城門の壁画パネル 上手 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
２９ 大道具 テーベ城門の階段（１、２段目） 下手 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
３０ 神殿ファラオ像台の壁画パネル 正面（上手端） 第４幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
３１ 神殿ファラオ像台の壁画パネル 下手 第４幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
３２ 大道具 宮殿のベンチ 下手 第１幕 木材、塗料
３３ 大道具 宮殿のベンチ 上手 第１幕 木材、塗料
３４ 大道具 スフィンクス像 下手 第１幕 木材、発泡スチロール、プラスチック装飾、塗料 ほか
３５ 大道具 スフィンクス像 上手 第１幕 木材、発泡スチロール、プラスチック装飾、塗料 ほか
３６ 大道具 神輿（犬） 第２幕 発泡スチロール、プラスチック装飾、塗料 ほか
３７ 神殿ファラオ像台の壁画パネル 正面（下手端） 第４幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
３８ 神殿ファラオ像台の壁画パネル 正面（センター） 第４幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
３９ 大道具 テーベ城門の階段（１、２段目） 上手 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、塗料
４０ 大道具 戦利品の宝箱 第２幕 木材、塗料 ほか
４１ 大道具 アムネリスの部屋の宝石台 第２幕 木材、塗料

小道具
No. タイトル 場面 素材

４２ 小道具 凱旋の旗 第２幕 鉄、発泡スチロール、ブリキ装飾、樹脂装飾、塗料
４３ 小道具 凱旋の旗 第２幕 鉄、発泡スチロール、ブリキ装飾、樹脂装飾、塗料
４４ 小道具 凱旋の旗 第２幕 鉄、ブリキ装飾、樹脂装飾、塗料
４５ 小道具 凱旋の旗 第２幕 鉄、ブリキ装飾、樹脂装飾、塗料
４６ 小道具 凱旋の旗 第２幕 鉄、ブリキ装飾、樹脂装飾、塗料
４７ 小道具 凱旋の兵士の剣 第２幕 木材、ブリキ装飾、合成皮革、塗料
４８ 小道具 凱旋の兵士の弓 第２幕 木材、合成皮革、樹脂装飾、綿紐、塗料
４９ 小道具 凱旋の兵士の矢筒 第２幕 木材、合成皮革、樹脂装飾、塗料
５０ 小道具 凱旋の兵士の盾 第２幕 木材、合成皮革、樹脂装飾、塗料
５１ 小道具 凱旋の兵士の盾 第２幕 木材、合成皮革、樹脂装飾、塗料
５２ 小道具 凱旋の兵士の盾 第２幕 木材、合成皮革、樹脂装飾、布
５３ 小道具 ランフィスの杖 第１幕、第２幕、第４幕 木材、発泡スチロール、樹脂装飾 ほか
５４ 小道具 ヌビア人の羽根付き槍 第２幕 木材、羽 ほか
５５ 小道具 戦利品の象牙 第２幕 FRP（繊維強化プラスチック）、綿紐、プラスチック装飾、塗料 ほか
５６ 小道具 司祭の杖（スカラベ） 第１幕 木材、発泡スチロール、樹脂装飾
５７ 小道具 羽根扇 第２幕 羽、金属、プラスチック装飾 ほか
５８ 小道具 アムネリスの部屋のハープ 小 第２幕 FRP（繊維強化プラスチック）、綿紐、塗料
５９ 小道具 アムネリスの部屋のハープ 大 第２幕 木材、FRP（繊維強化プラスチック）、発泡スチロール、綿紐、塗料
６０ 小道具 アムネリスの部屋の金壺 第２幕 FRP（繊維強化プラスチック）、樹脂装飾、塗料 ほか
６１ 小道具 アムネリスの部屋のかつら台（かつら付き） 第２幕 発泡スチロール、塗料 ほか
６２ 小道具 アムネリスの部屋のシーツ 第２幕 布
６３ 小道具 アムネリスの部屋のクッション 第２幕 布、フリンジ、綿
６４ 小道具 王のヘカ杖 第１幕、第２幕 金属、樹脂装飾
６５ 小道具 王のネケク笏 第１幕、第２幕 金属、樹脂装飾
６６ 小道具 アムネリスの部屋の金手鏡 第２幕 金属

No. タイトル 場面 素材

１４ 衣裳 王の輿担ぎ 第２幕 ローブ、腰巻布、頭巾、衿飾り、前垂れ、手甲、サンダル
１５ 衣裳 王の輿担ぎ 第２幕 ローブ、腰巻布、頭巾、衿飾り、前垂れ、手甲、サンダル
１６ 衣裳 大臣 第１幕、第２幕 ローブ、ガウン、帽、衿飾り、腰飾り、胸あて、手甲、サンダル
１７ 衣裳 高士官 第１幕、第２幕、第４幕 上着、スカート、甲冑、腰巻、マント、帽、衿飾り、胸あて、腰飾り、手甲、サンダル
１８ 衣裳 第一軍団兵隊長 第２幕 ローブ、スカート、ケープ、帽、手甲、サンダル
１９ 衣裳 大司祭 第１幕、第２幕、第３幕、第４幕 ローブ、ガウン、帽、胸あて、サンダル
２０ 衣裳 アムネリス 第１幕 ワンピース、ガウン、髪飾り、冠、衿飾り、前垂れ、サンダル
２１ 衣裳 アムネリスの侍女 第２幕 ワンピース、衿飾り、前垂れ、腕輪、サンダル

芸術の森事業部
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④本田明二展 ひとノミ、ひとノミ、私は木を
削る。 新規

