


KASHIWARA芸術祭 2019
いつでもどこでもだれでもアート

ごあいさつ
　今回の芸術祭は、地元柏原だけでなく大阪、神戸、奈良などから多彩な芸術家や、市内の幼

稚園児から市内外の実力作家までの出展参加者で、総勢 60 組（個人・団体）となり、会場は、

従来の太平寺、上市などの地域から、新たに堂島、法善寺、大県、国分、玉手山などの合計

10 カ所に拡大しました。KASHIWARA 芸術祭は、大阪柏原を舞台に、アートのもつ新たな魅

力や価値を見つけるため、地域の様々な人々や団体との多彩な連携協力でつくる、手づくりの

開かれたアートフェスティバルです。

　2019 年は、連日好天に恵まれ、個性豊かでバラエティに富んだ作品群は、地域メデイアで

も取り上げられ、SNS 上でも拡散され、柏原のイメージアップにつなげるなど、来場者は以前

に増して多く、盛況裡に終えることができました。

　今後、引き続き「AnyArt ＝いつでもどこでもだれでもアート」を掲げ、「アートとは何か」

を問いながら、アートと地域と人々との関係性を深め、新しい地域空間の創出をめざしていき

ます。

　　　　　　　　　　　　　　KASHIWARA 芸術祭実行委員会
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S1 櫻湯：S ゾーン  堂島・清州

夛保  義之　1/33 〜不思議な仮面との出会い 〜　　　　　　　 

　　　　　  仮面インスタレーション、ボックス展示 33 点　　　　　

「櫻湯」という昭和の面影を色濃く残す銭湯を舞台に、紙 , 糸 , 布 , ガラス , アルミ , 金属など多彩な素材や、仮面、写真、

レンガなどの表現媒体を多面的に生かした異次元造形アート空間の出現。
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S1 櫻湯：S ゾーン  堂島・清州

U - KO  U-KO 個展『BorderLine2019』 
　　　　造形装飾インスタレーション

中浦　眞一　マイフィールド：廃渠　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ　大型平面
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U - KO  U-KO 個展『BorderLine2019』 
　　　　造形装飾インスタレーション

  ももんが　和美 　　無条件幸福　　　　　

　斧田　唯志 レンガ壁アート「NEW-G」
　　　　　　　　建物外部レンガ壁の大型壁画　　　　

　中川　雄彦 捨てるもの　アルミ缶コラージュ　平面
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S1 櫻湯：S ゾーン  堂島・清州

日根野  太之 檸檬に浸りながら 
　　　　写真インスタレーション　平面：100 点　　　　
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日根野  太之 檸檬に浸りながら 
　　　　写真インスタレーション　平面：100 点　　　　

S2 ふれあい館オガタ：S ゾーン  堂島・清州

オガタ通り商店街の一角では、気ままな仲間たちによる「自画自産」展や、ジオラマ体験コーナー（ハッピー連携事

業）も登場。

気ままな仲間たち      自画自産 平面　

( 安尾 正造、谷口 眞人、越智 陽子、西村 美江、新田 昭一、松井 靖子、安尾 やよひ )　　　
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T1 観音寺：T ゾーン 太平寺

寺の仏間の空間を生かした大型平面作品をはじめ、庭を彩るインスタレーション、抽象的な「書」、現代陶芸、書道・

木工・漆工芸・服飾、河内木綿やリユース・アートイベント、箏や尺八、ピアノ演奏などパフォーマンスなどの多彩

でマルチな空間の創出。

樋口　尚　　連続 
インスタレーション　　

　松原　一彦    内部空間をもつ林檎（虫喰い林檎）立体造形インスタレーション　　

石山　佳奈 遠景
 インスタレーション　　
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松井　浩一 不在の場から 
　　　　　　　　　立体インスタレーション　　

山川　美和子 伐採（ばっさい）
 　　　　水墨画　　　　　

岩本　貞泉　書（心にひびく言葉） 
　　　　　　平面：書　

友田　亮　水墨画掛軸　秋の味覚 
　　　　　平面：水墨画

住谷　晴香　ふるさとのかけら

観音寺写経の会の皆さんによる抹茶のご接待
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T1 観音寺：T ゾーン 太平寺

こどもヨガ　山口 康子インストラクター　（ハッピー連携事業）　

浜本　隆司　大型現代アート （特別出展）
　　　　　　　ストゥーパ、 Kannon、フェニックスなど

　　　　　　　平面 　
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和楽の世界　 
箏・尺八演奏（パフォーマンス部門）

