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平成26年度文化庁
地域発・文化芸術創造発信
イニシアチブ事業
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同時開催

8／16土　10:00～15:30
場　所 ： 公園管理事務所

参加費 ： 200円／1本

ミニほうき作り

ご案内 問合せ ▶ びわこ文化公園 077-543-5831

笹を使って
手ほうきを作ります。
夏休みマイほうきで
お掃除しよう!!当日

受付

主催 ： 滋賀県、 (公財)滋賀県文化振興事業団
後援 ： 滋賀県教育委員会
協力 ： キヤノンマーケティングジャパン株式会社

（機材提供）

場所 ： 滋賀県立近代美術館
大津市瀬田南大萱町1740-1 （地図裏面）

入場無料

糸口とは、
「きっかけ」や「はじまり」の意味。

あれこれ、いろいろ楽しんで、
「美の糸口」を見つけよう！

ワークショップ・フェスティバル    

ライブ・パフォーマンス  

フード・マーケット

※公共交通機関等のご利用をお願いします。

※ただし、参加費が有料の場合があります。
※近代美術館の展示は観覧料が必要です。
※一部ワークショップは事前申込できます。
申込方法は裏面をご覧ください。
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企画展

7／12土～8／31日
一般1,000(800)円、
高大生650(500)円、
小中生450(350)円

手塚治虫展

7／1火～8／31日
一般500(400)円、
高大生300(240)円、
小中生無料

常設展

ご案内 問合せ ▶ 滋賀県立近代美術館　077-543-2111

※（　）内は団体料金
※企画展「手塚治虫展」の観覧券で、常設展
『夏休み子ども美術館』もご覧いただけます。
※月曜休館。
　ただし、7月21日(月・祝)は開館し、翌7月22日(火)休館 
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　　　　 夏休み子ども美術館
「くふう☆ひらめき♡アイデアル」
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月輪一丁目
松下中央

立命館前瀬田駅口

一里山一丁目

一里山四丁目

文化ゾーン口

瀬田月輪町

瀬田大江町

文化ゾーン前
バス停

JR瀬田駅
（新快速は通過）
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パナソニック

滋賀医科大学

龍谷大学

公設地方
卸売市場

文化ゾーン

立命館大学

至 草津

至
 米
原

至 守山

新名神高速道路

至 

大
津

至 京
都

至 信楽

至 信楽

図書館

東大津高校
フォレオ

ヒカリ屋

イオンモール草津

湖周道路

近江大橋
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瀬田唐橋

京阪石山駅

京阪唐橋

建部神社

石山寺

アルプラザ

県立
アイスアリーナ

滋賀県立
近代美術館

MAP

滋賀県立近代美術館へのアクセス滋賀県立近代美術館へのアクセス

▲

公共交通機関利用の場合
JR琵琶湖線「瀬田駅」からバス「滋賀医大」行きにて
「文化ゾーン前」下車。徒歩約５分。
※１番乗り場「帝産湖南交通バス」、２番乗り場「近江バス」が発着

▲

タクシー利用の場合
ＪＲ琵琶湖線「瀬田駅」から約10分
※東ゲートから、美術館入口まで乗り入れできます。 

駐車台数に
限りがあります。
公共交通機関等を
ご利用ください。

公益財団法人

滋賀県文化振興事業団
〒520-0044 大津市京町四丁目3-28

TEL▶077-522-8369 （平日９時～17時）
FAX▶077-522-9647

E-mail▶bi-snet@shiga-bunshin.or.jp
Web▶http://www.shiga-bunshin.or.jp

事前申込期間 8月1日㊎～14日㊌
一部ワークショップ（詳細は中面）は、事前申込
できます。申込みは、ワークショップタイトル・
お名前・参加人数・TEL・メールアドレスを記載
し、FAX・E-mailでお申し込みください。

事前申込・お問い合せ先



レッツタイムトラベル！
60年後の私に変身!?
●❶ 10:00～ ② 11:30~
③ 13:30~ ④ 15:00~
時間：60分 定員：各15人

ボーダレス・アートミュージアムＮＯ－ＭＡで
開催中の企画展「快走老人録Ⅱ」の出張ワーク
ショップ。60年後を想像して、撮影した自分
の写真にいろいろな素材でコラージュ（きり
はり）し、最後に未来の自分へひと言書いて、
できあがり！作品は後日ＮＯ－ＭＡで展示します。

［企画・実施］
ボーダレス・アートミュージアム
NO－MA（社会福祉法人グロー）

滋賀県材を使用した

つみきで遊ぼう

10:00～16:00

子どもたちの発想は本当に自由！同じ色や形
の積み木でもいろいろな形ができてきます。
杉のもつ、においや肌さわり、砕ける時の心
地よい音、木目のやさしさなど、この機会に
木本来の良さを五感で感じてください。

