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年間を通じて、岐阜県中のこんなところ、あんなところで、多彩な「アート体験」ができます! 
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       清流の国ぎふ 
夏の地歌舞伎公演2018 
 
出演／高雄歌舞伎保存会（郡上市） 
     飛騨市河合町歌舞伎保存会 
     （飛騨市） 
会場／ぎふ清流文化プラザ（岐阜市） 
料金／無料 
定員／約480名 
     （5/16より入場整理券配布開始） 

問／058-233-8164 
    （公財）岐阜県教育文化財団 

       ぎふ美術展 
 
県民に広く発表する機会を提供 
する公募展 
 
■表彰式・開場式／9（土）10:00～  
■関連プログラム 
 
①9（土）14:00～ クロストーク  
  「日本の現代美術の現状」 
  山下裕二×日比野克彦 
 
②10（日）10:30～ クロストーク  
  「現代書の創意・工夫」 
  新井光風×笠嶋忠幸 
 
③10（日）14:00～ 作品講評会 
 
④16（土）11:00～ 書道パフォーマンス  

  「書の身体」 横山豊蘭 
 
⑤16（土）14:00～  クロストーク  
  「ナニを描くのか ナゼ描くのか」 
  西田俊英×長谷川喜久 
 
⑥17（日）10:30～ クロストーク  
  「工芸の創造性」 
  今泉今右衛門×外舘和子 
 
会場／岐阜県美術館（岐阜市） 
料金／無料 
定員／①②⑤⑥ 先着150名程度 
問／058-233-8164 
   （公財）岐阜県教育文化財団 

お問い合わせ・申し込み先 

【アートラボぎふ事務局】 ※平日 9:00-18:00 

※右の表のうち、赤字で示したお問い合わせ先が記載 
  されているプログラムは、そちらにお電話ください。 

お申込み方法 

参加される体験プログラム名／参加される日時／ 
ご住所／お名前／性別／年齢／ご参加人数／ 
２名以上で参加される方はお連れ様のお名前  
…以上を明記の上、メールまたはファックスで 

/9土～17日 
6 

/16土 
6 

プロが教えるSNS映え写真術 
カメラの向こうにディープな岐阜発見! 
Vol.１～川湊・川原町で 
     伝統の文化とワザを撮ろう～ 
 
身近な風景の中からセンスあふれる 
写真を撮るテクニックをプロの写真家 
が伝授！ 一年を通じて県内各地で 
開催するシリーズの第１回は、清流が 
育んだ川文化が息づく岐阜市川原町。 
スマホから一眼レフまで、普段お使い 
のカメラをご持参ください。 
 
 
講師／杉山宣嗣（写真家） 
会場／岐阜市川原町界隈 
料金／有料 
定員／あり・要事前申し込み 

/14土 
7 

/22日 
7 

木工芸術親子体験教室 
 
木工芸術スクールの講師の指導の 
もと、親子でモノづくりの楽しさを体験! 
 
会場／木工芸術スクール（高山市） 
料金／無料 
定員／15組（2人1組）・要事前申し込み 
問／0577-32-1143  木工芸術スクール 

AAIC入賞作家とつくるワークショップ 

不思議な昆虫採集 
ガラクタでできたヘンな虫を見つけて 
名前を付けよう！ 
 
使い古されて破棄される運命にある 
モノや道具を使って作られた「見たこ 
とないけどどこかにいたような」昆虫を 
美術館の敷地内から探し出し、名前 
を付けよう。 
 
講師／森 貞人（AAIC2017入賞作家） 

会場／岐阜県美術館（岐阜市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

/中旬 8 

プロが教えるSNS映え写真術 
カメラの向こうにディープな岐阜発見! 
Vol.２～天下分け目の関ケ原で 
 兵（つわもの）どもの夢のあとを追おう～ 
 
身近な風景の中からセンスあふれる 
写真を撮るテクニックをプロの写真家 
が伝授！ シリーズ第２回は、東西文化 
の分かれ目でもある関ケ原で。 
 
講師／杉山宣嗣（写真家） 
会場／関ケ原古戦場周辺（関ケ原町） 
料金／有料 
定員／あり・要事前申し込み 

/15土 
9 

/13土 
10 

●事前申し込み不要 ●料金／無料 

●事前申し込み不要 ●料金／開催中の展覧会の観覧料 

/ 4土 
8 

じっくりワークショップ（組紐） 
           ～日本の美を味わう～  
８本の玉（糸）を操り、オリジナル組紐 
を編んで、キーホルダーなどの素敵 
なアクセサリーをつくります。 
 
講師／所鳳弘（染織家、組紐作家） 
会場／岐阜県美術館（岐阜市） 
料金／有料 
定員／あり・要事前申し込み 
問／058-271-1313 岐阜県美術館 

/19日 
8 

木工芸術親子体験教室 
 
木工芸術スクールの講師の指導の 
もと、親子でモノづくりの楽しさを体験! 
 
