
201610 1 10 10土 月 祝 ［場所］JR岐阜駅直結 アクティブG ほか

［主催］アクティブG  ［共催］JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会  ［後援］岐阜県  ［協力］岐阜県美術館、ギャラリー数寄、ミヅマアートギャラリー、みるサークル、森美術館（50音順）  ［企画協力］studio record

宮永愛子 トーク＆ワークショップ「メッセージ」 ／ 板橋廣美 スライドレクチャー＆ワークショップ「かたちあそび（形の境界）」
ROOT SOUL 屋外ライブ＋若野桂ライブペインティング ／ 若野桂 「Click and Drag Show」 ／ 小鷹研究室ワークショップ「みんなで楽しむ、からだの錯覚の課外授業」
岐阜県美術館ワークショップ 「ナンヤローネワークショップ in GIFUアートWEEK」
森美術館ミュージアムショップ ／ ぐいのみアート展 ／ みるサークル・アート映画上映会 ／ TAKUMI工房 企画展WEEK ／ フードブース

駅 で “ ア ー ト ” を 体 感 す る 1 0 日 間



フードブース
10/1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・10（月・祝）

GIFUアートWEEK期間中の土日祝にふれあい
広場にフードブースが出店。敷島珈琲店、ドルチ
工房、フレイトレシピ、みわ屋、巴庵…and more！

岐阜県美術館ワークショップ
「ナンヤローネワークショップ 
  in GIFUアートWEEK」

10/2（日）～10（月・祝）、2階 ふれあい広場にて「アートまるケット・収
穫祭」上映映画やナンヤローネワークショップムービーを上映します。
上映時間・製作状況などの詳細は岐阜県美術館HP（http://www.
kenbi.pref.gifu.lg.jp/）にてご確認ください。

※写真はイメージ

森美術館ミュージアムショップ
10/1（土）～10（月・祝）10：00～19：00

東京・六本木ヒルズの森美術館のミュージアムショップが期間
限定出店！ 草間彌生、村上隆、蜷川実花、奈良美智ら著名アー
ティストの関連グッズや森美術館のロゴ商品、アート関連書籍
などを販売。また著名アーティストが
制作する「zine」マーケットも同時開
催。岐阜県美術館のグッズも同会場で
販売します。

TAKUMI工房 企画展WEEK
アクティブGの3階店舗がGIFUアートWEEKに合わせ
て企画展を開催します。

うららか
「橋本大輔・よしこ 二人展」10/1（土）～16（日）
studio record
「特集  栄木正敏のデザイン」10/1（土）～16（日）
CHA-CHA NOTE
石田瞳・板倉倫子・河原知子 三人展「色イロイロ」10/1（土）～16（日）
ONE OVER f G-style
「林孝子アートガラス展 －雅羅素と遊ぶー」10/1（土）～10（月・祝）

1かわいいアクリルオブジェ
2スポンジアニマル  3封筒アート
当日は岐阜県美術館スタンプラリーも併せて実施します。

10/9（日）・10（月・祝）  各日10:00～15:00

［場所］10/9（日）アクティブG  3階  アートリビング
　　　10/10（月・祝）  アクティブG  3階  特設会場

［場所］アクティブG  3階  特別区画

小鷹研究室ワークショップ
「みんなで楽しむ、
 からだの錯覚の課外授業」
10/1（土）・2（日）

カラダがあべこべになると、セカイがあべこべになって、そうして
いつのまにかココロもあべこべになります。からだの錯覚を研究
している小鷹研究室が、あべこべな気分になるための簡単な方
法を伝授します。

［場所］アクティブG  3階  アートリビング

ぐいのみアート展（協力：ギャラリー数寄）
10/1（土）～10（月・祝）10：00～19：00

10/1（土）日本酒の日に開催される「岐阜の
みんなでカンパイ！」「岐阜五蔵を味わう会」に
連動して、ぐいのみアート展を開催します。個
性溢れる作品が約200点展示販売されます。

［場所］10/1（土）アクティブG  2階  ふれあい広場
　　　10/2（日）～10（月・祝） アクティブG  3階  特設会場

 

名古屋市立大学芸術工学部准教授。博士（工学）。京都大学、IAMAS、早稲
田大学WABOT-HOUSE研究所を経て現職。からだの錯覚を認知心理学
やVR（バーチャル・リアリティー）の観点から専門的に研究。

宮永愛子 トーク＆ワークショップ「メッセージ」
10/8（土）13:00～

日用品をナフタリンでかたどった作品などで注目を集める宮永愛子さんが作品制作について語りま
す。ワークショップでは、自分の大切なものを握りしめる自分の手をかたどります。手に包まれた宝物と
私の関係、手に包みしまっておきたい大切なメッセージ。そんな関係を再認するワークショップです。

[トーク]13:00～14:30  定員：40名（予約不要）  参加費：無料

宮永愛子 PROFILE
現代美術家。2007年 文化庁新進芸術家海
外留学制度により渡英、2008年 東京芸術
大学 美術学部 先端芸術表現専攻修士課程
卒、2012年 国立国際美術館 個展、2013年 
日産アートアワード グランプリ、2014年 リ
バプール中央図書館 個展

［場所］アクティブG  3階  アートリビング

[ワークショップ]15:00～16:30  定員：16名（要予約）  参加費：1,500円（税込）

手紙(部分)　写真：木奥恵三

ROOT SOUL 屋外ライブ＋
若野桂ライブペインティング
10/9（日）17:00～18:00頃（予定）

「FUJI ROCK FESTIVAL'15」出
演のROOT SOULとナイキの北
米キャンペーンのイラストやAIBO
のデザインなども手掛けたグラ
フィックアーティスト若野桂氏がコ
ラボレーション！ ROOT SOULに
よるソウルフルかつファンキーな
サウンドと、若野氏による迫力のラ
イブペインティングを間近で体感
できる貴重なステージです。

