部活動

カフェ
「アート
2004 年から毎年春に行ってきた「高校生ウィーク」の無料カフェ。

センターをひらく 第Ⅰ期」ではスタッフの対象を多世代に広げ、高校生からシ

ニアまでのカフェ・スタッフが運営にあたりました。第Ⅰ期で好評だった「ひらく

カフェ」を、第Ⅱ期ではワークショップ室に場所を移して、ひきつづき多世代・
多目的の場としてひらきます。フルオープン後のカフェにはアーティスト関連書

籍や推薦図書、裁縫・工作のための道具を常備。お茶会や部活動などさまざ

まな活動を行う場にもなります。セルフサービスで利用できるコーヒーやお茶

を飲みながら、思い思いにお過ごしください。カフェ・スタッフも随時募集。詳
細はホームページへ！

本展では、第Ⅰ期に発足したブカツを含め、次のラインナップで実施します。会
期中、新たにブカツが始まる場合も！

［会場］現代美術ギャラリー ワークショップ室

○書く。部

展覧会を鑑賞し、より面白く見るためのギャラリー・ガイドを作ります。
「アー

トセンターをひらく」について、あなたの言葉で自由に表現してみませんか？

OPEN HOURS: 9:30–18:00 *no admittance after 17:30
Closed on Mondays, Nov.5,
New Year Holidays (Dec.27-Jan.3), and Jan.14

日時：11/30（土）ほか 15:00–17:00

*open on Nov. 4 and Jan. 13

Admission: ￥900

￥700 for advance ticket and group of more than 20 people

Free of charge for high school student, seniors over 70,
the disabled and one accompanying attendant
*Student card or other identification with age required
One-year Pass: ￥2,000
First Friday: student card holders and
seniors 65 to 69 get a discount rate of ¥100
each first Friday (Nov. 1, Dec. 6)

第Ⅰ期に続き「体験に耳をすます」活動を行います。それぞれの「思い入れ

ご来館時の休憩所としてご利用いただけます。

のある音」の記憶や体験を共有し、実際に録音された音について対話します。

・フルオープン：12 /5（木）–1/26（日）

日時：11/9（土）14:00–16:00

※ 12 /13（金）はあーとバスのためお休みします。

定員：5 名

［オープン時間］

部長：白丸たくト（音楽家）、副部長：須藤和也、住谷美紀

火・木・金：13:00–18:00
水：10:00–18:00

○織り部

土・日・祝：10:00–18:00
※ 12 /6・7 は、あ−とバスのためカフェが混雑する場合がございます。

第Ⅰ期での呉夏枝さんとの出会いを機に、眠っていた織機をメンバーが

ギャラリーに設置して始まった活動です。8月から不定期で集まり、カフェで
使用する織物を共同で制作しています。

日時：未定
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○ほんでたいわ部

「知らなかった本と出会い、そして対話を通じてより深く本を読んでみる」活

動。第Ⅱ期ではお互いの積読本を読む「他力積読の会」の 2 回目を実施し

ます。
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日時：10/27（日）10:00–12:00（受付は終了しました。見学可）

「書く。部」活動風景、2019
撮影：松本美枝子

※各部活動にご興味のある方はホームページの「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」
申込フォームからお問合せ下さい。

アドレス：https://www.arttowermito.or.jp/

※その他部活動の活動日、詳細はホームページをご覧ください。

「2019 年茨城県芸術祭美術展覧会」

茨城県近代美術館 / Tel.029-243-5111

第 II 期

アートセンターをひらく
2019 年 10月 26 日（土）−2020 年 1月 26 日（日）
水戸芸術館現代美術ギャラリー

M

［開館時間］9:30 –18:00 ※入場は 17:30まで
［休館日］月曜日、11/5（火）、
年末年始〈12/27（金）– 1/3（金）〉、1/14（火）
※ただし、11/4（月・振）、2020 年 1/13（月・祝）は開館
［入場料］一般 900 円 前売・団体（20 名以上）700 円
※高校生以下、70 歳以上・障害者手帳をお持ちの方と
付き添いの方 1 名は無料
◎一年間有効フリーパス「年間パス」2,000 円
◎学生とシニアのための特別割引デー「First Friday」
学生証をお持ちの方と65 歳 – 69 歳の方は
毎月第１金曜日（１１月 1 日、12 月 6 日）100 円