万華鏡　　 
オリジナル曲演奏（パフォーマンス部門）
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T1 観音寺：T ゾーン 太平寺

森山　陽介 森山大型日本画の軌跡 （特別出展）
　　　　　　　　　孔雀図、大阪城シリーズ、春の到来、象など　　　　　

地域交流会　　　　11/2 オープニング
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art　shodo ( 現代アート　書）　
@’S ( 森重 陽子、神谷 順子、佐村 和子、錦織 肇子、木村　静）　

　　　　　　　　　　　　　　　　平面　　立体造形　

ぶどうの天井画公開 ( 安明寺） 、　手作り作品展示（ビハーラの家）：（ハッピー連携事業）　
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T1 観音寺：T ゾーン 太平寺

coco_nemu7　ブサねこ 
手作りアクセサリー＆小物展示販売　（アートイベント部門）

とんぼの会（新 喜美子、清水 範子、小味渕 邦子、井出 満子）
　　　　　　漆の広場 　漆（お盆、金継ぎ茶碗、香合、貝殻など）

　　　

西照　夢　タイの手作り作品
　　　　（服・ショール・小物）（アートイベント部門）　

鈴茶坊 カプリス na 手毬 
簡単タイプの手毬作り体験、手毬小物展示販売（アートイベント部門）
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平川　均　　組子花火　他３点 木工芸　　　

河内かしわら わたの日 河内木綿ときをこえて 
　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ糸紡ぎ・綿繰（無料）小物づくり（アートイベント部門）　

布リユースくらぶ・くるくる　手作り作品販売とロシアの手作り作品展示 
　　　　　　　　　　　　 バッグ、ポーチ、ブローチ、お人形ほか（アートイベント部門）
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T2 カタシモワイナリー：T ゾーン 太平寺

絵本原画の最新作「100 のくも」のファンタスティックな世界と、庭と家屋の壁面空間を生かした造形インスタレーショ

ンがワイナリーの中に広がる。

木虎　徹雄      100 のくも   絵本原画　8 点（特別出展）

松田　真魚    aqua no.5. no.6 no.7 no.8 no.9 no.10   壁面平面アート・インスタレーション
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M1 玉手山公園展示館： M ゾーン 国分・玉手山
後藤又兵衛の慰霊塔のある玉手山公園の展示館では、「大坂夏の陣」の巨大屏風三組と制作過程の造形作品が出展。

さらに、今回の会期中には、新たなデッサンによる「大坂夏の陣」の続編の制作が展開された。

清水　一意　  大坂夏の陣屛風（道明寺合戦・小松山の闘い）     日本画技法による屛風：六曲一隻 x3 など　（地域特別出展）　
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M2 ふれあいステーション： M ゾーン 国分・玉手山

ジョイフル国分のふれあいステーションでは、風景、人物、静物などの多様な絵画と色鉛筆画の世界。お店の案内表

示板が、新たなアート作品に変身したインスタレーション。

原賀　正弘　明日へ 　油彩 P20

夛田　慶子　高井田公園 油彩 F30　

小西　勝　   なにくわぬ壁   油彩 F20

市川　和正   ひまわり ( イタリアのスポレート）油彩 F80

桐浴　邦好   ストンプラサ    油彩 51X58cm  

木谷　市江　　法観寺の八坂の塔 油彩 P15　　
安川　孝男　　佐渡おけさ、湯布院（金鱗湖）油彩 P10/F10

塚口　隆子　　アルハンブラ宮殿にて  油彩 F50X2

森脇　二三江　ターシャの庭 油彩 F50

越智　陽子　　水道橋駅付近 クレパス  F100　　　

豊田　翔真    
                顔を上げた先　１・２
                  小型平面２点 
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M3 問屋場亭： M ゾーン 国分・玉手山

古民家問屋場亭では、「音を編む」空間インスタレーション、パッチワークで広がる世界、平面を主体とした多彩で

こだわりのコラボレーション空間。

こうのとり　さゆり     布切れで描く「幸せを運ぶコウノトリ」     パッチワーク　タペストリー大４点と額

　　　　　　　　　　てづくり小物展示販売 鳥やチョウのアクセサリーの他布小物（アートイベント部門）

木津　美幸      音を編む　空間インスタレーションと散文詩
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M3 問屋場亭： M ゾーン 国分・玉手山

