
■日時：4月27日（土） ①11：00～ ②14：00～（各30分） 

■出演：UJINO AND THE ROTATORS  

■会場：本館ギャラリー２階 

くるくるシルクデラックスのサーカスパフォーマンス 

 ■日時：5月3日（金・祝）～5日（日） ①11：00～  ②14：00～  

くるくるシルクデラックスのサーカスで遊ぼう体験教室 

 ■日時：5月3日（金・祝）～5日（日）  15：00～  （先着30名） 

 ■会場：円形広場 

http://www.hakone-oam.or.jp 

ライヴ・パフォーマンス   

UJINO POP／LIFE LIVE 

 UJINO AND THE ROTATORSは、展
示作品の心臓部でもあるサウンド・シ
ステム「The Rotators（ザ・ローテータ
ーズ）」を楽器のように使用する宇治
野の１人ユニット。作品とともに、ジュ
ーサーやドリル、ドライヤーのモーター
音を増幅し、思わず体が動き出すよう
な強烈なダンスビートを奏でます。 
 ポップライフ＝消費物質文明を象徴
する宇治野のサウンド・スカルプチャ
ーをフル稼働させる、貴重な公演をお
見逃しなく！ 

アート・パフォーマンス   

CRU CRU CIRQUE DX  くるくるシルク デラックス 

 「シルク」とはフランス語でサーカスの意味。「くるくる」とはくるくるのこと？ 

 ゴールデンウイークは、4人の男たちで結成された「くるくるシルクDX」の

サーカス・パフォーマンスで楽しもう。ショーの後は、ジャグリングや皿回し

などを実際にできる体験教室もあります。 

PRESS RELEASE  2013 ＧＷ （1） 

彫刻の森美術館 事業部／広報 辻井有里  tsujii@hakone-oam.or.jp  

〒250-0493 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1121 

TEL.0460-82-1161  FAX.0460-82-1169   

掲載画像等をご希望の方は下記担当までご連絡ください。 

※画像は、メールにてデータをお送りいたします。 
※ご掲載や放送以外の目的での写真のご利用はご遠慮ください。 
※事前に記事原稿を拝見させていただけますよう、お願いいたします。 

photo courtesy: Southbank Centre, London 



PRESS RELEASE  2013 ＧＷ （2） http://www.hakone-oam.or.jp 

彫刻の森美術館 事業部／広報 辻井有里  tsujii@hakone-oam.or.jp  

〒250-0493 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1121 

TEL.0460-82-1161  FAX.0460-82-1169   

■会期：2013年4月27日（土）～29日（月・祝） 

■講師：伊藤一洋（有限会社山岸鋳金工房スタッフ・彫刻家） 

■協力：有限会社山岸鋳金工房、ホルベイン工業株式会社、 

      ホルベイン画材株式会社、マルナン株式会社 

春の特別ワークショップ 第1弾   

ブロンズペンダント 

掲載画像等をご希望の方は下記担当までご連絡ください。 

※画像は、メールにてデータをお送りいたします。 
※ご掲載や放送以外の目的での写真のご利用はご遠慮ください。 
※事前に記事原稿を拝見させていただけますよう、お願いいたします。 

春の特別ワークショップ  

会場：彫刻の森美術館 森のアトリエ３F 

時間： 9：00～16：00（常時受付）   参加料：1,000円（税込） 

春の特別ワークショップ 第2弾   

森のモノクル  
‐ウョウョメガネで作品をみてみよぅ‐ 

■会期：2013年5月3日（金・祝）～6日（月・祝）  

■講師：スサイタカコ（アーティスト） 

■協力：アクリサンデー株式会社、寺西化学工業株式会社、 
      マルナン株式会社  

スサイタカコ 略歴 
 
2011 「六甲ミーツ・アート芸術散歩 
     2011」出展 
     （六甲ケーブルカー内 / 神戸） 
2011 「スサイタカコ展パラレルワール 
     ド 光ノ音ト旅ヲスル。」 
     （アートスペース油亀 / 岡山） 
2012 「あたってコ！」（十和田市現 
     代美術館/青森） 

※ワークショップは「東海大学×彫刻の森美術館 
キュレーターの“たまご”プロジェクト」の対象プロ
グラムです。 

 彫刻の素材であるブロンズに焦点をあてたワークショップ。造形ワー
クショップと、ブロンズの溶解炉を使用したデモンストレーションという体
験ワークショップの2本立てになります。 

 造形ワークショップでは、参加者にブロンズを使ってペンダントを作成
していただきます。ワイヤーブラシを使っての石膏型落とし、アクリル絵
具での絵付け、サンドペーパーによる研磨等を体験していただきます。 

 体験ワークショップでは、溶解炉を使ってブロンズが溶解する様子を
見学者に体験していただきます。インゴットのブロンズが約1200℃に達

した坩堝の中で溶けていく様子、その時発せられる熱、また石膏型に
流し込む様子や型を壊してブロンズを取り出す様子などを見学、体験し
ていただきます。 

伊藤一洋 略歴 
1997年 武蔵野美術大学工
芸工業デザイン学科卒業 

有限会社山岸鋳金工房にて
美術鋳造に従事しながら、彫
刻家としても活動。 
hpgrp GALLERY TOKYO（東京）
等で個展グループ展多数。 

 美術館や作品をワークショップで作成したオリジナルのモノクル
（monocle）を通して見ていただくことで、通常とは一味違った作品とのコ

ミュニケーションを図っていただきます。モノクルとは片眼鏡（かためが
ね）、単眼鏡のことです。 

 ワークショップの講師はアーティストのスサイタカコ、各地でワークショッ
プを繰り広げています。彼女がつくり出したキャラクターをアウトラインに、
その中に参加者が自由にドローイングを施していきます。つまり、プラバ
ンと油性マジックを使い、アーティストとのコラボレーションを楽しむことが
できるのです。出来上がったモノクルを首にかけ、館内を散策してくださ
い。作品鑑賞に新たな一面を加え、美術館体験を豊かなものにしていた
だけることでしょう。 

