おいしくなーれ教頭 / チョコレート教頭 / 八街ピーナツ教頭 /くんくん教頭

生徒募集 ! 全80講座

の方々にも先生になってもらい、授業を開催してきました。
市原では、
このプロジェクトが地域に根ざした活動に発展していくことを目指
し「100人先生」から「100人教頭」にグレードアップして登場します。授業は、
市原ならではの歴史、
自然、食から、音楽、体育、アートなどマニアックなもの
まで様々ご用意しています。

申込みは、インターネットまたは FAX で受付中。

◁

インターネッ
ト：http://ichihara-artmix.jp/event/01.html
から必要事項を記入の上、送信してください。

＊1. 5コマの講座は、全回通しての参加をおすすめしますが、単発での
参加も可能です。

・FAX：受講したい教頭名、参加希望日、受講者名、年齢、連絡先を記

＊2. 講座によっては、屋外へ出る場合や材料費が別途かかる場合があります。

・いちはらアート×ミックス実行委員会事務局で、直接申込み可能。

入の上、FAX 0436-50-1303まで送信してください。

＊3. 定員に達し次第、受付を締め切ります。当日空きがあれば、参加可能。
＊4. 当会場で開催する、講座以外のイベントへの参加、作品の再鑑賞
は別途費用がかかります。
いちはらアート×ミックス2017 作品鑑賞パスポート
一般：2,000円

学生：1,000円

中学生以下：無料

※前売り：1,700円・市民割引：1,500円 パスポートは、当日会場で購入可能。
※会期中、芸術祭の作品全てを鑑賞できます。（1会場1回のみ有効）

会場・アクセス

里見100人教頭学校キョンキョン

http://ustre.am/189RR
会期中毎日生放送

http://bit.ly/2jkyH1Q
里見100人教頭学校キョンキョンで検索

キョンキョン長

Ustream

Facebook

開発好明（美術家）

1966年山梨生まれ。多摩美術大学大学院美術研究科修
士課程修了。観客参加型の美術作品を中心に、社会情
勢を取り入れ様々な表現活動を行う。2004年にヴェネチ
ア・ビエンナーレ第9回国際建築展日本館「おたく：人格

車→国道81号線で1時間〜1時間30分

＝空間＝都市」、2006年に「越後妻有大地の芸術祭2006 」に出品。2011年8
月から1ヶ月間被災地30カ所を巡り東日本大震災のためにアートによる心の繋が
りを運ぶ、
「デイリリーアートサーカス 2011」を主催。「いちはらアート×ミックス
2014」では、モグラの着ぐるみを着て地下で番組を配信する《モグラ TV 》で人
気を博し、2016年には、市原湖畔美術館で大規模な個展「中２病展」を開催した。

鉄道：JR 内房線「五井駅」で小湊鉄道に乗り換え、
「飯給駅」より徒歩20分
車：東京・横浜方面から、東京湾アクアライン→圏央道「市原鶴舞 IC」下
各会場に無料駐車場・会場を巡る便利な無料周遊バスが運行。
160

飯給

里見100人教頭学校
キョンキョン
171

文

お問合せ
いちはらアート×ミックス実行委員会事務局（市原市経済部芸術祭推進課内）

TEL: 0436-50-1160 E-mail: kokugei@city.ichihara.lg.jp
公式ウエッブサイト：http://ichihara-artmix.jp/

校庭では、自活するモグラ君を観察することがきます !

37

日間

モグラハウスも
同時開催だモグ！

養老
川

小湊鉄道線

清澄養老ライン

飯給

81

開発好明

ITABU

キョン

キョンキョン長

IAAES（旧里見小学校） 〒290-0544 千葉県市原市徳氏５４１－１

キョン

こんな学 校だったら ︑毎 日 行ったのに

芸術祭作品鑑賞パスポートを1枚買うと、80講座が全て受
けられます ! 各講座 定員10名・先着順です ! どうぞ、お早
目にお申込みください。

大 人 も 子 ど も も 本 気 で 学 ぶ ︑本 気 で 遊 ぶ

参加方法 受付開始 3月1日［水］〜

里見100 人教頭学校

!
主催：いちはらアート×ミックス実行委員会

日程：2017年4月8日
［土］〜5月14日
［日］毎日開校！
会場：IAAES
（旧里見小学校）〒290-0544 千葉県市原市徳氏541-1

果実酒教頭 / 雨城楊枝教頭 / 学校音楽教頭 / ノイズ教頭 / ラッパー教頭 / 昔の手業教頭

これまで会場となる地域
島・種子島で行ってきたプロジェクト「100人先生」。

/ ネイチャーガイド教頭 / 滝教頭 / 日高誠実教頭 / 地質教頭 / 月教頭 / 頭ハゲない教頭 / ぞうさん教頭 /キャディー教頭

美術家・開発好明が、
「誰もが先生、誰もが生徒」を合言葉に、横浜・三宅

/ オフサイド教頭 / 踊る教頭 / 一心不乱教頭 / 歌ダンス教頭 / アート屋台教頭 / 撮れ！撮れ！教頭 / 現代ジュエリー教頭 /

里見100人教頭学校キョンキョンって何？

里見100人教頭学校キョンキョン2017年度

教頭先生一覧

大人も子どもも、全ての授業が受け放題 !