会場／木工芸術スクール（高山市） 
料金／無料 
定員／15組（2人１組）・要事前申し込み 
問／0577-32-1143  木工芸術スクール 

8月～9月 

アーティストが盲学校の生徒たちと 
関わりながら、視覚と創造の関係を 
探求する作品を制作。 
 
招へい作家／平野真美 
         （AAIC 2017入選作家） 

会場／岐阜盲学校（岐阜市） 
問／058-271-1313  岐阜県美術館 

美術を深く感じたい大人向け講座 

「美術の世界」 神戸峰男講演会 
 
講師自らが収集した国内外の古美術 
品を通じて美術の世界の奥深さを体験。 
 
 
講師／神戸峰男（彫刻家、日本芸術院 
      会員、名古屋芸術大学名誉教授） 

会場／みのかも文化の森（美濃加茂市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

/25土 
8 

金華山に登り岐阜城から現代を眺め 
自分のアートで天下をとるぞ！ 

アート岐阜城 ポートフォリオレビュー 
 
「アートが好き！」という皆で、岐阜城 
めざして登山！ 山頂では各自の作品 
集（ポートフォリオ）をプレゼンし合い、 
それをアーティスト日比野克彦氏 
（岐阜県美術館館長）が講評指南します。 
 
講師／日比野克彦 
会場／岐阜公園～金華山（岐阜市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

/ 8土 
9 

創作活動の疑問や悩みにお応えする 

アートのお悩み相談室 
 
「美術の窓」で「お悩み解決 立島惠 
に訊け!」を好評連載中の講師による、 
創作活動を行なうみなさんのための 
「お悩み相談室」を開催。 
 
講師／立島惠（佐藤美術館学芸部長） 
会場／ソフトピアジャパン（大垣市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

/ 9日 
9 

芸術を題材にした映画上映＋レクチャー 
美術を深く知りたい学生・大人向け講座 

「炎の人ゴッホ」  
           桑原鑛司 講演会 
 
夢かなわず、悲運の生涯を閉じた 
ゴッホ。しかし、今日遺された作品 
は、栄光につつまれている。 
 
講師／桑原鑛司（AAIC企画委員会委員長） 

上映作品／「炎の人ゴッホ」 
                    （1956年・アメリカ） 

会場／中部学院大学（関市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

/20土 
10 

みんなでワイワイ！ものづくり！ 

ワークショップ ギャザリング 
      ＠セラミックパークＭＩＮＯ 
 
国際たくみアカデミー、国際園芸アカ 
デミー、森林文化アカデミーが大集結！ 
さらに 現代陶芸美術館などアート系× 
ものづくり系の感性が融合したワーク 
ショップの祭典！ 
 
会場／セラミックパークMINO（多治見市） 
料金／一部有料のものもあり 
定員／なし・事前申し込み不要 

江戸時代の趣きを残す特別な空間で 
ミュージックビデオ上映＋レクチャー 

「クリスの 歴史 pop up art」  
 
“日本の歴史”好きとしても知られる 
人気ラジオDJクリス・グレン氏による、 
映像上映＋レクチャーを、夜の高山 
陣屋という特別な空間で！ 
 
講師／クリス・グレン（ラジオDJ） 

          古田菜穂子 
            （アートラボぎふディレクター） 

会場／高山陣屋（高山市） 
料金／無料 
定員／あり・要事前申し込み 

「私の関ケ原」写真コンテスト 
      2018春・夏 作品募集！ 

「関ケ原の戦い」や「関ケ原古戦場」、 
「東西文化の結節点である関ケ原」など、 
ご自身が「これが私の関ケ原」と想われる 

関ケ原の風景やイベント等の写真を募集中！ 
 

■作品受入：2018年８月30日～９月13日 

アートラボぎふ 
まだまだ続きます！ 
11月からのプログラムは裏面を！ 

10月に 
関ケ原町内で 
 表彰式開催！ 

/22日 
7 /25土 

8 /24日 
2 

/23土 
6 / 7土 

7 /11土 
8 

2019年 

/ 8土 
9 

会場／岐阜県美術館 他  問／058-271-1313  岐阜県美術館 

/13土 
10 

/日時未定 
11 

平野真美 Meets  
岐阜県立 岐阜盲学校 

清流の国ぎふ芸術祭 

ぎふ美術展 ＨＰ 

/下旬 10 
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11月以後もさらに充実のプログラムが登場

