いちはらアート×ミックス2017
ボランティア活動記録

Vol.3
２回目の芸術祭。
プレーヤーズたちが
どんな活動をしていたか
覗いてみましょう！

2017 菜の花レポート

なのはなレポーターのみなさんに各会場をレポートしてもらいました。
今年のアート×ミックスの様子を御覧ください。

木造校舎に舞う蝶々
内田未来楽校

なのはな
レポーター

小出

「蝶々と内田のものがたり」
「蝶々と内田のものがたり」は、個性溢れる多彩な千匹
を超える蝶が舞い降り、それを見た方に感動を与えま
した。蝶は、市民が願いや想いを込めて創りあげたもの
です。今、蝶は作者のもとへ舞い立ちました。しかし、そ
の優雅な姿や想いは全ての方の心の中で永遠に輝い
ていることでしょう。内田未来楽校も蝶のように再生し

写真：村上圭一

小湊鉄道へ
愛情あふれる写真たち

ていきます。

なのはな
レポーター

内山

白鳥公民館

「中井精也の小湊鉄 道100歳企画 里山写真展」
「小湊鉄道は世界遺産だ！」と公言している中井精也氏
の写真展です。私のお気に入りのベスト3 は、大きな夏
の白い雲の下に小湊鉄道の暖色系の車体のコントラス
トの写真、ひまわりがど真ん中の構図の写真、そして少
女が傘をさしながら踏切を渡る写真。ただ列車だけで
なく、そこに住む人や風景も合わせて撮るスタイルは中
井さんの特色です。

写真：村上圭一

湖畔に現れた夢のまち
湖畔美術館

「イチマル」

なのはな
レポーター

菊池

「子どものころ自分がなりたかった一番の HERO の名
前はなんですか？」イチマルの入り口…関所を通った先
に広がるのはカラフルな建物と様々なお店。金属を打
つ音。木を割る音。土をこねる音。そして音楽に合わせて
踊る人。幼いころ夢に見た絵本や空想の世界は湖のほ
とりに確かにたたずんでいたのです。
「あなたが子ども
のころなりたかったものはなんですか？」そんな問いか
けが聞こえてくるようです。

トンネルの記憶を
うつしとる

なのはな
レポーター

塚越

アートハウスあそうばらの谷

「道 路」

作品には反射板が使われており、フラッシュ撮影する
事で反射板が光り、違った見え方がする為、お客様に勧
めるととても喜ばれました。また、部屋の一番奥に設置
された大きな作品は会期前に永昌寺トンネルで鈴木ヒ
ラクさん指導の下、菜の花プレーヤーズも作品制作（素
掘りのトンネル内部の壁面をフロッタージュ）に参加し
た思い出深い作品です。

夏みかんの山里
月出工舎

なのはな
レポーター

大井

月出工舎の特徴はアート×ミックス会場随一の恒久展
示となる作品の多さ、そして菜の花プレーヤーズと作家
さんの距離の近さ、みんなで作り上げる空間にある少
しずつ変化を見せながら在り続ける作品達への愛着は
訪れるたびに増していきます。
会期中、忙しく活動していても気がつけばまた、ゆった
りとした不思議な時間の流れる夏みかんの山里へ。

新たな春を
迎えるために
月崎駅前

なのはな
レポーター

三橋

「森ラジオ ステーション」
毎年、緑が青々と茂り、まるで生きているかのような姿
を見せてくれる森ラジオ。実は、その姿を維持するた
めには、春を迎える前の苔のお手入れがとても重要な
のです。今年は 1月28 日に、木村さんが山梨から運ん
できた苔を、森遊会の皆さんと一緒に、小屋の壁から
壁へと埋め込み、補充しました。楽しかった冬の思い
出です。
何個
押せた？