２０１９年に生誕１００年、没後３０年を迎えた彫刻家、本田

明二が、生涯を通じて取り組んだ木彫を中心に５０点を展

示。本田の作品に込められたたくましい生命の息吹と、

その制作に傾けた熱意を紹介。北海道出身の著名な彫刻

家が活動の拠点を東京に移していくなかで、北の地に根

を下ろし、創作に向き合いつづけたひとりの彫刻家の作

品世界を改めて検証した。

期 日：平成３０年１１月２日（金）～平成３１年１月１７日（木）

６１日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：北海道札幌西高等学校輔仁会

入場料：一般５００円、６５歳以上４００円、高大生３００円、中学

生以下無料

入場者数：１，２５８人

関連事業：（１）ギャラリートーク

期 日：１１月３日（土・祝）１４：００～１４：３０

会 場：本館展示室

解 説：山田のぞみ（本郷新記念札幌彫刻美

術館学芸員）

参加者数：２５人

（２）スペシャルトークイベント「本田明二を

語る」

期 日：１１月２５日（日）１４：００～１６：００

会 場：本館研修室

出 演：近藤泉（本田明二長女）、國松明日香

（彫刻家）

コーディネーター：寺嶋弘道（本郷新記念札

幌彫刻美術館館長）

参加者数：５５人

（３）講演会「本田明二と札幌の文化芸術」

期 日：１２月１１日（火）１８：３０～２０：００

会 場：札幌文化芸術交流センター SCARTS

コート

講 師：吉崎元章（札幌文化芸術交流センター

SCARTSプログラムディレクター）

参加者数：３２人

（４）大人のためのワークショップ本格鋳造体

験 小さな彫刻オブジェづくり」

期 日：１２月１５日（日）１０：００～１５：００

会 場：本館研修室

講 師：桂充子（彫刻家、北海道デザイン専門

学校講師）

参加者数：８人

（５）子ども造形教室「寄木でつくる北海道の

いきもの」

期 日：１月１２日（土）１０：３０～１２：３０

会 場：本館研修室

講 師：加賀谷健至（新制作協会会員）

参加者数：１６人

関連記事：「ぎゃらりい 本田明二展」まんまる新聞２０１８

年１１月２日、「ほっかいどうアート紀行 本田

明二の素朴さに宿る造形美（月形）」朝日新聞

デジタル２０１８年１１月７日、「本田明二展」さっ

ぽろ１０区２０１８年１１月１６日、「スペシャルトーク

イベント 本田明二を語る」北海道新聞２０１８

年１１月２０日夕刊〈短信〉、「本田明二 独自の

造形追求」北海道新聞２０１８年１１月２６日夕刊、

「本田明二展 北の生命に捧ぐ木彫」新美術新

聞２０１８年１２月１・１１日号、「彫刻家ビッキと明

二を振り返る」北海道新聞２０１８年１２月３日朝

刊、「講演会 本田明二と札幌の文化芸術」

さっぽろ１０区２０１８年１２月７日、「きょろきょろ

MUSEUM 厳寒の中から生まれたぬくもりあ

る彫刻たち」クロワッサン２０１８年１月１０日号

彫刻美術館事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（縦×横、または
高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本田明二 母と子 制作年不詳 木 ８２．０×２９．５×９８．０ 本田明二ギャラリー
２ 本田明二 母と子 １９５６年 木 ５３．０×３４．０×２４．０ 本田明二ギャラリー
３ 本田明二 〈トルソ〉 制作年不詳 石膏 ９７．０×４２．０×１９．５ 本田明二ギャラリー
４ 本田明二 〈トルソ〉 制作年不詳 テラコッタ ４５．０×２２．０×１４．３ 本田明二ギャラリー
５ 本田明二 〈裸婦〉 制作年不詳 木 １２９．０×６５．０×５７．０ 本田明二ギャラリー
６ 本田明二 〈観音菩薩像〉 １９４０年 木（白檀） ３７．０×１０．３×９ 本田明二ギャラリー
７ 本田明二 黒い首 １９５３年 木（マカバ） ５０．５×２５．０×２５．０ 北海道立近代美術館
８ 本田明二 牛 １９５１年 木 ５２．５×６５．０×２６．０ 本田明二ギャラリー
９ 本田明二 馬頭 １９７２年 ブロンズ ２５．０×７５．０×４２．０ 北海道立近代美術館
１０ 本田明二 仔馬Ⅱ １９７９年 樹脂 ５２．０×３６．５×３１．５ 本田明二ギャラリー
１１ 本田明二 馬碑 １９６７年 木（カツラ） １００．０×４４．０×２４．０ 札幌芸術の森美術館
１２ 本田明二 仔馬 制作年不詳 木 ７０．０×５０．５×２０．０ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
１３ 本田明二 〈仔馬〉 １９７２年もしくは１９７７年 石膏 ２９．０×３３．５×１４．０ 個人
１４ 本田明二 杜の守り神 １９８７年 木（カツラ） ９７．０×６５．０×４５．０ 札幌芸術の森美術館
１５ 本田明二 夷酋ノチクサ １９８０年 ブロンズ １００．０×４４．０×３２．０ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
１６ 本田明二 えものを背負うノチクサ １９８０年 ブロンズ ５５．０×３３．０×３６．０ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
１７ 本田明二 けものを背負う男 １９８２年 木（カツラ） １６１．０×７０．５×２９．０ 札幌芸術の森美術館
１８ 本田明二 えものを背負う男 制作年不詳 木 １２１．０×６１．０×２３．０ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
１９ 本田明二 狩人 １９８４年 木（クルミ） １７２．０×５７．０×４３．０ 本田明二ギャラリー
２０ 本田明二 けものを背負う男 １９８４年 木 １９３．０×１０１．０×３８．５ 本田明二ギャラリー
２１ 本田明二 けものを抱く男 制作年不詳 テラコッタ ３１．０×１９．０×１０．０ 本田明二ギャラリー
２２ 本田明二 飛ぶ １９６２年 木 ６８．０×１０１．０×１８．０ 本田明二ギャラリー
２３ 本田明二 ふたり １９６３年 木 １０５．０×４６．０×３４．０ 本田明二ギャラリー
２４ 本田明二 家族 １９５７年 木（マカバ） １４９．０×５８．０×３６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本田明二 マント 制作年不詳 木 ６２．０×３０．０×５０．０ 本田明二ギャラリー
２６ 本田明二 風の中のマント群像 １９８５年 木 １１１．０×５１．０×５０．０ 本田明二ギャラリー
２７ 本田明二 マント・風 １９８５年 木 １３７．０×４９．０×４０．０ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
２８ 本田明二 マント―風 １９８５年 木（タモ） ６５．０×１８．０×３０．０ 札幌芸術の森美術館

２９ 本田明二 栄光 制作年不詳 石膏
３６．５×１０×６．５
３６．５×９×６．５（２点組）

本田明二ギャラリー

３０ 本田明二 スタルヒンよ永遠に 制作年不詳 石膏 ５３．０×１０．５×１１．５ 本田明二ギャラリー
３１ 本田明二 やん衆 １９６５年 テラコッタ ２１．０×２３．０×１２．０ 本田明二ギャラリー
３２ 本郷新 北方シリーズ「漁夫」 １９６６年 テラコッタ ２３．０×２３．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３３ 本田明二 北洋の男Ｉ １９７０年 木 ４８．０×３０．０×２３．０ 本田明二ギャラリー
３４ 本郷新 漁民の像 １９８０年 石膏 １００．０×３７．０×２３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３５ 本田明二 祈り １９８８年 蝋型ブロンズ ２７．０×８．０×８．０ 本田明二ギャラリー
３６ 本田明二 母と子 １９８７年 蝋型ブロンズ ２３．０×９．５×１１．５ 本田明二ギャラリー
３７ 本田明二 けものを抱く男 制作年不詳 蝋型ブロンズ ４６．０×１４．５×１８．０ 本田明二ギャラリー
３８ 本田明二 〈立像〉 １９７６年頃 蝋型ブロンズ ２２．０×４．５×６．５ 本田明二ギャラリー
４０ 本田明二 〈けもの〉 １９７６年頃 蝋型ブロンズ ８．０×１９．５×６．５ 本田明二ギャラリー
４１ 本田明二 抜海鳥を抱く １９８２年 ブロンズ １００．０×３５．０×２５．０ 本田明二ギャラリー
４２ 本田明二 〈本郷新の顔〉 制作年不詳 テラコッタ １１．５×１８．０ 本田明二ギャラリー
４４ 本郷新 本田明二像 １９７４年 ブロンズ ５２．５×３０．０×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４５ 本田明二 踊 １９７９年 ブロンズ ９５．０×４０．０×２６．０ 本田明二ギャラリー
４６ 本田明二 貌 １９８８年 蝋型ブロンズ １４．５×１２．０×１５．０ 本田明二ギャラリー
４７ 本田明二 貌 １９８８年 蝋型ブロンズ ２０．０×１２．０×１２．０ 本田明二ギャラリー
４８ 本田明二 アトリエにて １９８６年頃 エッチング ２４．５×１６．５ 本田明二ギャラリー
４９ 本郷新 本田明二 １９７４年 ボールペン、水彩、紙 １４．２×１０．６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５０ 本郷新 ヽa ciros １９７４年 ボールペン、水彩、紙 １４．６×１０．６ 本郷新記念札幌彫刻美術館

⑤さっぽろ雪像彫刻展２０１９
本館庭園を会場に、札幌市内の彫刻家ら１０名および北

海道芸術デザイン専門学校、北海道札幌平岸高等学校の

学生チームが雪像彫刻作品１１基と雪の滑り台を制作・公

開した。本館ロビーに参加作家の小作品を展示したほか、

第１０回開催を記念し研修室にて、これまで参加した作家

の小作品や過去９回の雪像写真の特別展示を行った。

［参加作家］大沼望、小川豊、河口真哉、佐藤一明、佐藤

隆之、さとうゆうき、清水宏晃、須藤大介、野村裕之、丸

山恭子、北海道芸術デザイン専門学校クラフトデザイン

専攻、北海道札幌平岸高等学校２年生彫刻専攻

芸術の森事業部
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出品作品
No. 作家名 作品名

１ 佐藤一明 大型犬
２ 佐藤隆之、小川豊、河口真哉 こころ
３ さとうゆうき Snow butterfly
４ 須藤大介、大沼望 Backbone
５ 清水宏晃 SNOWSHINE
６ 野村裕之 少女―心の函
７ 丸山恭子 ラプンツェルの真珠
８ 北海道芸術デザイン専門学校クラフトデザイン専攻 flow
９ 北海道芸術デザイン専門学校クラフトデザイン専攻 くるみ
１０ 北海道札幌平岸高等学校デザインアートコース HOGEI
１１ 北海道札幌平岸高等学校デザインアートコース 雪空