FU

交通のご案内

展示と対話のプログラム

IN

［JR］

A

東京駅（品川、上野もあり）から常磐線特急で約 72–84 分、水戸駅下車。

水戸駅行きで約 100 分「泉町一丁目」下車。徒歩 2 分。

［お車］

水戸芸術館地下の市営五軒町駐車場をご利用ください。

参考図版
1. エマニュエル・レネ |「Willing Suspension of Belief」| 2019 | 撮影：Jean-Christophe Lett
2 . 毛利悠子 |「Flutter」| 2018 | 撮影：Damian Griffiths | 写真提供：Camden Arts Centre
3. 末永史尚 |「再配置できる絵画」| 2019
4. 砂連尾理 |「変身」ワークショップ風景 | 2019 | 撮影：松本美枝子
（くつろいだポーズ）| 2017, 2019 | 撮影：松本美枝子
5. ハロルド・オフェイ |「Lounging」
6. 呉夏枝 | タイトル未定 | 2019
7. 潘逸舟 | タイトル未定 | 2019

営業時間：7:00–23:00

お問合せ：水戸芸術館現代美術センター

310-0063 茨城県水戸市五軒町 1-6 -8
Tel.029-227-8120
https://www.arttowermito.or.jp/

A

駐車場入口は芸術館北側東端です。

料金：30 分まで無料、1 時間まで200 円、以後 30 分毎 100 円

G
A

常磐自動車道水戸 IC から国道 50 号線を水戸市街地方面へ約 20 分。

EN
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［主催］
公益財団法人
水戸市芸術振興財団
［後援］
ブリティッシュ・カウンシル
［助成］
アンスティチュ・フランセ パリ本部
在日フランス大使館 /
アンスティチュ・フランセ日本
グレイトブリテン・ササカワ財団
芸術文化振興基金
［協力］
サントリーホールディングス株式会社
［企画］
竹久侑（水戸芸術館現代美術センター主任学芸員）

SU

東京駅八重洲南口バスターミナルのりばから常磐高速バス（赤塚又は茨大ルート）

O

北口バスターミナル 4–7 番のりばから「泉町一丁目」下車、徒歩 2 分。
［高速バス］
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※部活動の対象は中学生以上、参加費は無料です。

［ごいっしょに］
2019 年 11月9日（土）–11月24日（日）
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October 26 2019–January 26 2020
Contemporary Art Gallery
Art Tower Mito

○聴く部

関連プログラムや部活動の会場として利用したり、
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PHASE II

顧問：市川寛也（群馬大学）、石田喜美（横浜国立大学）

・プレオープン：11/1（金）–12 /4（水）

「高校生ウィーク2018」カフェ風景、2018
撮影：川村麻純

PUBLICNESS OF THE
ART CENTER

定員：10 名程度

［会場］現代美術ギャラリー ワークショップ室
［期間］

1

地域の大人やアーティスト、学芸員が一緒に自主的な活動を展開してきました。
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2007 年から「高校生ウィーク」内の企画として始まった部活動「ブカツ＠美
術館」は、
「3 人寄ればブカツの提案ができる」をルールに、毎年若い世代と
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アーティスト
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ORGANIZER:
Mito Arts Foundation
IN ASSOCIATION WITH:
British Council
GRANT:
Institut français
Embassy of France /
Institut français du Japon
The Great Britain Sasakawa Foundation
The Japan Arts Council
SUPPORT:
Suntory Holdings Limited
CURATOR:
Yuu Takehisa
Senior Curator,
Contemporary Art Center, Art Tower Mito

2020 年に開館30周年を迎える水戸芸術館現代美術センターは、

関連プログラム

移り変わる社会の中で今アートセンターに求められる役割を探る
企画「アートセンターをひらく」を2 期に分けて実施しています。

2019 年 3月から5月にかけて行った第Ⅰ期では、アートセンター

を「アートが生まれる場」と捉えなおし、ギャラリーをアーティスト
や来場者の「創作と対話」のために活用しました。第Ⅱ期では、
展覧会を軸に、対話とさまざまな活動を育む場としてギャラリー
をひらきます。
本展では、第Ⅰ期にて1カ月の滞在制作を行ったアーティスト6 名
が地域や当館をリサーチし、市民の協力を得て制作した新作を発
表します。また、第Ⅰ期から継続中の砂連尾理による身体表現と対