［企画・実施］ 川村工務店

巨大シャボン玉
飛ばす！創る！描く！

●❶ 10:00～ ② 13:30～
③ 15:00～
時間：60分  定員：各40人

巨大シャボン玉が、カルダー作「フラミンゴ」
などの野外彫刻とコラボレーション。アート
作品とシャボン玉がつくりだす新しい空間芸
術を楽しもう！

［企画・実施］ シャボン玉研究所

竹のジャングルジム
10:00～16:00
竹でつくったジャングルジムだよ。
みんなで仲良く遊んでね。

［企画・実施］ NPO子ども
ネットワークセンター天気村

近江和紙をすく
●❶ 10:30～ ② 14:00~
時間：120分 定員：各40人

近江の伝統産業のひとつ、近江和紙の職人に
よる手すき和紙をつくるワークショップ。　
残暑見舞いに手づくりハガキはいかが？

［企画・実施］ 近江和紙 成子紙工房
せいあん

似顔絵オールスターズ
●❶ 11:00～ ② 13:30~
時間：90分 定員：各15組

学生クリエーターによる似顔絵　　　　　
教室を開催。2人１組で似顔絵に挑戦しよう！
お友達や家族の顔写真をもってきてね！

［企画・実施］ 成安造形大学

MARUIRO：まるイロ
10:00～16:00

色とりどりの糸やリボン、布な
どで、手のひらサイズのまぁる
い織物「まるイロ」をつくります。

好きな色を選んでチクチクと
織っていけば、誰でも簡単に
「“かわいい”まるイロ」完成です。

［企画・実施］ 井上唯

びわこ文化公園・

美の回廊めぐり
10:00～16:00

現在のびわこ文化公園一帯は、7世紀頃、古代
の陶器（須恵器）の製作や鉄の精錬などを行
う場所でした。公園内を探訪し、高台からの
絶景を楽しみながら、様々な遺跡の歴史や復
元内容などを学びます。

［企画・実施］ 大津市瀬田東文化振興会

木製の菓子皿をつくろう
●❶ 10:00～ ② 14:00~
時間：120分 定員：各20人

木を切って、削って、みがいて、木製の菓子皿を
つくります。比良に工房がある桶づくりの職人
さんから木とその道具の使い方を教えてもら
います。  ［企画・実施］ 中川木工芸比良工房

びわっこパネル
ワークショップ
●❶ 10:00~ ② 11:00~
③ 13:00~ ④ 14:00~ ⑤ 15:00~
時間：45分 定員：各20組
びわ湖と共に生きる環境教育ワークショップ。
テーマを決め、びわ湖に対する思いや考えを
カードに書き込み、パネルにはっていきます。

［企画・実施］ びわ湖パネルプロジェクト

美術館フシギ探検隊
●❶ 10:30～ ② 13:00～
③ 15:00～
時間：60分  定員：各20人

チームを組んで美術館の中をくまなく探検！
「あべこべ」「まっくら」「ぺったんこ」の３つの
フシギ感覚を体験しつつ、館内に隠された
キーワードを集めてまわろう。全部集めて並
び替えると…なにかがおきるよ。

［企画・実施］ 滋賀県立近代美術館

ジャングルジム

『くむんだー』を
組み立てよう

●❶ 10:30～ ② 14:00～
時間：90分 定員：各15人

昔ながらのおうちのつくり方を参考に、ジャ
ングルジムを組み立てます！高さも、広さも
形はもちろん自由自在。みんなで力を合わせ
てつくってみよう。

［企画・実施］ 川村工務店

みんなでつくろう影帝国！
●❶ 11:00～ ② 13:30～
③ 15:00～
時間：60分　定員：各15人

影の世界をみんなで体感！厚紙や廃材を
使っていろいろな「かたち」を切り出して、
LEDライトをあてて影帝国をつくります。

［企画・実施］ shigirl（滋賀大学美術研究室有志）

「千年の美」って何？
10:00～16:00

「千年の美」とは滋賀の仏
教美術のこと。その魅力を
学び伝える県民サポーター
「千年の美」つたえびとにつ
いて紹介します。仏像写真スタンドバナー、
仏像鑑賞ハンドブック、仏像模型「薬師如来
坐像」などを使ったワークショップも！