期 日：平成３１年１月２５日（金）～１月２７日（日）

３日間 １０：００～１７：３０

会 場：本館庭園

主 催：さっぽろ雪像彫刻展実行委員会、本郷新記念札

幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

協 賛：なよろ観光まちづくり協会、株式会社スペース・

デザイン工業

協 力：北海道芸術デザイン専門学校、北海道札幌平岸

高等学校、河�ゆかり、くまがいきよし、水戸
麻記子、佐々木仁美、後藤精二

入場料：無料

入場者数：５３２人

関連事業：（１）１０周年記念展示「雪像彫刻の作家たち」

期 日：１月２５日（金）～１月２７日（日）

１０：００～１７：３０

会 場：本館研修室

出品作家：岩山陽平、大泉力也、桂充子、河本務、

児玉陽美、熊谷文秀、斎藤佑介、板本

伸雄、佐々木仁美、タニグチススム、

高田順子、宮原加奈子、千葉有造

（２）缶バッジづくり

期 日：１月２５日（金）～１月２７日（日）

１０：００～１６：００

会 場：本館ロビー

参加者数：２１人

関連記事：「さっぽろ雪像彫刻展２０１９」さっぽろ１０区２０１９

年１月２２日、「ぎゃらりい さっぽろ雪像彫刻

展２０１９」まんまる新聞２０１９年１月２５日、「造形

作家らの雪像彫刻展示」北海道新聞２０１９年１

月２５日朝刊、「ぶらりサーチ さっぽろ雪像彫

刻展２０１９」HBC北海道放送今日ドキッ！２０１９

年１月２２日放送、「さっぽろ雪像彫刻展２０１９」

UHB北海道文化放送FNNプライムニュースデ

イズ２０１９年１月２５日放送、「さっぽろ雪像彫刻

展２０１９」J：COMチャンネル北海道２０１９年１月

２５日放送、「北海道プライド～世界に見せたい

北海道の誇り～７８話 さっぽろ雪像彫刻展」

UHB北海道文化放送２０１９年２月１６日放送

彫刻美術館事業
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出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 哭 １９７８年頃 樟（クスノキ） １３９．０×５０．０×４３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 若い男の首 １９５５年 桂 ７１．０×５２．０×３４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 こども １９３４年 ブロンズ １７．０×１６．５×１８．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 老人 １９４６年 ブロンズ ３５．５×１８．０×２４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 女の首 １９７２年 ブロンズ ４５．０×２４．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 青年の首 １９４７年 ブロンズ ２５．０×１７．５×１８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 裸婦坐像 １９７５年 ブロンズ ６０．０×７０．０×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 裸婦坐像 １９７５年 石膏 ５８．０×６４．０×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 裸婦 １９６７年 ブロンズ ４０．０×１６．０×３１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 青年坐像 １９４１年 ブロンズ ７８．０×４０．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 本田明二像 １９７４年 ブロンズ ５２．０×３０．０×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 無辜の民 油田地帯Ⅰ １９７０年 ブロンズ ３０．０×１６．０×３３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 無辜の民 仏生 １９７０年 ブロンズ ３１．０×４８．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 昇天 １９７４年 ブロンズ ５５．０×１５．０×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 水の中の踊り １９７４年 ブロンズ ５５．０×２５．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 裸婦 １９５６年 ブロンズ ６１．０×２３．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 里女 １９５８年 欅（ケヤキ） ３０．０×２５．０×２４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ ２６．０×４７．０×１９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 馬の首 １９６５年 ブロンズ ４１．０×９０．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 石の首 １９６１年 黒御影石 ４７．０×２８．０×３８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 不死鳥 １９６８年 ブロンズ ２５．０×４１．０×２６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 少女の顔 不詳 ブロンズ １１．５×１１．５×２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 鳩と少年 不詳 ブロンズ １５．５×１５．５×３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 坐る裸婦 不詳 樹脂 １０．０×９．５×０．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 制御 不詳 ブロンズ １０．０×１０．０×２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 月の夜 １９７９年 樹脂 １７．０×１８．０×２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 植樹 不詳 ブロンズ １８．０×１８．０×１．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 本郷新 原生の譜 １９６７年 ブロンズ ６９．０×４７．０×３８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２９ 本郷新 少年 １９６０年 黒御影石 ６０．５×３３．０×２０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

◇コレクション展
①コレクション展
ふれる彫刻・手でみるアート
彫刻作品に手でふれることにより、目で見るだけでは

わからない素材の質感や量感、立体感をじっくり味わう

ことができる展示とした。当館所蔵作品の中から選りす

ぐったブロンズ、木、石などを素材とする彫刻作品２９点

を展示するとともに、彫刻で用いられる素材の紹介や、

素材による質感の違いや独特な触り心地を楽しみなが

ら体感できるコーナーを展示室内に設けた。

期 日：平成２９年１２月１６日（土）～平成３０年４月１５日（日）

９９日間（平成２９年度 ８６日間／平成３０年度 １３日間）

会 場：本館展示室

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料

入場者数：１，０８２人

（平成２９年度 ９９３人／平成３０年度 ８９人）

関連記事：「指先で味わう彫刻」北海道新聞２０１８年４月１

日朝刊

芸術の森事業部
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出品作品
No. 作品名 制作年 素材 寸法（縦×横、または

高さ×幅×奥行cm）
所蔵者

１ レッスンⅠ １９７６年 ブロンズ １２１．０×２５．０×３１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ レッスンⅡ １９７６年 ブロンズ ９８．０×３４．５×２９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ レッスンⅢ １９７６年 ブロンズ ９９．０×３２．５×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 古老 １９４２年 ブロンズ １２０．０×３７．５×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 朝鮮の女 １９３０年 ブロンズ ２７．０×２０．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 老人の首 １９３７年 ブロンズ ５７．５×２６．５×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ アイヌの青年 １９３０年 ブロンズ ３０．０×１９．０×２４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 三つ編みの少女 １９３６年 ブロンズ ６１．０×５４．０×３３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 青年坐像 １９４１年 ブロンズ ７８．０×４０．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ WIEN シュトラウスの記念碑 １９５３年頃 インク、紙 １０．８×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ ＷＩＥＮにて １９５２～５３年 水彩、紙 ９．０×１４．０（台紙 ２６．７×１７．０） 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ ウィーンにて １９５２年 水彩、紙 １９．０×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ ウィーンにて １９５２年 水彩、紙 １９．０×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ プラハにて １９５２年 水彩、紙 ２０．０×１０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６２ プラハにて １９５２年 水彩、紙 １９．０×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ PRAHA １９５２～５３年 インク、紙 ２０．０×１０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ PRAHA １９５２～５３年 インク、紙 １２．７×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ ホテル・アルクロンの音楽家たち １９５３年１月６日 インク、紙 ２１．０×１０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 女の顔 １９５２～５３年 水彩、鉛筆、紙 ３６．１×２５．８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ スペインの女 １９５３年 水彩、インク、紙 ３２．０×５０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ パリにて １９５３年 鉛筆、水彩、紙 ２６．９×２１．１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 裸婦習作 １９５２～５３年 水彩、インク、紙 ２９．７×２０．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 裸婦坐像 １９５２～５３年 水彩、インク、紙 ３６．２×５３．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 裸婦習作 １９５２～５３年 水彩、インク、紙 ５３．８×３６．３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 裸婦習作 １９５０年代 水彩、インク、紙 ５３．８×３６．３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 裸婦 １９５６年 ブロンズ ６１．０×２３．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 裸婦 １９６１年 ブロンズ ７０．０×２４．０×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 裸婦 １９５５年 ブロンズ ６１．０×２３．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 裸婦 １９５７年 ブロンズ ２９．０×１７．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