話のワークショップ「変身」の様子を公開し、最終発表を行います。
第Ⅰ期の会期中、カフェやパブリック・プログラムの会場と隣り合
わせのギャラリーで行われたアーティストによる創作活動は、来
館者と当センターとの関係性や地域住民との関わり合いのなか
で構築されました。また、展示空間での制作は、現場での実験や
新たな挑戦をより身近にしたといえるでしょう。その創作行為が
第Ⅱ期にて結実し、みなさんに対話を誘いかけます。
第Ⅰ期で好評を得た「ひらくカフェ」は、場所をワークショップ室
に移して出現。さまざまな人々が思い思いに過ごし、出会い、活
動できる場を設けます。作品をきっかけに対話や関わりが生ま
れ、次へとつながりうる社会的な場としてギャラリーをひらくこと
で、今求められるアートセンターの役割を実践的に探ります。

［お申込］
10/1（火）受付開始

要申込プログラムのみ、ホームページの「アートセンターをひらく 第Ⅱ期」

申込みフォームからご応募ください。

アドレス：https://www.arttowermito.or.jp/
※抽選のプログラムは、11/30〆切、12 /15までに当選者にのみお知らせします。
※ホームページからのお申込みが難しい場合は電話でお問合せください。

Tel.029-227-8120

※ケアが必要な場合は事前にご相談下さい。

※手話通訳を希望される場合は各開催日の 1カ月前までにご相談下さい。

［参加費］

とくに記載がないものは、入場料に含まれます。

［対象］

とくに記載がないものは、
どなたでもご応募・ご参加いただけます。
マーク

3 歳から中学生までが対象に含まれるプログラムです。

詳しくは各プログラムの対象をご覧ください。

つくる
○レッツ校正！ 作品解説

鑑賞の手助けのために書かれる学芸員による作品解説。難しくてわかりにく

かったことはありませんか？ 本展のために用意された解説文を、高校生の

意見を聴きながら学芸員が書き直します。協力してくれる高校生ボランティ

アを募集！

日時：11/1（金）、8（金）16:00–17:00

アーティスト：

呉 夏枝 / ハロルド・オフェイ / 砂連尾 理 / 末永史尚 /
潘 逸舟 / 毛利悠子 / エマニュエル・レネ

会場：現代美術ギャラリー ワークショップ室

対象：高校生 / 定員：各日6 名まで（要申込・先着順）

○ドラァグクイーン・ストーリー・アワー /
読み聞かせ＋工作ワークショップ

キラキラのドレスをまとったドラァグクイーンが、
子どもたちの大好きな絵本を読みにやってきま

す。ハロルド・オフェイの作品に関連づけた絵

本の読み聞かせや工作を通して、子どもと保護

者が楽しみながら「私らしさ」について考える

プログラムです。ワークショップ後、ゲストをまじ
えた座談会も開催。

日時：1/11（土）14:00–15:00 ＋ 座談会 15:30–16:30
会場：現代美術ギャラリー ワークショップ室

読み手：マダム ボンジュール・ジャンジ

※ Drag Queen Story Hour（DQSH）はアメリカの LGBTコミュニティーから始まった

文化・教育プログラムです。詳細は「Drag Queen Story Hour 東京読み聞かせの会」

HP へ http://dragqueenstoryhour.tokyo/

対象：3–8 歳とその保護者 / 座談会はどなたでもご参加いただけます
定員：ワークショップ 15 名 / 座談会 20 名程度（ともに要申込・抽選）

○自分のほうきをつくろう

「ほうき」は古今東西で使われてきた身近な生

活の道具です。地域の暮らしと植生を生かした

「ほうき」づくりの話を聞いた後、コキアを素材
に自分の手で「ほうき」を作りましょう。

日時：1/12（日）13:00–15:00、

1/13（月・祝）10:00–12:00

会場：現代美術ギャラリー ワークショップ室

講師：宮原克人（筑波大学芸術学系）、

ほうきを作ろうプロジェクトチーム（同学芸術専門学群生）
対象：小学生以上 / 定員：各日15 名（要申込・先着順）

参加費：高校生以下 500 円、一般 1,200 円 ※展覧会入場料を含みます。

みる

・
「あーとバス番外編」

あーとバスガイドスタッフと子どもも大人も一緒に鑑賞するツアー

○ハロルド・オフェイによる
トークパフォーマンス

日時：12 /14（土）14:00–15:30

は、アーティストが自らの言葉や身振りで作品

聞こえない人・聞こえにくい人と聞こえる人が一緒に鑑賞するツアー

定員：30 名（申込不要・先着順）
※整理券を当日11:30 から配布します。

日時：1/19（日）14:00–16:00

砂連尾理と参加者が「変身」をテーマに障害

はなす・きく

体表現へと転換するワークショップを紹介しま

○午後のお茶会

や老いなどについて語り合い、その対話を身

す。第Ⅰ期から行われているワークショップの

な事柄について、作家やゲストを交え語り合う場を設けます。

撮影：松本美枝子

・12（日）13:30–16:30 頃
1/11（土）

［会場］現代美術ギャラリー ワークショップ室
※お菓子は有料です。

○ウィークエンド・ギャラリートーク
市民ボランティア CAC ギャラリートーカーとともに展覧会を鑑賞します。
日時：11/9（土）–1/26（日）毎週土・日曜日 14:30–（約 40 分）

