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ネットワークデザイン事業 芸術普及事業

芸術をきっかけに空き町家が利活用された事例紹
介を中心としたフリーペーパーの企画立案、編集、
まちづくり団体への取材・ライティング、デザイン
ディレクション、校正を担当しました。
【発行日】 2018年4月　
【形式】 タブロイド紙
【発行部数】 3,000部

MSHR “Solar Helix” 作品体験
とレクチャーワークショップ

参加型朗読劇 「おにわうちものがたり」
舞台美術

奈良町にぎわいの家 
アート企画 vol.17

音楽家集団“hirvi（ヒルビィ）”が主催する
芸術祭をマネジメント。展示会場との事前調
整、ライブ予約管理、設営補助、会期中作
品管理、受付、広報補助を担当。およそ
2,400名の来場がありました。
【期間】 2018年11月20日（火）～25日（日）
【会場】 奈良町物語館、奈良町にぎわいの家

市民参加型舞台の美術部門を担当。野染めと木彫りのワーク
ショップを企画・運営し、40名が参加。完成した作品は舞台美術と
して2019年2月10日（日）なら市民センターで上演された舞台で
使用され、300名以上が鑑賞しました。
◆ならまちアートセンター・市民による文化創造事業
【主催】 奈良町「ひと・まち・つむぐ」実行委員会

P1 ◎芸術普及事業　日々の暮らしと芸術を丁寧に繋ぐ
大人も子どもも楽しめるワークショップの企画立案・作家招聘・
当日運営、市民参加型舞台のアートディレクション、音楽ライブ
のマネジメントなど、日常と芸術を繋ぎました。

大人も子どもも楽しめるワークショップの企画立案・作家招聘・当日運営、市民参加型舞台のアートディレクション、
音楽ライブのマネジメントなど、日常と芸術を繋ぐ事業を行いました。

地域アートのフリーペーパーや本の企画立案・編集・発行、シンポジウム登壇、コミュニティスペースの運営を行い、
芸術を中心にさまざまな人や文化が交わり、課題解決に向けて学び支え合うネットワークの形を提案・発信します。

舞台「おにわうちものがたり」の舞台
美術を展示用に再構成。奈良町に
ぎわいの家つし二階にて、2019年
2月16日（土）～3月3日（日）に展示
されました。
【主催】 奈良町にぎわいの家
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hirvi 奈良「新しい音」
芸術祭 2018

奈良市内にあるバンビホーム（学
童保育）の“秋のお楽しみ会”で、
金魚すくいのような絵付けの方法
を使って作品をつくるワークショッ
プを開催、60名の家族が参加し
ました。
【期間】 2017年11月11日（土）
【ワークショップ講師】 西嶋みゆき

「体験こそが宝物」をテーマに、
今この時、この場所でしか体験
できないワークショップを、自然
豊かな園庭や公園で開催。
【実施ワークショップ】 無農薬のお米でかまどご飯、練りきり和菓子作
り、缶けりしながらアイスクリームを作ろう、天然の染料で野染めをし
よう、楮（こうぞ）から和紙を作ろう、ダンボールでトンネル迷路を作
ろう、枝や木の実で時計作り、廃棄野菜を使って絵を描こう 他
【案内役】 東晶子、たかはしなつき（一般社団法人はなまる理事）

学童保育でアート
ワークショップ

オレゴン在住のアーティストMSHRが来日、二人で接触
し合うことでサイバー・エレクトロニックな音を生み出す参
加型インスタレーション“Solar Helix”を展示。

こども対象に作品のレクチャー
を行いました。
【期間】 2018年4月15日（日）
【会場】 FUKUGAN GALLERY
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原っぱアトリエ

まちと人のあいだ、
交わりのドキュメント 
HA:Re vol.4

関西を中心に芸術祭や国際展のアートプロジェ
クト事務局をゲストに招き、共通する実践知や課
題を共有する“事務局のクリエイティビティ”に登
壇。地域主体の運営を支える事務局のあり方
や、課題・未来への展望などについて話しました。
【期間】 2017年9月27日（水）　
【会場】 アートエリアB1
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事務局の
クリエイティビティ 
#13

2019年6月オープン予定のギャ
ラリー＆地域の交流拠点。昭和の
趣が残る奥行きのある戸建て物
件を改修。個性的な展示室3室の
他に、シルクスクリーン作業場、
キッチン、子どものプレイルーム、
和室があり、様々な利用方法が可
能。展示の他にも、持ち寄りご飯
会や子ども向けワークショップや
食に関する勉強会の開催など、芸
術と生活が密着したスペースを目
指します。
【住所】 奈良市芝辻町2丁目6-14
 （新大宮駅から徒歩5分、
   JR奈良駅から徒歩10分）

わいわい語ろうアートde奈良
～事例発表と意見交換会～　
奈良市で行われているアートプロジェクトの関係者が集い、事例
発表と意見交換を行いました。
【期間】 2019年3月17日（日）
【会場】 奈良町にぎわいの家
【登壇】 奈良市アートプロジェクト実行委員会事務局、西尾美也、
奈良町にぎわいの家管理共同体事務局、おの・こまち、学園前
街育プロジェクト実行委員会事務局、一般社団法人はなまる
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日本アートマネジメント学会
第19回全国大会　
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Maru Room

