新百合ヶ丘

悲しみの意味（サフラン）©Tomihiro Hoshino
※今回の展示作品は原画ではありません。

2018
開催時間 ‖

9.11

9.16

−

（火）

午前 9 時−午後 6 時（入場は5 時30 分まで）最終日は午後 4 時まで（入場は3 時 30分まで）

展示会場 ‖

新百合トウェンティワンホール

入 場 料 ‖

一般 300 円、中学生以下無料

主
後

（日）

川崎市麻生区万福寺1-2-2
新百合21ビルB2

特別協力 富弘美術館
今回の展示会は富弘美術館の
全面協力のもと、星野富弘さん
の四季折々の花の詩画を展示
いたします。同時にやわらかい
樹脂粘土を使った本物のように
美しい「野の花・野草アート」を
展示いたします。

催 ‖ 新百合ヶ丘 星野富弘花の詩画アート展を開く会
援 ‖ 川崎市／川崎市教育委員会／
（社福）川崎市社会福祉協議会／川崎商工会議所／
（公財）川崎市文化財団／

川崎百合丘ロータリークラブ／
NPO 法人しんゆり・芸術のまちづくり／昭和音楽大学／日本映画大学／
鶴川女子短期大学／桐光学園／国際ソロプチミスト川崎−百合／麻生区商店街連合会／
新百合ヶ丘商店会
特別協力 ‖ 富弘美術館／富弘美術館を囲む会 東京・神奈川支部／樹脂粘土 野の花・野草アート協会
協

賛 ‖ 山崎製パン株式会社／ミヨシ石鹸株式会社／谷津建設株式会社／一般財団法人ヘルス・サイエンス・センター／株式会社ウイッツコミュニティ／

協

力 ‖ 株式会社偕成社／グロリア・アーツ株式会社

株式会社インクルーブ／有限会社さんぺい／日崎工業株式会社／株式会社神奈川水道／有限会社オハナコーポレーション／株式会社ディーフリップ／
株式会社 RISE

イベントはすべて展示会場内で行います。

9.11（火）

セレモニーにお越しの方に、
「温泉の素 ゆ〜と
ろん水神の湯」をプレゼントいたします。どうぞ
お越しください。
（先着 100 名様）

オープニングセレモニー
午前 9 時−9 時 30 分

INFORMATION
午前11時−
特別講演
9.11（火） （開場
午前10時30分）
テーマ：

期間中開催イベントのお知らせ
先着70名

お問合せは

聖生 清重

富弘美術館館長

予約不要

富弘美術館を囲む会 イベント係

080-9772-8833

感動は生きる力
̶星野富弘「その人」と詩画作品̶

午後 2 時−3 時

（開場 午後 1 時 30 分）

午後のひととき
「トーク＆ミニクラシックコンサート」 先着70名
昭和音楽大学生によるフルート・アンサンブル

午後 2 時−3 時 音楽と朗読で綴る星野富弘の世界
9.12（水） （開場
午後 1 時 30 分）
菊池 理恵 （バイオリン）
鈴木 彩音 （ピアノ）

西 由紀子 （歌）
竹村 淑子 （朗読）

お問合せは
富弘美術館を囲む会 イベント係

先着70名

080-9772-8833

午後 2 時−3 時 Migiwa アコースティックライブ
9.14（金） （開場
午後 1 時 30 分）

先着70名

幼少から教会の聖歌隊などで音楽に親しむ。2000 年アメリカで本場のゴスペルに
感銘を受け、
活動開始。
2006 年 8 月ゴダイゴのタケカワユキヒデ氏のサポートを受
けアルバム
「蟻と宇宙」
をリリース。
ゴスペル CCM 大賞アーティストオブザイヤー金
賞、
アルバムオブザイヤー銀賞を受賞。2009 年、
喉頭肉芽腫により声を失う。
2010
年活動を再開。
2011 年、
東日本大震災の直後から東北に通い始め、
定期的にボラン
ティアコンサートを続けている。
3 月に newアルバム
「3日目の朝」
リリース。

お問合せは
富弘美術館を囲む会 イベント係

080-9772-8833

午後 2 時−3 時 トーク＆アコースティックライブ
9.15 （土） （開場
午後 1 時 30 分）

先着70名

小柳 永子（オリーブ）with Cymbal

お問合せは

川崎市在住。
玉川聖学院高校の後輩・東亜以子とゴスペルフォークデュオ オリーブ
を結成、
アットホームなおしゃべりコンサートを展開している。
昨年、
星野富弘氏との
コラボレーションアルバム
「立ち止っていいんだよ」
をリリース。
今回はアルバムをプロ
デュースした伊藤兄弟デュオ・シンバル
（川崎市在住）
との三人によるコンサートです。

富弘美術館を囲む会 イベント係

080-9772-8833

9.13（木）.14（金）.15（土）.16（日）

材料費 500 円
当日、
アート体験コーナーにて
直接お支払いください。

NHK総合の旅バラエティ番組「さし旅」にて紹介された野の花・
野草アート。日々の暮らしの中で忘れかけていた何かをとり戻
午後 1 時−4 時 ※14（金）,15（土）のコンサート中は開催しておりません。 していくように、目線を変えることでこれまで見えなかったもの
が見えてくる。自然のままに咲く野の花や野草の、素朴でありな
がらも凛とした美しさ。その姿に寄り添いたいという思いから、
樹脂粘土 野の花・野草アート
樹脂粘土を使って「土筆（つくし）」を作ります。
協会は発足しました。

野の花・野草アート体験

初めてでも簡単に出来上がりますので、この機会に是非
樹脂粘土アートをご体験ください。
https://www.yaso-art.com

ホームページ

代表理事
認定講師

小玉 智子
榛澤 一江

9/12
（水）
午後 8 時まで

03-6825-6830

星野 富弘（ほしの とみひろ）プロフィール
1946 年

群馬県に生まれる。体育の教諭になるが
クラブ活動の指導中頸髄損傷、手足の自由を失う
1972 年 口に筆をくわえて詩や絵を書き始める
1981 年〜 雑誌や新聞に詩画作品やエッセイの連載
1991 年 群馬県勢多郡東村に村立（現みどり市立）富弘美術館開館
1994 年〜 ニューヨーク・サンフランシスコ・ワルシャワなど
海外でも「花の詩画展」
詩画や随筆は教科書にも掲載され、全国で「花の詩画展」を開催している

新百合
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お問
合せ

事前予約制
お電話でご予約ください

ミュージアムショップ
ポストカードやカレンダーなど、
星野富弘オリジナル商品も多数
取り揃えております。
樹脂粘土アート作品の
販売も行っております。
会期中はショップのみのご利用も可能です。

新百合トウェンティワンホール
〒215-0004 川崎市麻生区万福寺1−2−2 新百合21ビルB2
小田急線新百合ヶ丘駅北口から徒歩2分
TEL. 044-952-5000 FAX. 044-952-1350

新百合ヶ丘 星野富弘花の詩画アート展を開く会
Mob. 080-1220-146

5

担当：小﨑（こざき）

ご家族、お友達をお誘いの上、
どなたもお気軽にお越しください。