つくる

食
おいしくなーれ教頭
wato（フードコーディネーター）
① 4/9［日］15:00② 4/14［金］13:00③ 4/21［金］13:00④ 4/30［日］15:00⑤ 5/14［日］15:00毎回ひとつの市原の食材をみんな
で調理し、いただきます。料理のコツ
も学べる90分。（材料費500円 / 回）
①前菜 ②スープ ③魚 ④肉 ⑤デ
ザート

チョコレート教頭

國岡陽太（チョコレートブランドオーナー）
① 4/13［木］13:00② 4/20［木］13:00③ 4/27［木］13:00④ 4/30［木］13:00⑤ 5/12［金］13:00-

チョコレート好きは見逃せない ! カ
カオの実からチョコレートの作り方ま
で学びます。
①現代のチョコレートってどんなもの？
②カカオとは？ ③副原料の役割に
ついて④カカオの産地ごとの味の
違いを楽もう!! ⑤チョコレートを作っ
てみよう!!

八街ピーナツ教頭

木村由希子（やちまたくらよし代表）
5/3［水］13:00-

千葉といえば落花
生。最高級品種と
言われる『千葉半
立』を学び味わい
ましょう。（材料費500円）

くんくん教頭

井上尚子（アーティスト）

4/23［日］15:00様々な匂いを嗅ぎ
分けたことがありま
すか？ 校内・外の
様々な素材を集め
て、匂いの世界を楽しみます。

動き

アート屋台教頭
仲田 智（アーティスト）

① 4/9［日］10:30② 4/18［火］13:00③ 4/25［火］13:00④ 5/2［火］13:00⑤ 5/7［日］10:30-

オフサイド教頭

坂口 淳（FC 越後妻有ディレクター）
① 4/10［月］15:00② 4/15［土］10:30③ 4/24［月］15:00④ 5/8［月］15:00⑤ 5/13［土］10:30-

サッカーの一番わかりにくいルール
が「オフサイド」。楽しくお話と体験
で学びます。子どもも大人もどうぞ！
①レフリー編 ②守備編 ③オフサイ
ド鑑賞 ④米づくりとサッカー／ FC
越後妻有 ⑤攻撃編

アート屋台に積まれた限られた道具
や材料を使って、作品づくりに挑戦。
発想力が鍛えられます !
①ハンマー版画 ②セロテープ彫刻
③ステンシル絵画 ④コラージュ版
画 ⑤屋台ギャラリー

撮れ！撮れ！教頭

本田孝義（映画監督）

① 4/11［火］15:00-）
② 4/25［火］15:00-）
③ 5/2［火］15:00-）
④ 5/9［火］15:00-）
⑤ 5/14［日］10:30-）

踊る教頭

池宮中夫（舞踊家・アーティスト）
① 4/8［土］15:30② 4/15［土］15:00③ 4/21［金］15:00④ 4/28［金］15:00⑤ 5/13［土］15:00身体を使い、空、土、緑などテーマ
ごとに学びます。5月6日は生徒も踊
ります。
①空リズム ②土ダンス ③緑ステッ
プ ④太陽ダンス ⑤百年チャレンジ

実践を通じて映像作品を制作します。
スマホが使えれば誰でも参加可能 !
4月16日作品上映あり。
①題材選びと撮影 ②編集 ③仕上
げ ④上映に向けて ⑤上映会

現代ジュエリー教頭

スーザン・ピーチ（アーティスト）

① 4/16［日］15:00② 4/19［水］13:00③ 4/26［水］13:00④ 5/1［月］13:00⑤ 5/10［水］13:00-

一心不乱教頭

村田峰紀（アーティスト）

5/3［水］15:00教頭の動きを見な
がら、一 緒にお 絵
描きをします。
あなた
も一心不乱になれ
ること間違いなし!