家近　健二   　   想

新　よし子　　赤い華 平面：油彩 松枝　道政        無題　アクリス抽象　平面

齋藤 　孝  　　　　平面（膠彩）

 小春日和〜デンドロビュームヒメザクラ等〜 

地域交流会　　　11/2 オープニング
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K1 不動産あかね壁画、K2 かふぇたかい：古町上市

JR 柏原駅近くの不動産あかね壁画では、大阪教育大学の学生たちが描いた「柏原の壁画」、かふぇたかいでは「アト

リエムゲン」の絵画展。

大阪教育大学壁画グループ 
　　　　　　　　　　　　柏原の壁画（地域特別出展）
　　　　　

アトリエムゲン アトリエムゲン絵画教室展（10 名）
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こども展示部門：M2 ふれあいステーション：H1 ほのぼのかたしも

ふれあいステーション（国分本町）では、現代風浮世絵や世界の名画の模写など中学校のユニークな作品展示、ほの
ぼのかたしも（平野）では、小学校、幼稚園、こども絵画クラブの子供たちが、のびのびと楽しく描いた作品です。

H1 ほのぼのかたしも
  アトリエムゲン 2 名  

龍図、鮭
  堅下幼稚園 20 名 

                         ひまわり
  柏原東小学校 10 名  

心 ピカリ
  第二白鳩幼稚園 10 名 
                   だいすきな おえかき  
  堅下小学校 24 名

               堅下っ子 美術館
  堅下北小学校  11 名 

北小 美術館

M2 国分ふれあいステーション :                  堅下南中学校 42 名：現代風浮世絵
　                                                                  玉手中学校    13 名：名画の模写：美術の授業での制作作品　
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アーティスト・トーク（特別出展作家）アゼリア６F 会議室・柏原市立市民プラザ

アーティスト・トークでは、特別出展作家が、自らこれまでの制作活動と出展作品について語りました。

アーティスト・トーク No.2 芸術祭オープニングイベント

　11 月 2 日（土）15：30 〜 17：00　

　木虎徹雄、清水一意

　参加者：５８名

アーティスト・トーク No.1 芸術祭プレイベント

　９月 21 日（土）16：00 〜 17：30　

　浜本隆司、森山陽介

　参加者：43 名

木虎徹雄 KITORA TETSUO

絵本作家・柏原在住

ユニークなキトラブルーを出

発点に、イタリアボローニャ

国際絵本原画展において日本

人最多の８回入選など国際的

な活躍。（T2 カタシモワイナリー）

浜本隆司 HAMAMOTO TAKASHI

アーティスト・尼崎在住

1982 年大阪芸術大学卒業後、

大阪、名古屋、東京、京都な

どで個展を開催。兵庫、大阪

をはじめ多くのグループ展に

出展するなど全国的にに展開。（T1 観音寺）

清水一意 SHIMIZU HITOI

日本画家・柏原在勤　

柏原で中学校美術科教員とし

て勤務。人間を描くことは「新

たな命」「永遠の命」を描く

こと、これをモットーに制作

活動に励む。今回の「大坂夏の陣」の屏風は、こ

れまでの活動の集大成。（M1 玉手山公園展示館）

森山陽介 MORIYAMA YOUSUKE

日本画家・柏原在住

2013 年東北芸術工科大学卒

業、在学中から個展等開催。

2016 年 の 日 展 入 選、2017

年月刊美術 7 月号にて作品特

集を掲載するなど精力的に活動。　（T1 観音寺）

アーテイスト・トークNo.2
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ハッピー連携事業、協賛、広報

芸術祭の会期前から 11 月末までの間に開催する地域の活性化につながる事業と、広報活動などで相乗効果を生かし協
力発展させていきます。

会期前　青い谷のきらきらフェスタ（青谷ゴルフガーデン）8.1、うさとの服展＆みんなのお店（根っこや）9.28 〜 30、　藤井孝仁展「息」（茶吉庵ギャ

ラリー）10.4 〜 9、をかしわらマルシェ ( 大正通りポケットパーキング )10.13

広報一覧：市広報、太平寺版全戸配布、JR 柏原駅自由通路 PR 作戦、FM チャオ、

CATV コミュニティチャンネルでの PR。　「青い谷のきらきらフェスタ」や「エンジョイボ

ラテイアかしわら展」での、芸術祭クイズや缶バッチを活用した PR を実施。また、「AnyArt」

ロゴをデザインしたのは「ももんが和美』（S1 櫻湯出展）さんです、今後も活用していきます。

協賛一覧：　キッチンカフェ・アイン / 青谷ゴルフガーデン / 岡村製油 / オガタ通り商店街協同組合 / カタシモワインフー

ド / 喜舟 / 九櫻 / クレマチスなかじま / 慧生坐禅会 / 近藤診療所 / 杉本歯科医院 / ソラヤマ文具 / かふぇたかい /Pasta & Pizza 