［企画・実施］ 滋賀県教育委員会文化財保護課

即席版画でポン！
●❶ 10:00～ ② 11:30～
③ 13:30～ ④ 15:00～
時間：60分 定員：各20人

即席版画は、美術家の経験から　　　　　
生まれた手軽な表現方法です。作品づくりの
楽しさや喜びをみんなと分かち合えたらいい
なあ…そんなワークショップです。

［企画・実施］ CAF.Nびわこ展実行委員会

おひさま写真
●❶ 11:00～ ② 11:30～
③ 13:00～
時間：30分  定員：各15人

特殊な感光紙の上に、いろいろなものを載せて
影を写し取ります。アイロンの熱で影が青く浮
かびあがればできあがり～。  ［担当］ 辻村耕司

琵琶湖原人の生態系
10:00～16:00

作家の顔をキャンパスに絵を描いて、みんなで
「琵琶湖原人」を創作します。できあがった原人
を写真に撮り、展示します。  ［担当］ 出川晋
※琵琶湖原人＝琵琶湖にはまだ見ぬ原人が生息する
と言われている。旧人類か新人類か…。僕は、琵琶湖
に生息する彼らを琵琶湖原人と名付けることにした。

大きなお城をつくろう
10:00～16:00

牛乳パックを使って高さ2ｍの巨大城壁をつく
ります！  ［担当］ 三原美奈子

あなたの点と線と面と
わたしの点と線と面と
10:00～16:00

クレヨン画面のスクラッチ。みんなでつくる大
きなサイズと、小さなサイズがありますよ。大き
なサイズは通りすがりにぜひ、ひと削りどうぞ！  
［担当］ 疋田由香里

自分の国の王冠をつくろう！
●❶ 10:30～ ② 11:30～
③ 13:00～ ④ 14:00～
⑤ 15:00～
時間：45分  定員：各10人

自分が王様になったらどんな国にしようかな？
どんな人が住んでいて、どんな色があふれてい
るだろう？そして、王様はどんな王冠をかぶって
いるか想像して、自分だけのオリジナル王冠を
つくろう！  ［担当］ 山本彩織

パフォーマンス 「コンタクト」
●❶ 10:30～ ② 12:30～
③ 14:30～　※小学４年生～
時間：60分  定員：各10人

ダンスにも通じる2人1組のパフォーマンスアー
ト。自分や相手の反応に合わせて、お互いにア
クションします。相手や自分自身の持っている
面白さに気づきましょう。  ［担当］ 北川聖子

パフォーマンス 「快感自己紹介」
●❶ 11:00～ ② 13:00～
③ 15:00～
時間：60分  定員：各7人程度

簡単なパフォーマンスアートのワー
クショップです。人前の恥ずかしさ
や緊張の中で、独特の心地よさを
探そう！  ［担当］ 犬飼美也妃

毎年ゴールデンウイークに守山市幸津川町の東光寺で「おてら
ハプン！」というアートイベントをやっています。何かをつくりた
い・やってみたい、そんな“ココロ”が沸きあがる場を「ハプン！」
と名づけて活動しています。

近美でハプン！
～モファと夏休み～

［企画・実施］ m-fat ／モファ

11:00〜11:30

滋賀県邦楽・邦舞専門集団
「しゅはり」
滋賀県次世代創造発信事業
「アートのじかん」より

12:00〜12:30

川本勇
アコースティックライブ

13:00〜13:30

クラリネット四重奏
【伊藤咲代子・岡部友子

　　　・谷口梓・樋口崇】

14:00〜14:30

～Lefa～と
ミュージカル
「Happy Prince」の子どもたち

15:00〜15:30

けいおんJR大津駅前社会実験
野外live実行委員会

Cafe&Galleryキマッシ、

カフェ539、Tea Gardenなど

（10ブースを予定）

 ●❶のみ

事前申込
可

定員のあるワークショップは、❶の回のみ事前申込できます。申込みは、
裏面申込先にワークショップタイトル・お名前・参加人数・TEL・メール
アドレスを記載し、FAX・E-mailでお申し込みください。
※その他の回は当日9:30より先着順で受付します。

事前申込期間

8/1〜14

有料
（200円）

有料
（200円）

有料
（500円）

料金表示のない
プログラムは全て

無料です！

アール・ブリュット

作品のパネルも

展示しています！

20を超える楽しい

ワークショッ
ププログラム

充実のライブ・パフォーマンス

滋賀のおいしいを

集めてきました
！

フード・マーケット

◆楽しくイベントに参加していただくために、
熱中症対策など体調管理には十分に注
意してください。

◆プログラムの時間は目安です。開始・終了
時間が多少前後する場合があります。

◆諸事情により、当日の内容が変更になる
場合がございます。ご了承ください。