有限会社 

山岸鋳金工房 

※家具協力： 

※「マジック」「マジックインキ」は 
  株式会社内田洋行の登録商標です。 



■日時：4月27日（土）、28日（日）  10：00～16：00 

■会場：円形広場 

■価格：840円（税込）～ 

http://www.hakone-oam.or.jp 

Shop News 

ＣＡＲまわぬがやってくる！ 

 古き良き日本の風物詩「物売り」をイメージした手拭い移動
販売カー「CARまわぬ」がやってきます。 

Shop News 

ゲンベイビーサンギャラリー 

 今回のギャラリーは、葉山の地で小売りを始めて140年、

ビーサン屋として営業を始めて60年のビーサン専門店

「げんべい」とコラボ企画第二弾。げんべいのビーサンは、

サイズ・色が豊富で、履きやすさにも定評があり、日本の

みならず、ミラノやパリなどからも買い付けにくるほど。有

名ブランドからコラボの依頼が耐えない、知る人ぞ知る

げんべいのビーサンの魅力を紹介します。 
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■日時：3月23日（土）～7月24日（水） 

■会場：ギャラリーショップ 

■価格：1,900円（税込）～ 

オリジナル商品： 
●アイコンビーサン 2,400円（税込） ＜新発売！＞ 

彫刻の森美術館をイメージしたイラストを配したコラボビーサン。台と鼻緒の色は
アソートです。お気に入りの配色をお選びください。 
サイズ 24センチ/27センチ 

ビーサン専門店「げんべい」 
 
http://www.genbei.com 

http://www.kamawanu.co.jp/special/car_08. 

KAMAWANU オリジナル商品： 
●アイコン（紺・赤） 1,050円（税込）  
彫刻の森美術館のイメージをアイコンにしました。 

http://www.genbei.com/
http://www.kamawanu.co.jp/special/car_08.html


■日時： 5月2日（木）、3日（金・祝）  10：00～16：00  

■会場：森のアトリエ  

http://www.hakone-oam.or.jp 

ゴールデンウイークは、地元・小田原のニコカフェが主催するクラフト市、

通称「ハコイチ」を開催！ひとつひとつ大切につくられたモノや美味しいも

のたちが彫刻の森美術館に勢ぞろいします。 

 

FB：https://www.facebook.com/hakoichi851 
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イベント 

ニコカフェ＋ハコイチ（箱根クラフト市） 

小田原の「暮らしの遊び nico café（ニコカフェ）」は、

築90年以上の元建具屋さんを昔の姿そのままに改装

したカフェと、ハンドメイド雑貨や古雑貨なども販売す

る複合店。カフェの営業だけに留まらす、様々なイベ

ントを発信。様々な方の交流の場を提供しています。 

HP：http://e-nico.info/   

ブログ：http://blog.livedoor.jp/nicoshop/  

FB：http://www.facebook.com/nico.cafe.odawara 

大磯妻 
家族でお風呂に入っているときに「裸」
はなんてすばらしいんだろうと、人形に
する事を思いつき、 nico caféが毎月第
3日曜日に大磯町で開催する「大磯市
（イチ）」に出店するために生まれた裸
の人形。購入して頂いた皆様の嫁ぎ先
での「妻」が話題になり「妻」のためのプ
レミアムなグッズが、作家さんたちに
よって誕生しました。 

カミイチ    毎月第３土曜日に小田原で開催の市。「ハコイチ」は、  
         その出張市になります。 

 
ハコイチ出店  全３０店舗   （順不同） 
  
ニコカフェ（大磯妻）、TROW FURNITURE WORKS（木工）、aihug（アクセサリー）、桃色小宇宙（鉄雑貨）、sewing nerd（布小物）、 
spoooon（ニット雑貨）、工房さざんか（木工・羊毛）、Felicite（犬雑貨）、TSUBORA-YA（陶芸）、Chalk Art POMME art（チョークアート）、 
岡村工房（陶器）、Glass工房ORANGE CHAMPAGNE（ガラス工房）、たじまひろえ（イラスト）、アトリエパセリ（布小物）、月日工藝（金工）、 
KONNO FELT WORKS （羊毛）、beads aria（アクセサリー）、a foret verte（キャンドル）、ナスナスショッピ（樹脂）、シセロシスコ（金工）、 
グリーングラス（ガラス）、RINAS CAKE（焼き菓子）、小さなポケット（焼き菓子） 
※5月2日のみ  かどやたつのこ（陶芸） 、チッタポッタリー（陶芸）、メイノブ食堂（タイごはん）、落下チェー（甘味）  
※5月3日のみ  ゆるり（キャンドル・石） 、Da Fiori（イタリアン） 、スープカリー屋台けむり（カレー）  
 

ゆるり（キャンドル・石） 岡村工房（陶器） 
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