Ciao/ つつみの里ケア / 根っこや / 花幸 / メガネの平和晃 / ホルベイン画材 / 茶臼山画廊 / 茶吉庵ギャラリー / 和洋創作圓山 /

パナプラザ・ヤスノ / うどん山川：順不同。ご協賛ありがとうございました。

中止

JR 柏原駅自由通路 PR作戦

おもろいやん！

カタシモワイン祭青い谷のきらきらフェスタ	鉄道好きあつまれ！ジオラマ体験
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募集要項：KASHIWARA 芸術祭 2019( 第８回柏原ビエンナーレ）

　柏原（かしわら）は歴史的には、古代から政治・文化・交通の要衝の地として栄え、市内各所に歴史遺跡や文化財が点在し

ており、また近年は大阪のベッドタウンとしても発展をしてきました。「KASHIWARA 芸術祭 2019」は、自然豊かで歴史があり、

都会からのアクセスが抜群のこの地域の特色を生かし、会場を柏原地域全体に広げ、地域に根ざし溶け込み、他の場所には無

い、様々な発見がある芸術祭を目指します。

　大阪柏原を舞台にした総合的な芸術祭として、地域との連携を強め新たな実行委員会形式で、多種多様な人々が協力して運

営している手づくり感満載のアートフェスティバルです。参加資格は一切問いません。国籍、年齢、経歴などに関わらず、独

創的・創造的な表現活動をされている多種多様な個人又はグループで、意欲的な作品の応募を期待します。運営は、すべての

参加者が笑顔で楽しい芸術祭として成り立つよう、皆様方の積極的な参加とご協力をお願い致します。

 

Ⓐ 展示部門　　　　　　Ⓑ こども展示部門 11 月 2 日（土）～ 9 日 ( 土 ) 10：00 ～ 17：00

Ⓒ パフォーマンス部門　Ⓓ アートイベント部門 11 月 3 日 ( 日 )、4 日 ( 月祝 ) 11：00 ～ 17：00

アートフォーラム イン おおさか柏原  11 月 2 日 ( 土 )　  16：30 ～ 18：00

( 初日は１３: ００から、最終日は１６：００まで )

 柏原市域内の 6 ゾーン別会場（展示会場のイメージはホームページに掲載しています。appoko.org）

 M ゾーン 国分  ：M1 問屋場亭、M2 ふれあいステーション ( 国分駅前ライフ上 )

 A ゾーン 青谷  ：A1 ゴルフガーデン及び駐車場入口横傾斜地

 S ゾーン 堂島  ：S1 元桜湯 ( 堂島 ) 、S2 ふれあい館オガタ（オガタ通り商店街）

 H ゾーン 法善寺・平野 ：H1 ほのぼのかたしも

 K ゾーン 上市・古町 ：K1 瀬川倉庫、K2 髙井カフェ

 T ゾーン 太平寺  ：T1 観音寺、T2 堅下ワイナリー

 E ゾーン その他  ：E1 その他（希望箇所の記述：ご期待に添えるか否かは未定）

 なお、こども部門は、H1 ほのぼのかたしも及び M2 国分ふれあいステーションの 2 カ所に限定

※出品料、参加料にはチラシ、DM、プログラム、記録集、会場費、交流会費を含んでいます。

Ⓐ  展示部門（平面・立体・インスタレーション）  Ⓒ パフォーマンス部門　　　　　　　  

 団体・個人：5,000 円 ( 一区画あたり )   　　2,000 円 ( １公演当たり ) 

 学生・個人：3,000 円（但し、社会人学生個人は 4,000 円）

Ⓑ こども展示部門      Ⓓ アートイベント部門

 無料       　　2,000 円 ( 一区画・1 イベント /1 日 ) 

 