松本和子 Meets  
北方町生涯学習センター 

きらり 

アートのジャンル別に特化し、画材の特質、画面構成など、 

その道のプロフェッショナルから本格的に学べる講座を開催。 

         日本画実技講座 
 

講師／長谷川喜久 
      （日本画家、名古屋芸術大学教授） 

11月開催予定          洋画実技講座 
 

講師／佐藤昌宏 
   （画家、岐阜大学教授、第9回円空賞受賞） 

         書道ワークショップ 
 

講師／横山豊蘭 
           （書道家、名古屋芸術大学非常勤講師） 

12月開催予定  開催時期未定 

清流が育んだ岐阜県ならではの「伝統文化」「匠の技」と、 

「アート」表現との融合を体験するプログラムを開催。 

             絵画表現 
          meets 美濃和紙  

講師／神戸智行（日本画家） 

 1月開催予定 
2019年 

アートまるケット2018 

Nadegata Instant Party 

養老公園プロジェクト 
 
アーティスト・ユニット「Nadegata 
Instant Party」による、養老公園 
を舞台にした、アートで地域資源 
を掘り起こすプロジェクト。 
 
問／058-271-1313 岐阜県美術館 

/13土 → 10 /25日 
11 

2月～3月 

まだまだこんなに！ 県内各地で、さまざまなプログラムを展開! 
●ジャコバン国際ピアノ音楽祭  
      in 岐阜 2018  
  ①ジャコバン音楽祭開催に伴う面白ピアノ 
     講座「調律師が見た巨匠たち」 

  ②1835年プラハで制作されたフォルテ 
     ピアノ「アントン・シュヴァルトリンク」の繊細 
     で美しい音を徹底解析する演奏とお話。  
  ①6/9（土） ②6/10（日） ＠サラマンカホール 

  問/058-277-1113 サラマンカホール 
 

●高山陣屋おもしろ歴史教室    
  6月の土曜日（計４回） ＠高山陣屋 

   問/0577-32-0643 岐阜県高山陣屋管理事務所 
 

●親子しごと体験教室  
      ～しごとの魅力 発見～  
  県内の各業界団体の「しごと」「ものづくり」 
  を体験  
  7/21（土） ＠国際たくみアカデミー 

   問/0574-25-2423  国際たくみアカデミー 
 
 
 

 

 

●ひょうたんワークショップ  
  地元ひょうたんアーティストを講師に工作 
  体験  
  8/18（土）・10/6（土） ＠養老公園 

  問/0584-32-0501 養老公園事務所 
 
●Ogaki Mini Maker Faire 2018   
  ものづくり愛好家が全国から集い、作品 
  展示やワークショップを開催  
  12/1（土）・2（日） ＠ソフトピアジャパン 

   問/0584-75-6641  情報科学芸術大学院大学 
 

●GIFUワークショップギャザリング  

    Vol.4 
 
  県内の教育施設が一堂に会し、様々な 
  ワークショップを開催  
  2019. 2/24（日） ＠ぎふ清流文化プラザ 

   問/058-271-1313 岐阜県美術館 

●ひょうたんに絵をかこう！  
  地元ひょうたん職人を講師に、工作や 
  絵付け体験  
  7/21（土） ＠養老公園 

   問/0584-32-0501 養老公園事務所 
 

●サラマンカキッズ 
      ～夏休み！子どもおんがく塾  
  夏休みの5日間で、コンサートホール、楽器、 

  音楽事業について学ぶ有料プログラム  
   7/23 （月） ・ 8/6 （月） ・20 （月） ・27（月） ・9/15（土） 
  ＠サラマンカホール 

  問/058-277-1113 サラマンカホール 
 

●タイムスリップ探検隊   
  実際の発掘調査現場で親子一緒に 
  作業体験  
  7/24（火）＠中切上野遺跡（高山市） 

  問/0577-78-2212 岐阜県文化財保護センター 

                    （飛騨駐在事務所） 

2019年 

「アートラボぎふ」の大きなテーマである、 

岐阜の「伝統文化・工芸」と「アート」との 

コラボレーションにより多様な領域を  

つなぐ試みが、満を持して登場します！ 

    リニューアルのための休館前最後のこの日、 
ワークショップやステージイベントを開催。休館中に 
各地域で展開する館外活動がここからスタートします！ 
 
問／058-271-1313 岐阜県美術館 

NO.4 
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アーティストが北方町や会場を訪れ 
た人々と関わりながら、光あふれる 
建物に触発された作品を制作。 
 
招へい作家／松本和子 
         （AAIC 2017入選作家） 

会場／北方町生涯学習センターきらり 
問／058-271-1313  岐阜県美術館 

      養老アート・ピクニック  
    「発見と冒険」をテーマに、ピクニック感覚で 
    誰もが気軽にアートを楽しめるイベント。  
問／058-272-8664 岐阜県 都市公園課 

/ 日時 
未定 

11 

2018-2019 総合インフォ 