［日仏同時通訳あり］

ター」の朗読会を行った呉さん。お茶会では、

日時：10/28（月）19:00–21:00

り」をもとに、作品にまつわる「記憶」や「語

進行：竹久侑（当館現代美術センター主任学芸員）

※ただし、12 /7（土）
・14（土）
・22（日）、1/18（土）
・19（日）は除く。
都合により中止になる場合があります。

り」について掘り下げます。

日時：10/27（日）14:00–16：00
定員：15 名（要申込・先着順）

撮影：草本利枝

水戸市内の小・中学生を対象に、当館が用意するバスで送迎する展覧会鑑

（受付は終了しました）
賞ツアーを行います。

※当日はギャラリーが児童・生徒で混雑する場合があります。あらかじめご了承ください。

※子どもたちと一緒に作品を鑑賞するガイドスタッフを募集中。詳細はお問合せください。

11月より研修開始。

（申込不要）
参加ご希望の方はギャラリー入口にお集まりください。

さまざまな人々と一緒に展覧会を鑑賞することで、作品の多様な見方を探

る鑑賞プログラムを行います。

参加費：高校生以下 500 円、一般 1,000 円

たな視点から話し合いましょう。

撮影：佐藤理絵

ゲスト：砂連尾理、伊藤亜紗（美学者）
定員：20 名程度（申込不要・先着順）

撮影：Naoko Maeda

Tel. 0297-46 -2600
http://www.arcus-project.com/jp/

定員：20 名程度（申込不要・先着順）

日時：12 /8（日）14:00–16:00

店、サントリーホールディングス株式会社、公益社

定員：20 名（要申込）

〇勝田特別支援学校との連携企画

勝田特別支援学校の生徒がカフェ・スタッフとして活動し、手づくりの製品を
販売します。

日時：12 /22（日）13:00–15:00

広くひらき、
『目の見えない人は世界をどう見

定員：8 名（要申込・先着順）

主催・申込・お問合せ：アンスティチュ・フランセ東京

主催・申込・お問合せ：アーカスプロジェクト

会場：現代美術ギャラリー ワークショップ室

ているのか』の著者伊藤亜紗さんとともに新

日時：12 /13（金）18:30–20:00

参加費：一般 1,000 円、学生・会員無料

日時：11/30（土）14:30–16:30

「変身」ワークショップ。ここでもう一度門戸を

人と見えない人が一緒に鑑賞するナイトツアー。

定員：100 名（要申込）

団法人水戸青年会議所、水戸商工会議所青年部

ナビゲーター：小澤慶介（アーカスプロジェクト ディレクター）

とに参加者同士で対話し身体表現を行ってきた

全盲の白鳥建二さんをナビゲーターに、見える

会場：アンスティチュ・フランセ東京

暮らしについて世代の違いを巡りながら話しま

障害や母親になったことなど各自の経験をも

・
「よるの session！」

特別協力：水戸 21 の会

〇アーカスが水戸芸に行って、地域とアートについて考える
日時：12 /22（日）13:00–16:00

茶を楽しみながら、移り住むこと、異文化での

撮影：三浦博之

（申込不要）
お集まりください。

共催：明後日朝顔プロジェクト水戸実行委員会
協力：茨城県立大子清流高等学校、水戸京成百貨

Tel. 03-5489-7277
http://mad.a-i-t.net/series/course/ft06/

・
「あなたにとっての 変身 とは？」

※展覧会入場料を含みます。

撮影：Pete Woodhead

［AIT/ エイト］

定員：10 名程度（要申込・先着順）

しょう。

○冬のこらぼ・らぼ

※参加ご希望の方は、作業のしやすい服装で広場に

主催・申込・お問合せ：NPO 法人アーツイニシアティヴトウキョウ

日時：11/24（日）14:00–16:00

花さんをお招きし、二人の故郷である中国のお

日時：12 /22（日）14:00–15:00

会場：広場（回廊 2 階）、水戸京成百貨店外壁

参加費：無料

定員：25 名（要申込）

第Ⅰ期で潘さんの滞在先ホストだった高井英

本展を企画した学芸員が展覧会を解説つきでご案内します。