各部門についての展示計画は別紙の出品申込票を参照ください。

展示空間の調整を行ないますので、出展者はご参加願います。
不参加の際は、出席者優先並びに事務局一任となりますので、ご了解願います。

・Ｔゾーン　観音寺　  （〒 582-0017 柏原市太平寺 2-12-18）　  　  　 両日とも 10：30 ～ 12：00 
 　近鉄安堂駅から徒歩 10 分
・Ｍゾーン　問屋場亭（〒 582-0021 柏原市国分本町４丁目９－ 27）　両日とも 14：00 ～ 16：00
　近鉄国分駅から徒歩 5 分

現地集合現地解散です。

他ゾーンの見学希望の方はご相談ください。

出品申込票をご記入の上、7 月 1 日（月 ) までに、郵送又は電子メールで事務局宛、送付もしくは送信願います。

A-4 版程度のポートフォリオ ( 略歴及び作品写真集 ) があれば合わせてお願いします。

こども展示参加者は、団体責任者が一括の上、7 月 15 日（月 ) までに、出品申込票にて提出願います。

会場決定後に報告いたします。

　

出品申込後、調整結果確認のため、会場確認会を実施します。

集合場所：アゼリア６Ｆ会議室（ＪＲ柏原駅から徒歩 1 分）

　

ポスター、DM の配布、役割分担の取り決め、確認等を行ないます。

こども柏原ビエンナーレ参加者は、団体責任者が代表でご出席願います。

集合場所：後日連絡

搬入 9:30 ～ 12：00

アートフォーラム イン おおさか柏原　13：30 ～

展覧会初日の 11 月 2 日（日）13：30 から、特集作家を中心にアートツアーを開催し、

16：30 から出品者及び関係者による気軽なトークセッションを公開で開催します。

オープニング地域交流会 18:00 ～

地域サポーターや作家、鑑賞者との交流会を実施しますのでお知り合いの方もお誘いの上、是非、ご参加ください。

KASHIWARA 芸術祭（柏原ビエンナーレ）実行委員会 事務局

事務局所在地：アッポコ 事務局 ( 運営主管 ) と共同

〒 582-0005　大阪府柏原市法善寺１－６－５友田邸

　（ゆうちょ銀行払込口座から）

　口座記号：00960

　口座番号：275514

　口座名義人：カシワラビエンナーレ実行委員会

（その他の金融機関から）※振込手数料が発生します。

・銀行名：ゆうちょ銀行（金融機関コード　9900）

・店番：099

・店名：○九九（読み：ゼロキュウキュウ）　　

預金種目　：当座預金

口座番号　：0275514

口座名義人：カシワラビエンナーレ実行委員会
メールアドレス： artfes2019@appoko.org

詳しい情報の確認は「アッポコ」Web サイトで、appoko.org 

をご覧ください。会場の写真などを掲載しています。

デザイン制作：大橋まさのり
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KASHIWARA 芸術祭 2019 について（基本計画、特徴、総括）事業費、組織