パスポートのスタンプ
はオリジナル！こんな
に種類がありました！

プレーヤーズの

いちにち

「菜の花プレーヤーズって、実際には何をしているの？」活動に興味
があっても何をしているのかわからなくて参加しづらいですよね。今
号では、会期中のとある１日の様子を順をおってまとめてみました。
会場は里見小学校です。
参考にしてみてくださいね。

１日の様子を記録した人

里見小編

2014 年会期に続いて、菜の花プレーヤーズ活動を行っています。
菜の花プレーヤーズだより第 3 号発行の呼びかけもしました。

WEB などで、菜の花プレーヤーズ（ボランティア）の登録

登録

をします。登録が完了したら、自分がやりたい日・やりた
い作業を選びます。

前日

当日

内山勝司

体調不良や急 用で
参加できなくなったら、
事務局に連 絡を !

活動前日に事務局より参加確認のメールが届きます。たっ
ぷり睡眠をとり当日に備えましょう

朝ごはんはしっかり食べましょう。お昼ごはん、飲み物、名札など持ち物を確認
してから余裕を持って自宅を出ます。小湊鉄道で牛久駅に行きます。
事務局に集まって朝のミーティングで担当の場所を確認します。当日の注意事

8:30

項説明の後、会場ごとに集まり、おつりやパスポート、チラシ、パンフレット、缶
バッチなどの持ち物をチェックします。
「出発進行！レッツゴー」。さあ、各会場に出発です。

9:30

会場に着いたら、当日のお手伝いをしてくれる地元の方と現地ミーティングです。
この日は、校庭で「おにぎりのための運動会」があり、すでに会場準備も進んでい
ました。会場受付、来場者の案内担当、ワークショップ担当など役割分担を決めて
いよいよ開場です。
明るく元気にお迎えします。

来場者の様子を見ながらみんなで交代でお昼を食べます。なお、トイレ休憩

12:00

この日は、事務局、
地元の方、プレーヤーズで
記念写真をとりました。

や水分補給などは仲間のスタッフの誰かに声をかけて、自由に取ってくださ
い。
せっかくなので、空いた時間にその会場の作品も鑑賞しましょう！

閉館間際になったら、掃除や片づけを始めます。パスポートやチラシ、パンフ

16:30

レット、備品など足りないものがないか確認します。来場者の忘れ物があれ
ば、事務局に戻った際に報告しましょう。終了間際に来場者が来ることもあり
ます。
「まもなく終了時間です」と伝えるなど臨機応変に対応します。

事務局に戻ったら、今日あったことを報告します。明日使うもので足りないものなどがあれば、あわせて伝え

17:30

ましょう。休憩スペースでの他のプレーヤーさんとの交流も楽しいひとときです。私は、牛久駅まで歩き、途
中でアツアツのメンチカツと缶ビールを買い、駅のベンチで一杯やりながら、
小湊鉄道を待ちます。