入場
無料

参加無料
（予約不要）

随時受付
（予約不要）

※雨天の場合は、会場をアクティブG内に変更する場合がございます。
［場所］岐阜シティ・タワー43前　2階デッキ ［スクエア43］

ROOT SOUL PROFILE
ベーシスト兼プロデューサー池田憲一のソロプロジェクト。
世界標準ソウルサウンドは世界のトップDJにプレイされる
など高く評価される。今回のセットは、濃過ぎる4人が集まっ
たROOT SOUL史上最強ファンカデリックな4ピース！

若野桂 PROFILE
デザイナー、アーティスト、映像作家。米ナイキ、仏エヴィアン
などの企業CMや製品デザイン、ミュージシャンとのコラボ
レーションなども多く手がけ、国際的に活躍。岐阜県出身。

みるサークル・アート映画上映会

みんなで映画を一緒に楽しもう！
https://www.facebook.com/miloucircle/

［場所］アクティブG  2階  ふれあい広場 特設会場

大谷祐里枝 作

アクティブG  岐阜市橋本町1-10-1
☎ 058-269-3333  http://active-g.co.jp

［お問い合わせ］

協力：ミズマ アート ギャラリー

協力：ギャラリー数寄（http://www.gallerysuki.com/）

※岐阜シティ・タワー43  オータムフェスティバル協賛事業

教室1 「おとなのからだを不安にさせる13のワーク」
日時：10/1（土）13:30～15:30 
費用：無料　定員：30人  ※先着順（受付は20分前から）
　教室2 「みぎて、ひだりて、あべこべ実験」
日時：10/2（日）13:30～15:30 
費用：無料　対象：小学生以下
定員：30人  ※先着順（受付は20分前から）

教室1 「おとなのからだを不安にさせる13のワーク」
日時：10/1（土）13:30～15:30 
費用：無料　定員：30人  ※先着順（受付は20分前から）
　教室2 「みぎて、ひだりて、あべこべ実験」
日時：10/2（日）13:30～15:30 
費用：無料　対象：小学生以下
定員：30人  ※先着順（受付は20分前から）

小鷹研理（講師） PROFILE

フード・ドリンクブースもあり！

ワークショップ

森 美 術 館
若野桂展示販売
ぐいのみアート展
企画展WEEK

映 画 上 映 会

日本酒カンパイ／ライブ

フードブース

10/1土 10/2日 10/3月 10/4火 10/5水 10/6木 10/7金 10/8土 10/9日 10/10月㊗

※道具など数に限りあり。来場順に使用。
※動きやすい格好でご参加ください。
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みんなのアムステルダム国立美術館へ
（2014年／オランダ／97分）

監督：ウケ・ホーヘンダイク

10/3（月）～8（土）・10（月・祝）  各日14:30～16:00頃
Ⓒ2014 Column Film BV

観覧
無料

10/1（土）19：30からアクティブG 2階ふれあい広場
にて一斉“乾杯”を決行 ！ 5つの蔵元が樽酒をふるまいます。

岐阜のみんなでカンパイ！
参加
無料

M3

バンクシー・ダズ・ニューヨーク
（2014年／アメリカ／81分）

監督：クリス・モーカベル

10/2（日）・9（日）  各日14:30～16:00頃

観覧
無料

M2

創造と神秘のサグラダ・ファミリア
（2012年／スイス／94分）

監督：ステファン・ハウプト

10/2（日）・9（日）  各日11:00～12:30頃
ⒸFontana Film GmbH, 2012

観覧
無料

M1

A

KP

ワークショップのご予約はスタジオレコードまで。
HP http://record-jp.com/（アートWEEK専用フォーム有り）
または TEL：058-265-9404

板橋廣美 スライドレクチャー＆ワークショップ「かたちあそび（形の境界）」
10/10（月・祝）13:00～

陶芸家 板橋廣美氏自身による作品コンセプトのお話や、制作のプロセスなどをスライドを用いレクチャー
します。引き続き行われるワークショップでは空気の形、水の形を風船やビニールなどの材料を使って形
の境界をつくり石膏で造形します。各自が作った石膏の原形をオブジェとしてお持ち帰りいただけます。

[スライドレクチャー ] 13:00～14:45　定員：40名（予約不要）　参加費：無料

板橋廣美 PROFILE
陶芸家。国際陶芸アカデミー会員（IAC）、元 
金沢美術工芸大学教授。1996年ウインズ
陶芸研究所開設。作品は金沢21世紀美術館
をはじめフランス、スイス、イタリア、アルゼ
ンチン、韓国など各国の美術館に収蔵され
ている。

［場所］アクティブG 3階 アートリビング 及び studio record 

[ワークショップ] 15:00～17:00　定員：25名（要予約）　参加費：1,500円（税込） 
　　　　　　　　持ち物：エプロンまたは汚れても良い服装

W4

参加者には終了後にVRを含むいくつかの
作品を体験していただけます。（17時終了予定）

ワークショップのご予約はスタジオレコードまで。
HP http://record-jp.com/（アートWEEK専用フォーム有り）
または TEL：058-265-9404

若野桂 展示販売
「Click and Drag Show」
by Katsura Moshino 2016

10/1（土）～ 10（月・祝） 11：00～19：00  
［場所］アクティブG  3階  特設区画

※材料がなくなり次第終了

HP http://lab.kenrikodaka.com