KASHIWARA 芸術祭 2019（基本計画）2019.3.14
＜１　日程＞ 11 月 02 日 ( 土 ) 〜 09 日（土）：（8 日間）

→３連休が続く週に、搬入・前夜祭・オープニングンイベント

を集中

＜２　タイトル＞（第 8 回柏原ビエンナーレ）

メインタイトル：KASHIWARA 芸術祭 2019

サブタイトル：いつでも・どこでも・だれでもアート

 = AnyArt : anytime anywhere anybody =

＜３　運営体制等＞

→従来の階層構造から組織メンバー全体の合意形成と事業遂行

方式に改める。（規約を改定） 

（必要に応じ、参与等のアドバイザーを置く）

（運営の基本スタンス）3 つの基本スタンスを堅持します。

①まちづくりとも連動：地域の魅力、特徴や課題解決を生かし

たもの

②無理をしない規模：実現可能を追求するが規模の拡大は追わ

ない、特徴のあるもの

③「楽しく」運営：参加・協力の拡大のため柔軟で多彩な協力

を求めるもの

＜ 4　スケジュール及び予算＞

→開催の告知 PR を行い、地域のゾーン別企画素案を策定、募

集要項を発表。サテライト会場視察ツアーを企画、一般募集や

PR など事業の具体化に向けた活動に移行。

→予算については、前回実績（100 万円規模）を上限に経費

の見直しを図る

→出品料 5,000 円（前回：団体・個人 9,000 円、学生 6,000 円）

を上限に参加費減額

→事業費は、協賛・協力金や助成金の確保に務めると共に、事

業活動の費用と効果を踏まえ、経済的な運営を追求する。

＜実行委員会体制＞

代表：友田　昌秀　 副代表：吉原　孝  事務局長：浅野　幸治 

会計：小柴　堅司    監事：柏元　真理子 , 松見　博章

KASHIWARA 芸術祭 2019 の概要と特徴（報道提供資
料）2019.10.23
会場：柏原市域内の 5 ゾーン、10 カ所

①　柏原という地域の人材や魅力に焦点を当てた芸術祭

特別出展作家：3 名中 2 名が地元柏原に在住し活躍

・国際的にも評価の高い絵本作家：木虎徹雄氏

・若手の現代日本画家：森山陽介氏

地域特別作品：2 作品、地域をテーマにした新たな作品

・大坂夏の陣の巨大屏風：玉手山公園の展示館：清水一意氏

・柏原の魅力を発信する壁画：大阪教育大学学生グループ

以上の柏原に焦点を当てた企画は、今回初めてです。

②　地域ゾーン別の特色ある芸術祭 ( 記録集本文掲載）

KASHIWARA 芸術祭 2019（事業総括）2019.11.14
＜ 1　到達点＞目標に対してどこまで到達したか

①来場者数、延べ 3,507 名（前回より 4 割増加）

②出展参加者：総計 60 団体・個人（半数は，今回初出展参加者）

展示部門：特別参加 5，一般 41，子供 8

パフォーマンス部門 2，アートイベント部門 6（展示と重複 2）

③協賛企業 24 ／ 30，連携事業 18 ／ 30，サポーター 124 ／

100：（実績 / 目標）

④事業収入等：80 万円を超えた

→目標にほぼ近い、前回比較し前進

天候がプラス、市広報、太平寺版全戸配布、JR 柏原駅自由通

路 PR 作戦、FM チャオ、CATV コミュニテイ放送での PR

→柏原の地元アーティストの掘り起こし

→「AnyArt」も少し広がる。

＜ 2　問題点と課題＞

①若手、子供等の参加をどう掘り起こすのか

② AnyArt の概念掘り起こしと具現化（現代アートとは、探す、

見る、考える、想うこと）

③分野の拡大（音楽パフォーマンス、アニメ・漫画、映像・写

真、インスタレーションなど）

④地域サポーターの確保、地域連携、日常的な結びつき

⑤広報活動、マスメディアを動かす（二週間以上前に資料提供）

⑥アート集団のサポート強化（素人集団だけでは限界）

⑦印刷・デザイン関係の制作手法見直し

＜ 3　方向＞今後の事業活動イメージ

　現代アートの学習会、アーティスト・トーク、地域芸術祭ツ

アーをもとに、ミニ芸術祭の拠点（観音寺、櫻湯、廃校になっ

た公的施設など）を計画的継続的に生かしたプログラムを実施

し、参加メンバーとの関係性ネットワークを広げ、AnyArt 推

進の核をつくる。

KASHIWARA 芸術祭 2019 決算見込み　2019.12.14
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 2019 取組みのあゆみ：来場者数、サポーター数、協力

