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主催：JOBANアートラインかしわ実行委員会

「遠くて近きこと。」
秋のアートプロジェクトとしておなじみの「アートラインかしわ」。15回⽬のテーマは「遠くて近きこと。」
10⽉８⽇（⽊）から11⽉８⽇（⽇）までの約１ヶ⽉間、イベントやワークショップなど、13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。

■10月1日（火）〜10月31日（木）
■柏駅東口 ダブルデッキ （屋外展示。いつでもご覧いただけます）
Hogalee「2c1t workshop」 / 2018

「かしわエアミュージアム」
柏駅周辺に複数の壁画が登場。
かしわの街がミュージアムに！

アーティスト Hogalee

アートラインかしわの今年のテーマ、｢遠くて近きこと。｣をモチーフにした壁画が、柏駅
を取り巻くエリアに登場します。見慣れた街の風景が、非日常への入り口へと姿を変
えます。美術館の展示室をまわるように、壁画をめぐって散策してください。

1975 神奈川県生まれ
2001 東京芸術大学大学院
美術研究科デザイン専攻
修士課程修了

１：CONTACT（柏髙島屋本館３階エントランス） Hogalee
２チームに分かれた高校生たちが「遠くて近きこと。」をキーワードにアイデアを出し、
Hogalee＋各チームがマスキングテープで３分割１画面の画像に仕上げた。
２．CONNECT（柏モディ２階テラス） Hogalee
柏モディ2階テラスから覗き込むオンナノコの壁画を「遠く」から認識し、施設内を介し
て「近く」で鑑賞するとマスキングテープで描かれていることが認識できる。ワーク
ショップにて制作した「CONTACT」の関連作品。

アーティスト くまたにたかし

1975年 三重県生まれ
東京藝術大学美術学部デザ
イン科 卒業

※２Ｆタリーズコーヒー店内から展示をご覧いただく際はオーダーが必要になります。

３．ひかりへ（スカイプラザ柏１階エントランス 光壁） くまたにたかし
動植物をモチーフに、人間のさまざまな感情を優しい物語の世界に載せて描き続けた
アーティスト、くまたにたかしが、コロナの影響で脅かされた人々の心に寄り添い、変
化していく世界を描く。

■10月８日（木）〜11月８日（日） 屋外展示（いつでもご覧いただけます）

「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９回目を迎えた展覧会「共晶点」。柏にゆかりの若手
新進作家14名の作品が、柏市民ギャラリーを埋め尽くします。
日本画、彫刻、金工、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（木）〜12日（月）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

本件の取材に関する
問い合わせ先

〒277-0005 千葉県柏市柏 1-4-5 柏⼆番街商店会内 JOBANアートラインかしわ実⾏委員会
メール︓otoiawase@kashiwa-art.com 電話︓04-7167-4455（平⽇ 10︓00〜17︓00）
HP︓https://2020.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
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Facebook Asset Usage Guidelines
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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.

1/2

1/2

1/2

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