ほかの会場では、
こんな活動をしていました。

いろいろな活動が
あったんだね〜！

なのはな
レポーター

内田未来楽校

松山

なのはな
レポーター

小野

月出工舎

内田未来楽校の展示は、アーティストのキジマ真紀さんによ

各作家による作品説明会やワークショップ、一品持ち寄りで

る「蝶々と内田のものがたり」でした。会期の１年前から月１

作るみんなの昼食会など、他の会場にはない楽しさが月出に

回、
「刺繍カフェ」と称して蝶々作りWS が開催され、私も何度

はあります。今回は大雨で地面がぬかるみ、車のタイヤがは

か参加しました。内田の方は気さくで優しく、お手製のお茶請

まったり受付が水没したり（！）と水害に悩まされましたが、

けを頂いたり、色々なお話しを伺ったりしながらの蝶々作り

雨に削られ岩間さんの作品が一層かがやきを増したのが「怪

はとても楽しかったです。

我の功名」
でした。
絶対、
良い事あるわいナ〜！

森ラジオへちょこっとヘルプ

なのはな
レポーター

岩瀬

ちょこっとヘルプとは！

朝の一仕事を済ませランチを持って担当の森ラジオへゴー！

会期中、
プレーヤーズは丸一日の活動になります。

10 時からサポーターの人達と活動を開始！ 受付、案内、説

興味があっても丸一日の参加は厳しい……という方のため

明等です。森遊会のヘルプも強い味方です。鉄道で、車で自

に、10:00 から15:00 の短時間のお手伝いも募集しまし

転車で来訪されたお客様は爽やかな空気、緑の毛布に包ま

た。忙しい時間帯にプレーヤーさんの人数も増え、一石

れた駅舎、ラジオから聞こえる風の気配や蛙の声に魅了され

二鳥なシステムでした！
＼ この時間ならできる！ ／

ている様です。15 時にヘルプ隊終了！さあ、主婦へスイッチ
オン！満足充実の一日でした。

なのはなワンポイント
オリジナル缶バッチ
ゲットできましたか？

来 場 者 から、
「 次のバスの 時 間は？」
「 このワークショップは
どこ？」
「次はどこの会場に行ったらいい？」などいろいろな
質問があります。ガイドブックや受付マニュアルにある資料を
調べたり、地元の方や先輩プレーヤーに相談して、
親切＆丁寧な対応をしましょう。
地域プロジェクト

パスポートの

スタンプラリーで

スタンプラリーで

もらえたバッチ

もらえたバッチ

A RT×M I X がきっかけ！

菜の花プレーヤーズをきっかけに、アート×ミックス以外にも
活動の幅が広がった方々をご紹介します。

01 アートイベントの運営を学ぶ
市原にマッチする芸 術のかたちを探りたくて、2016 年に「Tokyo Art Reserch
Labo」でアートイベント運営の基礎を学びました。多くの情報も得ましたが「明確
な答えがない中で悩むことを恐れず進む」が最大の収穫。皆さんと語らいながら、
様々な模索ができたらいいなと思います。
トーキョーアートリサーチラボに参加

佐々木典子さん

02 おいしい野菜をお届け
2014 年に人生の転機が訪れ、月出の作品制作を一緒にお手伝いしていた地元の
方に農地をお借りして、
「 リッツファーム」を設立しました。現在はサツマイモ、アス
パラを中心に 1ha ほど季節の野菜を栽 培し、自宅近くのスーパーやイベント出店
などで直接、お客様に焼き芋や野菜をお届けしています。
リッツファーム代表

柴原立子さん

03 わたしも喜動房倶楽部の一員
小湊鉄道大好きな主人が喜動房倶楽部に所属していたご縁で私もお世話になるよ
うになりました。ホームで販売をしながら乗客のみなさんと手を振り合ったりしてい
くうちに駅に行くのが楽しみになりました。そして、もっと地元に馴染みたいと思い
菜の花プレーヤーズに登録し、菜種刈込みや沿線整備などに参加するようになりま
した。さらに交流を深められるよう活動をしていきたいと思います。
喜動房倶楽部

上田真由美さん

04 森遊会のメンバーに
前回のアート×ミックス終了後に、森ラジオ ステーションの維持管理のために結
成された森遊会のメンバーとして活動していました。お揃いのアウターを着て、作
品の管理、来場者への説明を行い、暇になると草をむしり、時間があると来場者と
話し込んだり、とても楽しい時間を過ごすことができました。森遊会は 1 年を通し
て活動していますので、興味のある方はご一報ください♪
森遊会

菜の花プレーヤーになりませんか？

櫻井夕子さん

お問い合わせ・登録はこちらまで

いちはらアート×ミックスには、ボランティアサポーター「菜の花

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）

プレーヤーズ」として、誰でも参加できます。アートが好き！市原が

TEL：0436-50-1160

好き！自然が好き！まちづくりに参加したい！そんなあなたも菜の

MAIL：artmix-supporters@cit y.ichihara.lg.jp

花プレーヤーズになって、一緒に活動してみませんか？

〒290-0225
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