※小雨決行、荒天時翌日順延

訪問先：茨城朝鮮初中高級学校、水戸芸術館現代美術ギャラリー

スのガイドスタッフとアーティストと一緒に対話

・
「潘 逸舟の知らない中国茶会」

○キュレータートーク

日時：11/16（土）10:00–17:00

○［東京発バスツアー］美術館のコミュニティ創生とその先へ
日時：11/30（土）9:00–19:00（予定）

作品「タングラム・ペインティング」。あーとバ

しながら作品の配置を考えます。

日程：12 /4（水）–7（土）、13（金）

思いを馳せませんか。

Tel.03-5206 -2500
https://www.institutfrancais.jp/tokyo

・
「末永史尚とタングラム・ペインティングを
配置する」

空間に合わせて組み換え可能な可変する絵画

○あーとバス2019

そして種を通してつながっている別の参加地域へと

センターの新しいあり方について、アーティス

朗読会の参加者や会場から寄せられた「お便

※公開ワークショップ実施中は、第 7 室の展示内容が変わります。

春に地域の人々と苗を植えた「明後日朝顔」。水戸

の記憶が詰まった種を収穫し、来年へ、
「明後日」へ、

○日仏対談シリーズ「ル・ラボ」vol.31：
エマニュエル・レネと毛利悠子を迎えて

トの視点から語ります。

企画：磯崎新アトリエ / 水戸芸術館

○日比野克彦
「明後日朝顔プロジェクト2019 水戸」収穫祭

「アートセンターをひらく」で模索されたアート

第Ⅰ期で「日系国際 結婚 親睦会ニュースレ

1/10（金）17:00–18:00
最終発表：1/13（月・祝）※時間は決まり次第、HP でご案内します。
会場：現代美術ギャラリー 第 7 室

日時：1/25（土）14:00–17:00

本展出品中の新作について紹介するとともに、

・
「呉 夏枝との茶話会」

※途中休憩・延長の可能性あり。

ンター像をともに描きましょう。

※料金は展覧会入場料に含まれます。

連携企画

お茶やお菓子を楽しみながら、本展で展示されている作品が示すさまざま

記録映像を展示するとともに、以下の日程で

会場：現代美術ギャラリー 第 9 室

定員：20 名程度（申込不要・先着順）

定員：10 名（要申込・抽選）

○砂連尾 理「変身」ワークショップ

第Ⅰ期からさまざまなかたちでアートセンターの役割をめぐる対話を行って

きました。第Ⅱ期の終盤にこれまでの話を振り返りながら、次なるアートセ

・
「美術と手話」

会場：現代美術ギャラリー 第 4 室

模な展覧会を開催します。

会期：10/26（土）–1/26（日）

・
「それでどうする？ アートセンター」

定員：5 名（要申込・先着順）

日時：10/26（土）13：30–15：00

プトや経緯について、資料を中心に紹介する小規

定員：15 名（要申込・先着順）

対象：小学生

について語ります。

［日英逐次通訳あり］

ズの一環として、当館では水戸芸術館の設計コンセ

ゲスト：斎藤真理子（翻訳家）

日時：1/18（土）11:00–12:00

○磯崎 新̶水戸芸術館縁起̶

建築家磯崎新による美術館設計を振り返るシリー

日時：12 /15（日）14:00–16:00

見える人と見えない人が一緒に鑑賞するツアーの小学生版

たハロルド・オフェイ。
トークパフォーマンスで

日時：11/9（土）
・23（土）、12 /7（土）
・21（土）

いて語り合いましょう。

・
「こども session！」

に移住者や LGBTQ 当事者への取材を行っ

ワークショップを公開して行います。

上げ、翻訳家の斎藤真理子さんと作品の感想や本を読んで考えたことにつ

定員：15 名（要申込・先着順）

セイ『Stranger in the Village』を着想源

同時開催

韓国にルーツをもつ呉夏枝さんの作品を鑑賞し、文学の視点を交えて語り

（ハン・ガン、河出書房新社）を取り
合う読書会。
『すべての、白いものたちの』

対象：小学生以上

滞在制作中、ジェームズ・ボールドウィンのエッ

・「韓国文学読書会『すべての、白いものたちの』」