②コレクション展
彫刻家・本郷新の見た「異国」
欧州、アジア、中近東など世界各地を見聞した本郷新

の足跡をたどる展覧会。スケッチや彫刻６２点に加え、紀

行文を紹介。１９５０年代という海外渡航が一般的ではな

かった時代に海外体験をした本郷の作品制作への影響

に着目し、同時代の文化人との繋がりについても紹介した。

期 日：平成３１年１月２５日（金）～３月１４日（木）４２日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料

入場者数：７２０人

関連事業：（１）美術館カフェ

期 日：１月２６日（土） １０：００～（限定３０杯）

会 場：本館ロビー

利用者数：２４人

（２）スライド・トーク

期 日：①２月９日（土）、②３月２日（土）

１４：００～１４：３０

会 場：本館展示室

解 説：山田のぞみ（本郷新記念札幌彫刻美

術館学芸員）

参加者数：①８人、②６人

（３）絵本で旅する世界の国々

期 日：２月１６日（土） １４：００～１４：３０

会 場：本館研修室

講 師：橋本梨代、冨樫カレン

参加者数：２２人

関連記事：「ぎゃらりい 展覧会 彫刻家本郷新の見た異

国」まんまる新聞２０１９年１月２５日、「本郷新が

描いた異国」北海道新聞２０１９年１月２９日朝刊、

「彫刻家・本郷新の見た異国」さっぽろ１０区２０１９

年１月２９日、「美術館の新しい“かたち”」聖

教新聞２０１９年３月５日

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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No. 作品名 制作年 素材 寸法（縦×横、または
高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

２９ 裸婦 １９６７年 ブロンズ ７２．０×１４．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３０ 腕を組む女 １９５６年 ブロンズ ９９．０×２５．５×３８．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３１ 裸婦 １９５６年 ブロンズ ４０．０×１５．０×２２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３２ 裸婦 １９５５年 ブロンズ ４３．０×６２．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３３ 嵐の中の母子像 １９５３年 樹脂 １４５．０×１７９．０×６２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３４ 顔のない母子像 １９７８年 ブロンズ １０２．５×４１．０×３４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３５ 飛天 １９６１年 ブロンズ ５４．０×１２２．０×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

本郷新記念札幌彫刻美術館
３６ サーカス １９５４年 ブロンズ ４２．５×４９．５×１９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３７ 馬と少年 １９６５年 ブロンズ １５．０×１３．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３８ 馬と少年 １９６５年 ブロンズ ２６．０×４７．０×１９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３９ 崔承喜さんの踊り １９５６年 鉛筆、水彩、紙 １８．５×２６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４０ 崔承喜さん 平壌にて １９５６年 鉛筆、水彩、紙 ２６．５×１８．９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４１ 朝蘇舞踏劇 平壌にて １９５６年６月２３日 鉛筆、水彩、紙 １９．０×２６．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４２ モンマルトルのレストラン １９５６年 鉛筆、紙 １６．０×２３．１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４３ モンマルトルのレストラン １９５６年５月２０日 鉛筆、紙 ２３．１×１６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４４ ポンペイ １９５６年 インク、紙 １９．５×２３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４５ ローマ １９５６年 鉛筆、紙 １９．０×２３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４６ ソヴェトモスコーの古い建物 １９５６年６月１０日 鉛筆、水彩、紙 ２０．５×２３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４７ Yu.OSyxa Mockba １９５６年６月１０日 鉛筆、水彩、紙 ２０．５×２３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４８ チエホフの墓 １９５６年 鉛筆、水彩、紙 ２８．３×２１．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４９ タシケントのバザール １９５６年 鉛筆、紙 １７．０×２３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５０ 北京 満寿山側望 １９５６年６月１８日 鉛筆、水彩、紙 １８．２×２６．３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５１ ウランバートル中央劇場にて １９５６年６月１５日 鉛筆、水彩、紙 １６．５×２２．３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５２ ウランバートルの女 １９５６年 鉛筆、水彩、紙 ２７．８×２１．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５３ 無辜の民 油田地帯Ⅰ １９７０年 ブロンズ ３０．０×１６．０×３３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５４ 無辜の民 アラブ １９７０年 ブロンズ ２１．５×４３．０×１５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５５ 無辜の民 メコン河Ⅰ １９７０年 ブロンズ ３２．０×７３．０×２２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５６ 無辜の民 油田地帯Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２６．０×２７．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５７ 無辜の民 仏生 １９７０年 ブロンズ ３１．０×４８．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５８ 瀕死のキリスト １９４１～４８年 クスノキ ３６．０×２０．０×２０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５９ 十字架－Ａ １９７９年 水彩、紙 ５２．０×３８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６０ 無辜デッサン―油田地帯Ｉ １９７０年代 鉛筆、水彩、インク、紙 ３６．５×５１．４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６１ 無辜デッサン―堰 １９７０年代 鉛筆、水彩、インク、紙 ３９．５×５４．６ 本郷新記念札幌彫刻美術館

出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 泉の像（上半身のみ） １９５９年 石膏 ２２６．０×４８．０×６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２１１．４×４８．０×６１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２２２．０×４６．０×５９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 朔北の母子像 １９６１年 石膏 １９５．５×９８．０×６２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 蒼穹 １９６１年 石膏 ２０８．０×１１８．０×７０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 鳥を抱く女「暁」 １９６２年 石膏 １９０．０×６４．０×６２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 氷雪の門 １９６３年 石膏 ２．３９×７５．０×６９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 ライラック像 トルソー １９６４年 石膏 ２００．０×４５．０×４９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 １９６．０×１０５．０×９１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ３５．０×２２．０×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 石川啄木 １９７２年 石膏 ２５０．０×８５．０×６７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 踊る女 １９７３年 石膏 １５４．０×６６．０×６６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３０．０×１０７．０×８１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３３．０×９８．０×７８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 勇払千人同心（Ａ） １９７３年 石膏 ２７５．０×９８．０×７０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 勇払千人同心（Ｂ） １９７３年 石膏 １５４．０×８１．０×１２４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 緑の環 １９７４年 石膏 ２６２．０×５９．０×６７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 太陽の母子像 １９７６年 石膏 １４０．０×１１５．０×９０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 天の扉（Ａ） １９７６年 石膏 ２４０．０×１２０．０×８５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 天の扉（Ｂ） １９７６年 石膏 ２８０．０×７８．０×６６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 天の扉（Ｃ） １９７６年 石膏 ２４０．０×９０．０×６５．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 道東の四季「冬」 １９７７年 石膏 ２４２．０×８３．０×８０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 リズム １９７８年 石膏 ２３２．０×７３．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

