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アートラインかしわ

プレスリリース ２ 2020.9.28

主催：JOBANアートラインかしわ実行委員会

「かしわエアミュージアム」公開制作のお知らせ
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」。 10⽉８⽇の開幕を前に、主要企画「かし
わエアミュージアム」の制作が始まります。

CONTACT/Hogalee（柏髙島屋本館3Fエントランス）
アーティストHogaleeが、美術に関心のある高校生10人とワークショップを開催し、今年の
テーマ｢遠くて近きこと。」を踏まえてさまざまなアイディアを出し合い、作品に登場させるモ
チーフを考えました。その中で候補となった、「通信」「自己」「陰陽」「有名人」「恋愛」「死生」
「望遠」などのキーワードをもとに、Hogaleeがプランを作成。横長の壁を三分割し、高校生２
チームとHogaleeがそれぞれ３分の１ずつ担当し、マスキングテープだけで壁画を仕上げま
す。
■公開制作
10/3（土）、4（日）、5（月）16：00～深夜 柏髙島屋本館3Fエントランス
（高校生は３日と４日の16〜19時）
プロジェクターで壁面に下書きを映し、マスキングテープを貼っていく。

髙島屋３階エントランスの壁。ここに作品が現れる

ひかりへ/くまたにたかし（スカイプラザ柏 1F 光壁）
アートラインかしわでは、柏駅東口１階の玄関口ともいえるスカイプラザ１階の光壁を使って、
これまでに淺井裕介（2013）、大小島真木（2014）、Hogalee（2015）などのアーティストが作品
を展示してきました。
今年は、くまたにたかしが緻密に描いた動植物の作品群を貼り、さらに10・11日には公開制
作を行い、大きな一つの壁画を仕上げます。

Hogaleeが光壁に作った作品「Hue-Girl」（2015）

■公開制作
10/6（火）12：00～18：00 / 10/10（土）10：00～18：00 / 10/11（日）14：00～22：00
スカイプラザ柏 1F 光壁にて制作

このほか「かしわエアミュージアム」の作品として、柏モディ２階テラスにHogaleeが、作品
「CONNECT」を制作する予定です。美術館の展示室を回るように、３つの壁画をめぐって散
策してください。
■展示は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）
くまたにたかしの作品。こうした作品が光壁を埋める

アーティスト Hogalee

アーティスト くまたにたかし

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
2007 D&AD Awards 2008 Mobile Marketing部門 受賞
2008 「ミラノサローネ/サテリテ2008」Leif.designpark co.,ltd.ブー
スの壁面アートワーク制作
2010 NIKE『MAGIC NUMBER』キャンペーンに参加
2011 西武百貨店 渋谷店『Tokyo Winter Girl』展 オルタナティ
ブスペースにて個展
2012 青森県立美術館『超群島－ライト・オブ・サイレンス』展
建築の歴史をマンガで表現するアートワークに参加
2017 末広町 Gallery OUT of PLACE TOKIO『Carpe diem』個展

本件の取材に関する
問い合わせ先

1975 三重県生まれ
2002 東京藝術大学 美術学部 デザイン科卒業
2010 『eat10 ｱﾜｰﾄﾞ・ｸﾞﾗﾌｨｯｸ部門』 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ受賞
2010 ｷﾞｬﾗﾘｰｲﾝﾄﾗｰﾄ『白展2010 vol.3』グランプリ受賞
2011 【TOKYO】アートフェアULTRA004 [ｽﾊﾟｲﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ]
2012 くまたにたかし個展『糺』 [ｷﾞｬﾗﾘｰｲﾝﾄﾗｰﾄ] （名古屋）
2012 ｱｰﾄﾌｪｱ『ART NAGOYA 2012』 [ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ]（名
古屋）
2012 BODAIJU EXPO』 [ﾆｭｰｵｰｻｶﾎﾃﾙ心斎橋1F]（大阪）
2013 熊谷隆司 個展『麗-urara-』[ｷﾞｬﾗﾘｰｲﾝﾄﾗｰﾄ] （名古屋）
2016 くまたにたかしイラスト展（名古屋三越）
2017 アートのチカラ（ISETAN新宿）

〒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.
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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

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.

Logo