日々の暮らしと芸術を丁寧に繋ぐ芸術だからできる支え合いの形を提案・発信

芸術文化に関する
企画立案・運営・事務、
何でも対応可能です。
お気軽にご相談、
ご依頼ください。

■お問い合わせ

一般社団法人 はなまる　（Maru Room）
〒630-8114　奈良市芝辻町2丁目6-14
電話 ： 090-6978-9291 ／ メール ： info@hanamaru-nara.art
http://hanamaru-nara.art

シンポジウム“オモロい「コト」のつくり方 ―アートマネジメントって
仕事になるん？” “アートプロジェクトの可能性と未来―オリンピッ
ク・パラリンピック2020以降を見据え
て”に登壇しました。
【期間】 2017年10月25日（土）　
【会場】 奈良春日野国際フォーラム
 甍～I・RA・KA～
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地域活性事業

吉野町国栖（はならぁと あらうんど）
【出展作家】  

居城純子、西嶋みゆき、宇加治志帆、しまだそう
           
曽爾村（はならぁと あらうんど）
【出展作家】  

大津安以、北浦雄大、熊田悠夢、佐々木萌水、
たかはしなつき、矢野洋輔

“奈良・町家の芸術祭 はならぁと”のメインとなる展覧会を
トータルディレクション。展示会場のひとつ「小南家」は活
動が評価され、奈良県景観デザイン賞 2018 知事賞・リ
ノベーション賞を受賞しました。
【出展作家】 

居城純子、宇加治志帆、栗田咲子、権田直博＋N.P.O、
佐伯慎亮、しまだそう、西嶋みゆき、PIKA☆、水内義人、
国栖地区有志
【会期】 

2018年9月22日（土）～24日（月祝）、
9月28日（金）～30日（日）、
10月5日（金）～7日（日）
【コーディネーター】

緒方江美（トータルアートプランター うえきや）、
村田典子（一般社団法人はなまる理事）
【まちづくり団体】 国栖の里観光協会
【助成】 一般財団法人 ハウジングアンドコミュニティ財団

地域価値の発掘作業を通して、奈良県の豊かな文化や暮らしを過去から未来
に繋ぐ“奈良・町家の芸術祭 はならぁと”の事務局を運営。企画立案、全体進
行、会計、印刷物進行、ボランティアマネジメント業務を受託。2011-2018年
の間、本芸術祭をきっかけに、39件の空き町家が利活用されました。
【主催】 奈良・町家の芸術祭 HANARART 実行委員会、奈良県
【総来場者数】 13,300人

奈良・町家の芸術祭 はならぁと 2018
地域の魅力を見つめ直し、積極的に世代交流を行うこと
で街を育てる「街育」の推進を目的に2015年度にはじ
まった“学園前アートフェスタ”の企画制作・統括マネジメ
ントを受託。地元運営団体のサポート、現代アート部門
コーディネート（※前川俊介氏と共同）、デザイン物制作
補助、広報補助、設営補助を行いました。

           
【出展作家】 

厚芝ひろみ、伊藤樹里、塩谷龍平、嶋田ケンジ、松尾謙、吉永朋希
【期間】 2018年11月3日（土）～11月10日（土）
【会場】 近鉄「学園前」駅南北エリア（奈良県奈良市）
【主催】 学園前街育プロジェクト実行委員会　
【後援】 奈良県、奈良市
【総来場者数】 11,315人

吉野町国栖（はならぁと こあ）

曽爾村（はならぁと あらうんど）
【出展作家】 木下栞、熊田悠夢、neco、邂逅
【会期】 2018年10月11日（木）～ 15日（月）

吉野町上市（はならぁと あらうんど）　

学園前アートフェスタ 2018

かつて空き町家だった江
戸時代の建物「マルカツ」
（宇陀市重伝建地区内）
を地域に開いた場にする
ため、地域住民対象の
ワークショップを定期開催。
【期間】  

2018年11月22日（木）、12月8日（土）、
12月15日（土）
【講師】 

伊藤しほ 「お茶で染めた和紙で空間を作ろう」
「土と種でつくる クリスマスオーナメント」、
宇陀松山はならぁと実行委員会 「ダリア染め」
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マルカツ企画
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奈良・町家の芸術祭 
はならぁと 2017

ワークショップディレクター（3企画）、広報協力として参加しました。
【期間】2017年7月22日（土）～8月27日（日）
【開催地域】 能勢電鉄沿線地域　【総参加者数】 5,000名
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のせでんアートライン2017

【出展作家】 池田慎、Animation soup
【会期】 2019年2月10日（日）、11日（月・祝）

地域アートプロジェクト事務局での全体進行・広報・ボランティアマネジメント・デザインディレクション・会計・シンポ
ジウム企画立案、展覧会の企画立案・作家選定・空間演出、市民対象のワークショップ企画立案・運営・マネジメン
トなど、企画から事務まで全般的に担当しました。

芸術をきっかけに、地域の魅力を未来へ伝える