③本郷新の人と芸術
野外彫刻、ヒューマニズム、裸婦の３つのテーマに区

切り、それぞれの視点から本郷新の作品、そして人とな

りや制作姿勢を紹介した。

期 日：平成２９年４月２２日（土）～平成３０年４月１５日（日）

２９２日間（平成２９年度は２７９日間／平成３０年度は１３日間）

会 場：記念館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

入場料：本館の入場料に含む

入場者数：５，２５９人

（平成２９年度は５，１９６人／平成３０年度 ６３人）

関連記事：「繋がる北海道の美術館」JP０１，vol．１７ ２０１８年

３月号

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

２４ 本郷新 漁民の像「オホーツクの塔」 １９７８年 石膏 ２９８．０×１１３．０×８０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 少年の壁 １９６７年 樹脂 ２１３．０×１０１．０×５０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 横たわる青年 １９５２年 石膏 ２３．５×４４．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 石膏 １４８．０×１８２．０×６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 本郷新 自画像 １９６９年 油彩、キャンヴァス １７．０×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２９ 本郷新 横たわる青年 トルソー １９５２年 ブロンズ ７０．０×１３２．０×８４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３０ 本郷新 無辜の民 油田地帯 Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２６．０×２７．０×３０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３１ 本郷新 無辜の民 アラブ １９７０年 ブロンズ ２１．５×４３．０×１５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３２ 本郷新 無辜の民 デルタ １９７０年 ブロンズ ２２．０×４８．０×１６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３３ 本郷新 遥かなる母子像 １９７８年 クルミ、チーク ２２６．０×７３．５×６４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３４ 本郷新 手を頭に組む １９７５年 ブロンズ ７８．０×２６．０×３１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３５ 本郷新 裸婦 １９５８年 ブロンズ ６７．０×１７．５×１３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３６ 本郷新 飛天 １９６１年 ブロンズ ５４．０×１２２．０×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３７ 本郷新 裸婦 １９６１年 ブロンズ ７３．０×１６．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３８ 本郷新 奏でる乙女 １９５４年 石膏 ９８．０×４２．０×５６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３９ 本郷新 砂 １９５７年 石膏 ８６．０×６８．０×５７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４０ 本郷新 レッスンⅠ １９７６年 ブロンズ １２１．０×２５．０×３１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４１ 本郷新 レッスンⅡ １９７７年 ブロンズ ９８．０×３４．５×２９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４２ 本郷新 レッスンⅢ １９７８年 ブロンズ ９９．０×３２．５×２８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４３ 本郷新 春香山より １９７１年 ボールペン、水彩、紙 １０．５×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４４ 本郷新 春香アトリエ落葉萌ゆ １９７３年 ボールペン、水彩、紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４５ 本郷新 春香アトリエ １９７３年 ボールペン、水彩、紙 １１．８×１７．８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４６ 本郷新 春香山アトリエ １９７３年 ボールペン、水彩、紙 １１．８×１７．６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４７ 本郷新 春香町よりアトリエを望む １９７４年 ボールペン、水彩、紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４８ 本郷新 春香の石坂 １９７４年 ボールペン、水彩、紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４９ 本郷新 白樺の詩 １９８０年 鉛筆、水彩、紙 ２９．４×５９．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５０ 鳴海伸一版画制

作工房
春香山荘（本郷新アトリエ）
スタディ模型（１／５０スケール）

２０１５年 スチレンボード、木、
樹脂板

３２．０×７０．０×７８．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 アイヌの青年 １９３０年 ブロンズ ３０×１９×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 三つ編みの少女 １９３６年 ブロンズ ６１×５４×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 青年坐像 １９４１年 ブロンズ ７８×４０×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 古老 １９４２年 ブロンズ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 無辜の民 油田地帯Ⅰ １９７０年 ブロンズ ３０×１６×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 無辜の民 砂漠の女 １９７０年 ブロンズ ３０×３１×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 無辜の民 虜われた人Ⅰ １９７０年 ブロンズ ２５×４０×４８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 無辜の民 乾いた砂Ⅰ １９７０年 ブロンズ ２５×２０×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 無辜の民 乾いた砂Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２１．５×４３×１５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 無辜の民 仏生 １９７０年 ブロンズ ３１×４８×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 裸婦坐像 １９７５年 ブロンズ ６０×７０×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 哭 １９７８年頃 クスノキ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 里女 １９５８年 ブロンズ ３０×２５×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 少年 １９６０年 黒御影石 ６０．５×３３×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 女の顔 １９６１年 テラコッタ １９．５×８．８×３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 いたずら １９６６年 テラコッタ １９×１２×４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 北方シリーズ「漁夫」 １９６６年 テラコッタ ２３×２．３×１１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 北方シリーズ「雪の子」 １９６６年 テラコッタ ２３．５×２４．５×１２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 少年の壁 １９６９年 テラコッタ ３０×２１×６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５．５×２０×１３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ３０×２１×６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５．５×２０×１３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１×２０×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２６×１６×１９．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１．５×２１×１８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５×１３×１６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２２×１７．５×１７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 鳴海伸一

版画制作工房
本郷新記念札幌彫刻美術館 本館
スタディ模型（１／５０スケール）

２０１５年 スチレンボード、木、
樹脂版

２７．５×５０×５２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

・№３０、３１、３２、３３、３７は平成２９年１２月１６日（土）～平成３０年４月１５日（日）の間展示。

・４月２２日（土）～６月６日（水）の期間はリストに加えて下記の作品を展示。

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 浜の女 １９５８年 ブロンズ ２９×２７×２１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 音楽生 １９５１年 ブロンズ ３０×１７×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 菅原安男 本郷新像 １９７４年 ブロンズ ５０×２２×３０．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 瀕死のキリスト １９３９年 クスノキ ３６×２０×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 顔のない母子像 １９７８年 ブロンズ １０２．５×４１×３４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 アイヌの青年 １９３０年 ブロンズ ３０×１９×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 哭 １９７８年頃 クスノキ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 少年 １９６０年 黒御影石 ６０．５×３３×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 女の顔 １９６１年 テラコッタ １９．５×８．８×３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 いたずら １９６６年 テラコッタ １９×１２×４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 北方シリーズ「漁夫」 １９６６年 テラコッタ ２３×２．３×１１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 北方シリーズ「雪の子」 １９６６年 テラコッタ ２３．５×２４．５×１２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 少年の壁 １９６９年 テラコッタ ３０×２１×６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５．５×２０×１３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１×２０×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２６×１６×１９．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１．５×２１×１８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５×１３×１６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２２×１７．５×１７ 本郷新記念札幌彫刻美術館

・６月１２日（火）～１２月１０日（日）の期間はリストに加えて下記の作品を展示。

・１２月１６日（土）～平成３０年４月１５日（日）の期間はリストに加えて下記の作品を展示。

出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 泉の像（上半身のみ） １９５９年 石膏 ２２６．０×４８．０×６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２１１．４×４８．０×６１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２２２．０×４６．０×５９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 朔北の母子像 １９６１年 石膏 １９５．５×９８．０×６２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 蒼穹 １９６１年 石膏 ２０８．０×１１８．０×７０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 鳥を抱く女「暁」 １９６２年 石膏 １９０．０×６４．０×６２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 氷雪の門 １９６３年 石膏 ２３９．０×７５．０×６９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 ライラック像 トルソー １９６４年 石膏 ２００．０×４５．０×４９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 １９６．０×１０５．０×９１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ３５．０×２２．０×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 石川啄木 １９７２年 石膏 ２５０．０×８５．０×６７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 踊る女 １９７３年 石膏 １５４．０×６６．０×６６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３０．０×１０７．０×８１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３３．０×９８．０×７８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 勇払千人同心（Ａ） １９７３年 石膏 ２７５．０×９８．０×７０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 勇払千人同心（Ｂ） １９７３年 石膏 １５４．０×８１．０×１２４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 緑の環 １９７４年 石膏 ２６２．０×５９．０×６７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 太陽の母子像 １９７６年 石膏 １４０．０×１１５．０×９０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 天の扉（Ａ） １９７６年 石膏 ２４０．０×１２０．０×８５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 天の扉（Ｂ） １９７６年 石膏 ２８０．０×７８．０×６６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 天の扉（Ｃ） １９７６年 石膏 ２４０．０×９０．０×６５．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 道東の四季「冬」 １９７７年 石膏 ２４２．０×８３．０×８０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 リズム １９７８年 石膏 ２３２．０×７３．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 漁民の像「オホーツクの塔」 １９７８年 石膏 ２９８．０×１１３．０×８０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 少年の壁 １９６７年 樹脂 ２１３．０×１０１．０×５０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 横たわる青年 １９５２年 石膏 ２３．５×４４．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 石膏 １４８．０×１８２．０×６３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

④本郷新、その生涯と作品
本郷新が手がけた野外彫刻の石膏原型やブロンズ・木

彫などの代表作、制作道具等を常設展示するほか、本郷

新や彫刻一般についての図書や、本郷新の蔵書などを紹

介する図書・情報コーナーを設け、本郷新や彫刻芸術に

ついての情報を提供した。

期 日：平成３０年４月２８日（土）～平成３１年３月３１日（日）

２７８日間 ※９月６日（木）～１３日（木） 臨時休館

会 場：記念館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）

入場料：本館の入場料に含む

入場者数：６，１０２人

関連記事：「美術館の新しい“かたち”」聖教新聞２０１９年３

月５日、「アートと建築」BRUTUS No．８８１

２０１８年１１月１日号

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ ２２．０×１９．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ １５．０×１３．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 花束（Ａ） １９７１年 ブロンズ ５０．０×１５．０×１８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 花束（Ｂ） １９７１年 ブロンズ ４８．０×１５．０×１６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ４５．０×２０．０×１７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ４７．０×２７．０×１６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ３５．０×２２．０×２１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ４９．０×２２．０×１６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ４５．０×２５．０×２０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