1/17 実行委員会準備会発足：アゼリア 6 階小会議室　

3/14 実行員会設立会議：アゼリア 6 階中会議室：基本計画と

組織体制決定。（以降、実行委員会は毎月第２木曜日を定例で

開催、事務局会議は毎週木曜日を定例で開催）

4/20 会場事前下見会（第 1 回）：観音寺、問屋場亭、櫻湯

4/20（土）、4/21（日）両日 10:00 〜 16:00

4/22 助成金申請：柏原市まちづくり補助金交付申請

5 月上旬 事業後援名義申請（府・府教委、市・市教委）

5/9 募集要項発表・配布開始

5/25 会場下見会（第 2 回）：観音寺、問屋場亭

5/25 日（土）、6/2（日）

6/2 出展申込み開始　7/11 までメール、HP で第 1 次募集

6/13 特別出展作家 3 名決定（7/11 追加 1 名）。（協賛、サポー

ター、連携事業募集の開始、AnyArt ロゴ決定）

7/21 会場確認会 14：00 〜 17：00：柏原市民文化センター２F、

展示会場の最終確認及び展示イメージ企画案提出

9/21 参加者説明会 15：00 〜 19：00：アゼリア６F 会議室

芸術祭案内チラシ、DM の配布、役割分担の取り決めなど

オープニングプレイベント：アゼリア柏原 6F

・アーティスト・トーク No1 16:00 〜

・プレ地域交流会 17:30 〜（参加費無料）

10/1 プログラム掲載内容の確認：返信締切

10/23 報道発表資料など送付、JR 柏原駅自由通路 PR 開始

11/2 搬入　9:30 〜 12:30

オープニングイベント：アゼリア柏原 6F

・アーティスト・トーク No2　15：30 〜

・出展参加者全員紹介　17:00 〜

・オープニング地域交流会（参加費無料）18：00 〜

KASHIWARA 芸術祭 2019 会期 11 月 2 日（土）〜 9 日 ( 土 )

展示部門 10：00 〜 17：00( 初日は 13:00 から最終日は

16:00 まで )

11/9 搬出　16：00 〜 18：00 

12 月下旬：記録集完成

協力：柏写会、堅下北・堅下中福祉委員会有志、柏原市（秘書広報課、企画調整課、産業振興課、都市管理課、社会教育課）

なお、サポーターについては、アーティストを含め市民の応援で会場当番など延べ 126 名となりました。全員の名前を表記で

きませんが、ご協力ありがとうございました。

KASHIWARA 芸術祭 2019( 第 8 回柏原ビエンナーレ ) 記録集

発行者：KASHIWARA 芸術祭 ( 柏原ビエンナーレ ) 実行委員会

発行日：2019.12

編集・デザイン：西村昴祐、米田湧泉、浅野幸治

会場来場者数一覧（延べ人数）

事務局サポーター：浅野幸治、井出満子、尾崎一成、柏元真理子、柏本優介、小柴堅司、杉本倍子、空山幹一、友田昌秀、

土井邦敏、中嶋由起子、中川雄彦、西村美江、浜崎久枝、松井浩一、福井保子、松見博章、山下達也、吉原孝、

西村昴祐と米田湧泉（大阪教育大学学生）

KASHIWARA 芸術祭実行委員会 事務局

E メール afjimu@appoko.org　　FAX 072-970-0500

〒 582-0005　大阪府柏原市法善寺１－６－５友田方

WEB 検索「柏原芸術祭」http://appoko.org/artfes19.html 



Ⓢ 　ゾーン 堂島・清州

Ⓢ1 櫻湯 堂島町 3-1
大正時代創業の銭湯で、今は銭湯跡イベン
ト・アート空間。

Ⓢ2 ふれあい館オガタ 清州 1-3-21
オガタ通り商店街の中にある地域交流ス
ペース。

Ⓚ   ゾーン 上市・古町

Ⓚ1 不動産あかね壁画 古町 1-1-41
JR 柏原駅近くの大正通り入り口の建物裏側
の壁面。

Ⓚ2 かふぇたかい 上市 3-6-14
住宅街にある静かなミニギャラリーカフェ。

Ⓗ   ゾーン 法善寺・平野

Ⓗ1 ほのぼのかたしも 平野 1-12-1
JA 建物をリニューアルし、足湯のある地域
福祉の拠点。

Ⓣ   ゾーン 太平寺

Ⓣ1  観音寺 太平寺 2-12-18
ブドウ畑の山中にある奈良時代に存在した河内六大寺の一つ、
智識寺の法灯を継ぐとされる由緒ある寺。

Ⓣ2  カタシモワイナリー 太平寺 2-9-14
築 130 年のブドウ農家の古民家建築がワイナリーの本社。

Ⓜ   ゾーン 国分・玉手山

Ⓜ1 玉手山公園展示館 玉手町 7-1
日本で一番古い公園・近鉄玉手山遊園地が、
柏原市に移管された市立公園。大坂夏の陣の戦死者供養塔も。

Ⓜ2 ふれあいステーション 国分本町 1-1
近鉄国分駅前商店街＝ジョイフル国分の元電気屋さんを
リニューアルした情報発信の場。

Ⓜ3 問屋場亭 国分本町 4-9-27
江戸時代の街道の役人の詰め所だった
古民家を地域の憩いと交流の場として再生。
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高井田

　柏原市民プラザ
　　アゼリア

　「JR柏原駅」徒歩2分。