歌ダンス教頭

升水絵里（ダンサー・振付家）
5/6［土］10:30-

新しい価値観による、指輪や首飾り
に挑戦しましょう。毎回、
どんなジュエ
リーができるかお楽しみに !
①リングの古典 ②スレッディングの
質 ③私たちのショーケース ④ジュエ
リーとのコミュニケーション ⑤異なる
メディアにおけるジュエリーの宇宙

雨城楊枝教頭

平田浩造（雨城楊枝製作認定者）
4/15［土］12:00-

知っている歌を口
ずさみながら体を
動かします。

江戸時代に生まれ
た、伝 統 工 芸の楊
枝を、小刀で削り出
します。※対象は中
学生以上

昔の手業教頭

地質教頭

① 4/12［水］15:00② 4/22［土］13:00③ 4/26［水］15:00④ 5/6［土］13:00⑤ 5/10［水］15:00-

加曽利貝塚博物館副館長）

① 4/9［日］13:00② 4/16［月］15:00③ 5/1［月］15:00④ 5/7［日］15:00⑤ 5/13［土］13:00縄文時代はどんな生活をしていたの
でしょう。縄文の文化や食生活につ
いて学びます。
（材料費500円／回）
①縄文土器の発明（講義）②縄文
土器を作ってみよう（体験）③石器
の切れ味試し（体験）④火起こし
体験と縄文土器スープ（体験）⑤
土器の歴史（講義）

約百万年前の深海に積もった地層
を陸上で見ることができる珍しい
市原の地層と地下水を散策しなが
ら学びます。
①古関東深海盆の旅 ②養老渓谷
を構成する地層と地下水流動の
見学 ③上総大久保付近でみられ
る地層と自噴井 ④田淵付近でみ
られる地磁気逆転期の地層と自噴
井 ⑤飯給付近でみられる地層とさ
まざまな地下水・自噴井

ネイチャーガイ
ド教頭

語り

果実酒教頭

古堅太郎（アーティスト）
① 4/23［日］10:30-）
② 4/28［金］13:00-）
③ 4/30［日］10:30-）
④ 5/5［金］10:30-）
⑤ 5/7［日］13:00-）
身近に手に入れることのできる果物
や野菜などで果実酒を作ります。毎
回、材料を集めることから始め、参
加者が思い思いの組み合わせで
お酒に漬け込みます
①〜⑤材料集め＋果実酒作り

音楽

柳池 繁（自然観察指導員）

① 4/10［月］13:00② 4/17［月］13:00③ 4/24［月］13:00④ 5/3［水］10:30⑤ 5/8［月］13:00-

学校音楽教頭

角銅真実（音楽家・打楽器奏者）
① 4/8［土］12:30② 4/13［木］15:00③ 4/20［木］15:00④ 4/29［土］15:00⑤ 5/11［木］13:00-

学校の校歌をつくったり、小学校に
ある楽器を使って演奏します。5月11
日ライブあり。
①校歌作り ②きままに自分で歌をつ
くってみよう ③きままに音を出してみ
よう ④わたしだけのあたらしい楽器
演奏法 ⑤みんなでひとつの音楽を
作る

ノイズ教頭
LOW-TEC（開発好明・高安利明）
5/4［木］15:00心地いいだけが音
楽ではありません。
身近な物を使って
音を奏でる少し聞
きやすいノイズコンサート。

ラッパー教頭
晋平太（ラッパー）

5/5［金］15:00ラップはどう歌って
韻をふむの？ ラップ
のしかたを学びます。

南市原の動植物や昆虫について、
エリアを変え、散策しながら学びます。
①〜③旧里見小学校周辺の生き物
たち ④クオードの森の生き物たち
⑤旧里見小学校周辺の昆虫たち

滝教頭

松本靖彦（南市原里山連合事務局長）
① 4/11［火］13:00② 4/18［火］15:00③ 4/29［土］10:30④ 5/4［木］10:30⑤ 5/9［火］13:00-

市原の養老川周辺の様々な滝を散
策します。
①加茂の滝群・徳氏不動滝見学
②滑滝と欧穴 ③里山の滝廻り ④
秘境の滝 ⑤養老渓谷の滝群

日高誠実教頭

相川孝夫（梅ヶ瀬会会長）、
渡邉茂男（上総古文書の会代表）
① 4/14［金］15:00② 4/22［土］10:30③ 4/29［土］13:00④ 5/5［金］13:00⑤ 5/12［金］15:00-

市原の偉人シリーズ。明治に私塾
「梅ヶ瀬書堂」を開校し、後世の指
導、
産業の開発、
文化向上に尽くした
その人物像に迫ります。写真：日高誠実
①誠実を育んだ高鍋藩と明倫堂
②東京 陸軍出仕時代 ③梅ヶ瀬渓
谷現地見学 ④梅ヶ瀬での事業と
教育活動 ⑤梅ヶ瀬会と誠実死後
の継承活動

時 間 割（1 コマ 90 分）

風岡 修（千葉県環境研究センター理学博士）

村田六郎太（元千葉市立

（参加方法等は、裏表紙をご覧ください。
）

5 回講座は全回通うのが
おすすめキョン
各講座紹介は WEB で http://ichihara-artmix.jp/event/01.html

地域

芸術祭作品鑑賞パスポートを 1 枚購入すると、

月教頭

レオニート・チシコフ（アーティスト）
4/8［土］10:30里見小学校の教室
で月をテーマにし
た作品を発表して
いるアーティストによ
る講座。作品について、月と芸術に
ついてお話を聞きます。