２８ 本郷新 横たわる青年 トルソー １９５２年 ブロンズ ７０．０×１３２．０×８４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２９ 本郷新 無辜の民 砂漠の女 １９７０年 ブロンズ ３０．０×３１．０×１９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３０ 本郷新 無辜の民 虜われた人Ｉ １９７０年 ブロンズ ２５．０×４０．０×４８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３１ 本郷新 無辜の民 堰 １９７０年 ブロンズ ２８．０×１５．５×４３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３２ 本郷新 無辜の民 乾いた砂Ｉ １９７０年 ブロンズ ２５．０×２０．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３３ 本郷新 無辜の民 乾いた砂Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２４．５×２７．０×２２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３４ 本郷新 遥かなる母子像 １９７８年 クルミ、チーク ２２６．０×７３．５×６４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３５ 本郷新 手を頭に組む １９７５年 ブロンズ ７８．０×２６．０×３１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３６ 本郷新 裸婦 １９５８年 ブロンズ ６７．０×１７．５×１３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３７ 本郷新 裸婦 １９６１年 ブロンズ ７３．０×１６．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３８ 本郷新 奏でる乙女 １９５４年 石膏 ９８．０×４２．０×５６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３９ 本郷新 砂 １９５７年 石膏 ８６．０×６８．０×５７．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４０ 本郷新 朝 １９７８年 ブロンズ ８０．０×２０．０×１８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４１ 本郷新 老人 １９４３年 ブロンズ １２０．５×４８．０×３３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４２ 本郷新 わだつみのこえ １９５０年 ブロンズ ７７．５×３３．０×１９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４３ 本郷新 蒼穹 １９６０年 ブロンズ １２１．０×２２．５×３３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４４ 本郷新 哭 １９５９年 樟 １３９．０×５０．０×４３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４５ 本郷新 裸婦 １９６１年 ブロンズ ７３．０×１６．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４６ 本郷新 裸婦 １９５０年 ブロンズ ７８．０×１７．０×２０．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４７ 本郷新 温子像 １９３３－１９４８年 ブロンズ ２６．０×１９．０×２５．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４８ 本郷新 長恨碑 １９６０年 樟 １８２．０×５８．０×４２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４９ 本郷新 鳥の碑 １９７９年 水彩、コンテ、紙 ４９．０×２９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５０ 本郷新 北方シリーズ「漁夫」 １９６６年 テラコッタ ２３．０×２３．０×１１．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５１ 本郷新 北方シリーズ「雪の子」 １９６６年 テラコッタ ２３．５×２４．５×１２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５２ 本郷新 北方シリーズ「娘っ子」 １９６６年 テラコッタ ２０．５×１５．５×９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５３ 本郷新 牧野富太郎像 １９７４年 ブロンズ ５４．０×２７．０×２６．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５４ 本郷新 津田青楓像 １９７４年 ブロンズ ４２．５×２９．０×３３．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５５ 本郷新 本田明二像 １９７４年 ブロンズ ５２．０×３０．０×３２．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５６ 本郷新 柳田国男像 １９７４年 ブロンズ ５９．０×１８．０×１８．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５７ 本郷新 冬の像 ぬさまい橋のためのエスキース １９７７年 ブロンズ ５０．０×１３．０×１４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

No. 作家名 作品名 制作年 素材
寸法
（高さ×幅×奥行cm）

所蔵者

１ 本郷新 新聞を見る重子夫人 １９７３年 油彩、キャンバス ３４．０×２４．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 海の碑 １９７９年 墨、水彩、紙 ４９．０×２９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 はるかなる母子像 １９７９年 鉛筆、コンテ、紙 ４９．０×２９．０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

４月２２日（日）～１１月１日（木） 下記作品を追加展示

１１月１日（木）～２０１９年３月３１日（日） 下記作品を追加展示

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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�本郷新記念札幌彫刻賞

①第２回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念 加藤
宏子展（再掲）

�貸館事業

①いけばな伝統文化宮の森教室発表会
いけばな伝統文化宮の森教室の生徒がいけばなを展

示した。

期 日：平成３０年１１月１０日（土）、１１日（日）

会 場：本館 研修室

主 催：いけばな伝統文化宮の森教室

入場料：無料

入場者数：４３人

②POST 3.11 in Sapporo
～沈みゆく記憶の淵で～
震災から８年。節目を感じる空気の中、独自のセンサー

でこぼれおちたものたちへの眼差しを掬い上げる美術

家達、震災から見えてきたものを醸成してきた５人の作

家の立体作品や絵画などを展示。

（出品作家）安藤榮作、石塚雅子、白濱雅也、半谷学、横

湯久美

期 日：平成３１年３月２１日（木・祝）～３月３１日（日）

１０日間

会 場：本館

主 催：白濱雅也

入場料：無料

入場者数：２９８人

関連記事：・「POST３．１１in Sapporo展」新美術新聞２０１９

年３月２１日

・「POST３．１１in Sapporo」北海道新聞２０１９年

３月２２日朝刊こだま 欄

・「沈む記憶アートに」十勝毎日新聞２０１９年３

月２４日

�普及事業

①子どもの文化芸術体験事業 ハロー！ミュージアム
主に市内の公立小学校５年生児童を対象に、鑑賞活動

及び表現活動の楽しさを体験するプログラムを実施。

実施前に会場見学会として、活動内容や手続き等の説

明及び事前学習に関する模擬授業を行い、教材「事前学

習キット」を配付した。

期 日：平成３０年６月１２日（火）～平成３１年１月２９日（火）

会 場：本館、記念館、庭園

主 催：札幌芸術の森美術館、本郷新記念札幌彫刻美術

館（札幌市芸術文化財団）

参加児童数：１，２６４人

参加学校数：２２校 ※地震のため１校中止

対 象：札幌市立小学校および特別支援学校小学部の

第５学年児童

②子ども育成事業「わくわく★アートスクール
２０１８」
参加校にアーティストを派遣し、アーティストと児童

がとともに「制作」「展示」「鑑賞」の一連の活動を行っ

た。２回目となる今回は「つながり」をテーマに、大倉

山小学校、三角山小学校の児童がそれぞれアーティスト

と作品を制作し、できあがった作品は児童たちの手で彫

刻美術館に持ち寄られ、二人のアーティストの作品も交

えながら「つながり」を感じさせる一つの大きな共同

制作作品として展示された。展示は、児童たちが個々の

作品が集まり完成した最終的なかたちを鑑賞する場で

あり、展覧会として一般公開された。ゆたかな発想力を

もとに創作活動を展開するアーティストとの関わりを

通して、児童の創造性と表現力を引き出し、造形活動を

楽しみながら学ぶ機会となった。（展覧会については、

１展覧会事業 ②子ども育成事業「わくわく★アート

スクール２０１８」作品展 参照）

期 日：平成３０年６月１３日（水）～６月２９日（金）

※作品制作、展示体験、鑑賞を行った期間

会 場：札幌市立大倉山小学校、札幌市立三角山小学校、

本郷新記念札幌彫刻美術館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）、札幌市立大倉山小学校、札幌市立三角

山小学校

講 師：jobin.（アーティスト）、ダム・ダン・ライ（彫刻家）

参加校：札幌市立大倉山小学校、札幌市立三角山小学校

参加児童数：札幌市立大倉山小学校のべ１７３人、札幌市

立三角山小学校のべ１５２人

芸術の森事業部

主催事業
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③彫美 連続講座２０１８ 彫刻探訪のススメ～１５０
年物語
彫刻の見かた、楽しみ方を学び、芸術鑑賞の幅を広げ

