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アートラインかしわ

プレスリリース
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第13回を迎えたアートラインかしわ、今年年のテーマは「イロトリドリ」。まちというキャンバスに広がるイロ
トリドリの景⾊色を楽しんでいただきます。９⽉月29⽇日（⼟土）から11⽉月４⽇日（⽇日）までの約１ヶ⽉月間、23のプログ
ラムを展開します。ここに紹介しきれなかったイベントは、ウェブサイトでお確かめ下さい。

大きなインコが数十羽舞い降りて，柏モディ広場が晴れやかに！

川上和歌子展 「Smiling」
アーティストの身長とほぼ同じ大きさのインコ数十羽による大型展示。
インコが数十羽舞い降りる晴れやかなこの場所で、人々の笑みがこぼれ
ますように。
■９月21日（金）〜11月３日（土）
■柏駅南口 柏モディ前広場 （屋外展示。いつでもご覧いただけます）

川上和歌子
1969年大阪府生まれ、東京都在住。1992年武蔵野美
術大学短期大学部専攻科美術専攻修了。
1995年より布を使った立体、インスタレーション作品を
発表。2015年個展「冬の祝祭」パークホテル東京25Ｆ
アートラウンジ（東京）、2016年「AHAF	
  SEOUL	
  2016」JW	
  
Marriott	
  Hotel	
  Seoul（ソウル）、2018年「六甲ミーツ・アー
ト 芸術散歩2018」（兵庫）他、個展・グループ展多数。

Smilingアーティストトーク＋

「青空アパート」2013年 新宿野村ビル／東京 撮影 神山武久

インコをめぐって、川上和歌子さん（作家、Smiling展制作者）と、一方井祐
子さん（いっかたいゆうこ、動物心理学者）のトークイベントを開催。インコ
を観るおふたりの眼差しを通して、目の前に広がるSmilingの展示を、より
深くより広く楽しんでいただきます。
■10月８日（月・祝）午後２時〜午後３時
■柏駅南口 柏モディ前広場 （無料。事前申込不要）

今年は朝倉弘平が２基のエレベーターをジャック。 エレベーターで大自然
を味わう。

ラッピングエレベーター
生命と自然を見つめ続けて作品を描く朝倉弘平の絵は、動物かと思えば
その中に自然の風景が、また風景をよく見るとたくさんの生き物たちが、
その独特の感覚で色彩豊かに現れてきます。
いつもはあなたを運ぶだけのエレベーターが、大自然の中を訪れた気持
ちにさせてくれることでしょう。
■９月28日（金）〜10月26日（金）午前10時〜午後10時
■柏髙島屋ステーションモールＳ館
ラッピングエレベーター原画

本件の取材に関する
問い合わせ先

〒277-‐‑‒0005  千葉葉県柏市柏 1-‐‑‒4-‐‑‒5  柏⼆二番街商店会内 JOBANアートラインかしわ実⾏行行委員会
メール：otoiawase@kashiwa-‐‑‒art.com 電話：04-‐‑‒7167-‐‑‒4455（平⽇日 10：00〜～17：00）
HP：http://2018.kashiwa-‐‑‒art.com/  
https://www.facebook.com/ArtLineKashiwa
《広報担当》阿南透（あなみとおる）メール：anamit07@gmail.com
“f” Logo

Facebook Asset Usage Guidelines

1/2

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always
maintain a minimum clear space around the logo. This
clear space insulates our “f” Logo from distracting
visual elements, such as other logos, copy, illustrations
or photography.
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The “f” Logo is one of our most globally
recognized and beloved assets. It’s used to
represent Facebook the product (website or
mobile app).

Using the “f” Logo
The primary use of the “f” Logo is to promote your
organization’s presence on Facebook. For example,
when you say, “Find us on Facebook” and link to your

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter,
rotate, embellish or attempt to recreate the “f” Logo.
Never alter the proportions and shape of the “f”
Logo for any reason. To resize, hold the “Shift” key in
most software programs to maintain the proportions
while scaling up or down. Always maintain the
minimum clear space, even when proportionally
scaling the logo.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size
and that they do not appear subordinate to any other
partner logos included on the creative executions.
Similarly, do not present the “f” Logo in a way that
makes it the most distinctive or prominent feature of
what you’re creating.

Logo

柏で観れるハイクオリティ

共晶点〜柏ゆかりの新進作家〜
アートラインかしわ恒例企画として７回目を迎えた展覧会「共晶点」。柏に
ゆかりの若手新進作家の作品が、柏市民ギャラリーを埋め尽くします。
日本画、油画、彫刻、ガラス、刺繍など、手法は違えども、作家たちのエ
ネルギーが化学反応を起こし、まばゆい結晶が生まれます。
■10月８日（月・祝）〜12日（金）午前10時〜午後７時（初日は午後１時か
ら、最終日は午後６時まで）
■場所：柏市民ギャラリー／無料（事前申込不要）
今年もやります！ アートラインかしわ名物ライブペインティング

ライブペインティング 30vs30
柏の秋の風物詩になったアートラインかしわのライブペインティング。駅
前通りの歩行者天国で音楽に合わせ、30人のアーティストが30号のキャ
ンバスに思い思いの表現で絵を仕上げていきます。
■10月７日（日）午前11時〜午後４時 《雨天中止》
■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料

地球に描こう！ チョークアート
道路に思いっきりチョークで絵を描きましょう。こちらはどなたでも参加で
きます。 ライブペインティング30vs30と同時開催。
■10月７日（日）午前11時〜午後４時 《雨天中止》
■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料

アートラインかしわ体験ツアー
アートラインかしわ2018の展示作品などを解説付きで回るツアーです。柏
ゆかりの作家による展覧会「共晶点」の作品を鑑賞しながらの参加アー
ティストとの交流やモディ広場でのインスタレーション「Ｓｍｉｌｉｎｇ」のアー
ティスト川上和歌子さんによるトークコーナーも。アートラインかしわの見
所と裏話を実行委員会メンバーがご紹介します！
■10月８日（月・祝）午後１時〜午後３時30分
■柏駅周辺（パレット柏集合）
無料ですが事前申込が必要です（応募方法はウェブサイト参照）

あの前衛舞踏が柏にふたたび！

大駱駝艦公演 in	
  ハウディモール（仮題）
通常の舞台芸術とは一味違う、街中路上でのパフォーマンスによって街
と人を繋ぐ大駱駝艦。金色に輝く男たちの舞、金粉ショー！
前衛舞踊「Butoh」の牽引者として世界的に活躍する麿赤兒（まろあかじ）
が主宰する、大駱駝艦（だいらくだかん）。全身に金粉を塗って踊る舞踏
は一度見たら忘れられないインパクトがあります。アートラインかしわに
は2007年以来、11年ぶりの登場！
■10月8日（月・祝） ①14時〜 ②16時〜 （各20分）
■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料

撮影 松田純一