キャディー教頭
串田雅実（プロキャディー）

4/8［土］14:00市原はゴルフ場が
日 本 一 で す。キャ
ディーから見たゴル
フの世界を学びます。

ぞうさん教頭

坂本小百合（市原ぞうの国園長）
4/22［土］15:00-

ゾウの 日 本 国 内
最多飼育数を誇る
「市原ぞうの国」。
「 私に触れたゾウ
たち」をテーマにお話を聞きます。

頭ハゲない教頭

桑原和久（フリーライター）

4/16［日］13:00人ってなぜ禿げちゃ
うのでしょうか？禿
げないための実践
方法を学びます。

4月

8

10:30 月教頭

［土］12:30 学校音楽教頭 ①

4月

30 10:30 果実酒教頭③

［日］13:00 チョコレート教頭④

14:00 キャディー教頭
15:00 踊る教頭 ①
10:30 アート屋台教頭①
［日］13:00 昔の手業教頭①
15:00 おいしくなーれ教頭①

15:00 おいしくなーれ教頭④

5月

9

10 13:00 ネイチャーガイド教頭①

［月］15:00 オフサイド教頭①

11 13:00 滝教頭①

［火］15:00 撮れ！撮れ！教頭①

12 15:00 地質教頭①

［水］

1

13:00 現代ジュエリー教頭④

2

13:00 アート屋台教頭④

3

10:30 ネイチャーガイ
ド教頭④

［月］15:00 昔の手業教頭③
［火］15:00 撮れ！撮れ！教頭③
［水］13:00 八街ピーナツ教頭

15:00 一心不乱教頭

4

10:30 滝教頭④

13 13:00 チョコレート教頭①

［木］15:00 ノイズ教頭

14 13:00 おいしくなーれ教頭②

10:30 果実酒教頭④
［金］13:00 日高誠実教頭④
15:00 ラッパー教頭

［木］15:00 学校音楽教頭②
［金］15:00 日高誠実教頭①

15 10:30 オフサイド教頭②

［土］12:00 雨城楊枝教頭

15:00 踊る教頭②
10:30 本田孝義上映会
［日］13:00 頭ハゲない教頭
15:00 現代ジュエリー教頭①

16

13:00 ネイチャーガイ
ド教頭②
［月］15:00 昔の手業教頭②

17

18 13:00 アート屋台教頭②

［火］15:00 滝教頭②

5
6

10:30 歌ダンス教頭

［土］13:00 地質教頭④

15:00 池宮中夫ダンス公演（有料）

7

10:30 アート屋台教頭⑤

［日］13:00 果実酒教頭⑤

15:00 昔の手業教頭④

8

13:00 ネイチャーガイ
ド教頭⑤

［月］15:00 オフサイド教頭④

13:00 滝教頭⑤
［火］15:00 撮れ！撮れ！教頭④

9

19 13:00 現代ジュエリー教頭② 10 13:00 現代ジュエリー教頭⑤

［水］

13:00 チョコレート教頭②
［木］15:00 学校音楽教頭③

20

21 13:00 おいしくなーれ教頭③

［金］15:00 踊る教頭③

22 10:30 日高誠実教頭②

［土］13:00 地質教頭②

15:00 ぞうさん教頭
10:30 果実酒教頭①
［日］15:00 くんくん教頭

23

24 13:00 ネイチャーガイド教頭③

［水］15:00 地質教頭⑤

11 13:00 学校音楽教頭⑤

（有料）
［木］15:00 角銅真実コンサート

12 13:00 チョコレート教頭⑤

［金］15:00 日高誠実教頭⑤

13 10:30 オフサイド教頭⑤

［土］13:00 昔の手業教頭⑤

15:00 踊る教頭⑤

14 10:30 撮れ！撮れ！教頭⑤

［日］15:00 おいしくなーれ教頭⑤

［月］15:00 オフサイド教頭③

25 13:00 アート屋台教頭③

［火］15:00 撮れ！撮れ！教頭②

26 13:00 現代ジュエリー教頭③

［水］15:00 地質教頭③

27 13:00 チョコレート教頭③

［木］

28 13:00 果実酒教頭②

［金］15:00 踊る教頭④

29 10:30 滝教頭③

［土］13:00 日高誠実教頭③

15:00 学校音楽教頭④

他教室で、
下記のアーティストの作品が
ご覧になれます。
磯崎道佳、
小沢敦志、
角文平、
佐藤史治＋原口 寛子、
世界土協会 World Dirt
豊福 亮、
Association、
仲田絵美、
吉田和司、
レオニート・チシコフ、
渡辺泰子
（50音順）

※天候や参加人数によって、内容や日程が変更となる場合があります。