る４回連続講座。明治改元から１５０年の今年は、素材や

技法、テーマや表現内容、都市空間や産業発達との関係

など、歴史を辿りつつ彫刻芸術のありようを探るテーマ

を設定。当館の展覧会を何度でも観覧できるパスポート

を発行し、座学から実際の鑑賞に結びつける展開とした。

会 場：札幌市資料館 研修室

受講料：３，５００円

（１）「象・型・形―造形に探る凸（オス）と凹（メス）」

期 日：６月３日（日）

講 師：寺嶋弘道（本郷新記念札幌彫刻美術館館長）

参加者数：２３人

（２）「銅像時代―明治１５０年の光と影」

期 日：９月１６日（日）

講 師：木下直之（東京大学大学院教授、静岡県立美術

館館長）

参加者数：４２人

（３）「人と馬の彫刻―広場とアトリエの物語」

期 日：１１月１８日（日）

講 師：山田のぞみ（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸

員）

参加者数：２３人

（４）「素材との出会い―彫刻制作４０年」

期 日：２月１７日（日）

講 師：松隈康夫（彫刻家、札幌大谷大学教授）

参加者数：１６人

関連記事：「連続講座 彫刻探訪のススメ～１５０年物語」

さっぽろ１０区２０１８年５月２５日、「短信 銅像に

ついての講演」北海道新聞２０１８年８月３０日朝

刊

④美術館めぐり
札幌市内の美術館をバスでめぐり、学芸員等の解説と

ともに美術鑑賞を楽しんでもらった。

（１）春の美術館めぐり

期 日：５月３１日（木）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館「第２回本郷新記

念札幌彫刻賞受賞記念 加藤宏子展」、「本郷

新、その生涯と作品」展

北海道立近代美術館「ブリヂストン美術館展」

第１会場

北海道立三岸好太郎美術館「ブリヂストン美

術館展」第２会場

札幌芸術の森美術館「リサ・ラーソン」展（昼

食：ごちそうキッチン「畑のはる」）

参加料：４，０００円

参加者数：２６人

（２）夏の美術館めぐり

期 日：８月３１日（金）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館「オペラの衣裳と

舞台美術 煌めくアイーダの世界」展、「本郷

新、その生涯と作品」展

北海道立近代美術館「日本の美 百花繚乱」

展

札幌芸術の森美術館「ブリューゲル 画家一

族１５０年の系譜」展（休憩：ごちそうキッチン

「畑のはる」）

参加料：４，０００円

参加者数：１８人

（３）秋の美術館めぐり

期 日：１１月１５日（木）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館「本田明二展 ひ

とノミ、ひとノミ、私は木を削る。」、「本郷新、

その生涯と作品」展

札幌芸術の森美術館「五十嵐威暢の世界」展

札幌文化芸術交流センター「さっぽろアート

ステージART STREET 札幌市民交流プラザ

会場 みる・つくる・かう・はなす・きく。アート

を楽しむ５つの方法」（休憩：レストランDAFNE）

参加料：３，０００円

参加者数：２０人

（４）冬の美術館めぐり

期 日：２月２７日（水）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館「コレクション展

本郷新の見た異国」、「本郷新、その生涯と作

品」展

北海道立近代美術館「生誕７０年・没後４０年記念

深井克美展」

札幌文化芸術交流センター「Nameless

landscape」（休憩：レストランDAFNE）

参加料：３，０００円

参加者数：２０人

彫刻美術館事業

�普及事業
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学校・学年 日にち 内容 参加児童・生徒数

札幌市立三角山小学校３年生

６／８、６／２８、７／
２０、９／５、９／２８、
１０／１８、１１／７、１１／
１４、１１／２８、１／２４、
１／２５、３／１、３／
８、３／１２、３／１４

総合的な学習の時間を使った授業「彫刻美術
館探偵」として、本郷新や美術館の役割や仕
事について学ぶ。毎回テーマを決めて学習し、
その都度解説等を行う。３／１出前授業：彫
刻５点を学校に運び、それをもとに子どもた
ちが年度の像を制作。３／９～１０「本郷新ま
ねっこ展」作品を当館研修室に展示し一般公
開。（入場者数６１人）

児童５４５人
（のべ、アウトリーチ含む）

北海道大学 学芸員課程履修者 ５月１８日（金）

博物館実習事前指導の一環として、施設の見
学を受け入れた。個人の芸術家を顕彰する小
規模美術館の運営の実際について学習する機
会とした。

学生２８人、引率５名

北海道大学 芸術学講座 ５月２４日（木） 加藤宏子展の展示内容について解説を行っ
た。 学生１６人、引率３名

札幌市立大倉山小学校 ６月７日（木）

総合的な学習の時間を使った授業の一環とし
て、近隣地域の施設に関する学習のために来
館。本郷新とその作品、および施設の特徴に
ついて解説を行った。

児童５０人、引率３名

札幌市立宮の森小学校 ７月１０日（火）

総合的な学習の時間を使った授業の一環とし
て、近隣地域の施設の魅力を保護者に伝える
パンフレットを作成するための調査のために
来館。本郷新とその作品、および施設の特徴
について解説を行った。

児童１０４人、引率４名

札幌市立大学 ９月１９日（水）～
２３日（日） インターンシップの受け入れ 学生１人

札幌市立宮の森中学校 １０月１８日（木）、
１９日（金） 職場体験の受け入れ 生徒２人

札幌市立啓明中学校 １１月１５日（木）、
１６日（金） 職場体験の受け入れ 生徒２人

札幌市立向陵中学校 １１月２１日（水）、
２２日（木） 職場体験の受け入れ 生徒２人

学校・学年 日にち 内容 参加児童・生徒数

聖心女子学院中等部 ６月２２日（金） 彫刻清掃 １０人

⑤夏休み子ども造形教室「ブロンズ粘土で彫刻
をつくろう！」
本郷新のブロンズ彫刻を手本に、ブロンズ粘土で彫刻

作品を制作した。

期 日：①８月３日（金）１０：００～１２：３０

②８月４日（土）１０：００～１２：３０

会 場：本館 研修室

講 師：板本伸雄（彫刻家）

参加料：１，０００円

参加者数：①１８人 ②１７人

⑥大人のためのワークショップ「本格鋳造体験
小さな彫刻オブジェづくり」（再掲）

⑦冬休み子どもワークショップ「寄木でつくる
北海道のいきもの」（再掲）

�協力事業

①学校教育への協力
学校における総合的な学習の時間や社会科等の授業、大学での調査・研究等に協力した。

②ボランティアの受け入れ
学校におけるボランティア活動に協力した。

芸術の森事業部
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学校 日にち 内容 人数

札幌市立大学 ８月１５日（水）～
３１日（金） 博物館実習の受け入れ １人

北海道教育大学岩見沢校 １１月８日（木）～
１４日（水） 博物館実習の受け入れ ２人

学校・学年 日にち 内容 参加児童・生徒数

札幌市立栄小学校３年生 ９月２１日（金） 本郷新と作品について学ぶ。 児童５９人

③博物館実習等の受け入れ
博物館法に定められた博物館実習を、当館の実際の業務に即して行った。

④出前授業
当館所蔵の本郷新作品を学校に運び、作家と作品について理解を深めることを狙いとした授業に協力した。

�連携事業

①円山・宮の森散策マップ
札幌宮の森美術館等と連携し、平成２５年度制作の円山・

宮の森地区の美術館・ギャラリーや飲食店等を掲載した

マップをリニューアルした。Facebook上でも情報発信

し、来館者への情報提供、相互の利用促進を図った。

期 日：通年

②第５回彫刻セミナー 文化講演会「ルネサン
ス期フィレンツェのテラコッタ彫刻」
札幌彫刻美術館友の会との共催事業。野外ブロンズ彫

刻の保存、「イタリア・ルネサンスのテラコッタ彫刻と

ロッビア工房の施釉作品」などをテーマに彫刻に関す

る知識を深めた。

期 日：平成３０年５月１９日（土）１０：３０～１６：３０

会 場：本館研修室

参加料：無料

参加者数：４９人

（１）彫刻セミナー：

講師：黒川弘毅（武蔵野美術大学教授）

（２）講演会：

「イタリア・ルネサンスのテラコッタ彫刻とロッビ

ア工房の施釉作品」

講師：藤崎悠子（武蔵野美術大学造形学部講師）

「ロッビアのテラコッタ彫刻の再現に向けて～ワ

インノ釉薬の話」

講師：松本隆（彫刻家、武蔵野美術大学造形学部

講師）

主 催：札幌彫刻美術館友の会

共 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）、武蔵野美術大学校友会北海道支部、さっ

ぽろアートボランティア・ネットワーク、北海

道日伊協会

彫刻美術館事業

�連携事業
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�利用促進

①サンクスデー（１回目）
開館記念日に近い日曜日を入館無料とし、下記のイベ

ントを開催し幅広い層の来館を促す工夫をした。

期 日：６月１０日（日）

入場者数：１２７人

（１）アーティスト・トーク（再掲）

時 間：１４：００～１４：３０

会 場：本館展示室

解 説：加藤宏子（彫刻家）

参加者数：５２人

（２）かわいいペーパーロゼットづくり

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館研修室

参加料：１００円

参加者数：３５人

（３）ものがたり読み聞かせ

時 間：①１３：００～１３：３０ ②１５：００～１５：３０

会 場：記念館

出 演：読み聞かせボランティア にじいろ

参加者数：４０人

関連記事：「彫刻美術館サンクスデー」さっぽろ１０区２０１８

年６月８日

②カルチャーナイト２０１８
市内で行われたカルチャーナイト２０１８に参加し、記念

館の開館時間を１９時まで延長して各種イベントを実施

した。

期 日：７月２０日（金）

会 場：記念館

入場者数：４８人

（１）ギャラリートーク

時 間：１７：３０～１７：５０

解 説：山田のぞみ（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸

員）

参加者数：１８人

（２）ミュージアム・コンサート「夏の夜のマリンバコ

ンサート」

時 間：１８：００～１９：００

出 演：沓野勢津子（マリンバ）

参加者数：３０人

③サンクスデー（２回目）
文化の日を入館無料とし、下記のイベントを開催し幅

③結い－本郷新「無辜の民」と石狩浜
石狩市と連携し、石狩浜のモニュメント、本郷新《石

狩‐無辜の民》の前に特設会場を設け、北海道命名１５０

年にあたり先人の苦労を偲ぶセレモニー等を行った。イ

ベントにあわせて石狩市民図書館では、本郷新の彫刻

『無辜の民』シリーズ全１５点を特別展示した。

期 日：８月５日（日）１７：００～１９：３０

会 場：「石狩－無辜の民」慰霊碑前

参加料：第一部（セレモニー）無料、第二部（本郷新

「無辜の民」を語る会）１，０００円

主 催：結い－本郷新「無辜の民」と石狩浜の会

共 催：本郷新記念札幌彫刻美術館、北海高等学校、

NPO法人石狩市文化協会、石狩市郷土研究会、

石狩美術協会、石狩ユネスコ協会、石狩市、石

狩市教育委員会、石狩市民図書館

参加者数：１６５人

関連事業：（１）特別展示 本郷新「無辜の民」シリーズ

期 日：７月３１日（火）～８月５日（日）

会 場：石狩市民図書館 ロビー

観覧者数：１，００２人

（２）講話「本郷新の人と芸術」

期 日：８月４日（土）１５：３０～１６：３０

会 場：石狩市民図書館 視聴覚ホール

講 師：山田のぞみ（本郷新記念札幌彫刻美

術館学芸員）

参加者数：２３人

関連記事：「開拓者表現に使命感 石狩（無辜の民）像 本

郷新の孫語る」北海道新聞石狩版２０１８年８月

７日朝刊、「TONちゃんのほっかいどう大好

き」STV札幌テレビ放送ラジオ２０１８年７月２８

日、８月４日、１１日、１８日、２５日放送

芸術の森事業部
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名称 規格 頁数 編集・発行

第２回本郷新記念札幌彫刻賞受賞記念 加藤宏子展 Ａ４判 ２４頁
編集／本郷新記念札幌彫刻美術館
発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

本田明二展 ひとノミ、ひとノミ、私は木を削る。 Ｂ５判 ３２頁
編集／本郷新記念札幌彫刻美術館
発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

わくわく★アートスクール２０１７、２０１８報告書 Ａ４判 ２４頁
編集／本郷新記念札幌彫刻美術館
発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

※（ ）内は平成３０年度新収蔵作品数
技法的区分 点数 構成比 取得方法 小計

彫
刻

ブロンズ
１５３
（２）

６６８
（２）

３５．５％

寄 贈 １４１（２）
寄 託 １
新規鋳造 １１

コ ン ク
リ ー ト

３ 寄 贈 ２
寄 託 １

樹 脂 ４ 寄 贈 ３
寄 託 １

木 １４ 寄 贈 １４

石 １０ 寄 贈 ９
寄 託 １

石 膏 ３６５ 寄 贈 １６３
寄 託 ２０２

テラコッ
タ

６４ 寄 贈 ５７
寄 託 ７

レリーフ ５０ 寄 贈 ３４
寄 託 １６

そ の 他 ５ 寄 贈 ５

油 彩 １２６ ６．７％ 寄 贈 １０８
寄 託 １８

素 描 ９８５ ５２．３％ 寄 贈 １２２
寄 託 ８６３

版 画 ９３ ４．９％ 寄 贈 ３７
寄 託 ５６

画 皿 ６ ０．３％ 寄 贈 ５
寄 託 １

書 ６ ０．３％ 寄 贈 ６
合 計 １，８８４（２） １００．０％

平成３１年３月３１日現在

広い層の来館を促す工夫をした。

期 日：１１月３日（土・祝）

入場者数：２１３人

（１）ペーパークイリングでクリスマスを彩ろう！

時 間：１０：００～１７：００

会 場：本館研修室

参加料：２００円

参加者数：６０人

（２）紙箱を折ろう！

時 間：１０：００～１７：００

会 場：記念館

参加料：無料

参加者数：６２人

（３）ミニカフェコーナー（紅茶無料配布、焼き菓子販

売）

時 間：１０：００～１７：００

会 場：本館ロビー

（４）本田明二展ギャラリートーク（再掲）

時 間：１４：００～１４：３０

会 場：本館展示室

参加者数：２５人

関連記事：「彫刻美術館サンクスデー」さっぽろ１０区２０１８

年１１月２日

�刊行物

�資料収集状況
本郷新記念札幌彫刻美術館 所蔵作品点数

彫刻美術館事業

�刊行物
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法

本郷新 寿原九郎像 １９６１年 ブロンズ ６０．０×２８．０×２４．０cm ９７．５×３０．０×３０．０cm（木製台）
本田明二 抜海鳥を抱く １９８２年 ブロンズ １００．０×３５．０×２５．０cm

作家名 作品名 貸出先 貸出期間 目的（会場）

本郷新 《鳥を抱く女》 宮の森明和会 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 宮の森明和地区会館前への設置のため（継続）

作家名 作品名 寄託先 寄託期間 目的

三岸好太郎 札幌校外 北海道立三岸好太郎美術館 平成元年１０月１１日～ 広く道民の鑑賞に供するため

本郷新 奏でる乙女 札幌市中央区土木部土木事業所 平成元年４月１日～
「彫刻の道」の景観づくりに資するため（市道宮の森３・４条１２丁目線内の
花壇中央）

種別 作家名 作品名 制作年 保全処置年月 保全処置状況・作業者

彫刻 本郷新
横たわるトルソー
（《風雪の群像》部分）

１９７０年 １１月２日
作品を設置している台座ブロックと作品をワイヤーで固定
作業者：唐牛幸史（指導）、当館職員

彫刻 本郷新 鳥の碑 １９６３年 １２月１８日
転倒した像をシートで覆いベニヤ板で降雪を防ぐ保全措置
作業者：当館職員

�新収蔵作品

�作品の貸出

�作品の寄託

�作品の保存・修復
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