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取材・記事掲載依頼
アトリエちびくろ50周年記念展

ちびくろ半世紀展
～美大生と小学生のわくわく記録～

会期：10月2日（土）～10月16日（土）
時間：10：00～18：00（最終日は16：00まで）
場所：地域交流センターいわま「あたご」 多目的ホール
武蔵野美術大学の公認サークルである，「造形教育研究会アトリエちびくろ」は，１９７３年
（昭和４８年）より，夏休みと春休みの期間を利用し，笠間市（旧岩間町）の子供たちと武蔵野
美術大学の周辺に住む子供たちを集め，岩間体験学習館「分校」（旧岩間第一分校）を拠点
に図工教室や合宿を通した自然体験学習を開催しています。
今年，同サークルが設立５０周年を迎えるにあたり，ゆかりのある笠間市の岩間地区にて，
活動記録の展示や図工教室，トークイベントなどを行います。

〇イベントスケジュール
①ちびくろ50周年記念「黒板アートライブペイント」
10月2日（土）10:00～16:00

同サークルに所属していた黒板アート作家・すずきらな氏が，50周年を記念し
た黒板アートを行います。最終日には，黒板に描いた絵を全て消す，黒板消しパ
フォーマンスも行います。

②トークイベント「ちびくろと岩間の関わり」
10月3日（日）10:00～16:00

サークルが岩間で活動するようになった経緯や地元の方々との交流や活動につ
いて語り合います。

③図工教室
10月10日（日）13:00～16:30

新型コロナウイルス予防対策を行ったうえで，岩間の小学生が参加できる図工
教室を行います。
対象：小学校1～6年生（笠間市）

④記念式典
10月16日（土）10:00～11:00

笠間市とアトリエちびくろが，お互いに感謝状を取り交わします。

⑤トークイベント「ちびくろが続いた理由」
10月16日（土）13:00～14:30

アトリエちびくろの顧問である大坪教授と，50年の歴史と今までの活動を語り
合うトークイベント。
この件に関するお問い合わせ
アトリエちびくろ５０周年準備委員会 e-mail：chibi50kuro@gmail.com
提出元 笠間市教育委員会教育部生涯学習課 担当：掛札
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アトリエちびくろ 50 周年記念展

ちびくろ半世紀展
〜美大生と小学生のわくわく記録〜

武蔵野美術大学の公認サークル「造形教育研究会アトリエちびくろ」は、2021年に設立50周年を迎えました。この度、
設立50周年の記念展を開催すると共に、10月16日には山口伸樹笠間市長よりこれまでの半世紀にわたる活動に対し
て、アトリエちびくろに感謝状を贈呈する記念式典を行います。
また、展示期間中には NHK総合 元旦特番「2021年新春！ ニッポン “ふるさと” リレー」生出演、NHK総合「みんな
の卒業式」
、乃木坂46 8th YEAR BIRTHDAY LIVE モニター映像、
『きっかけ』MV 他多数出演、制作をする黒板アー
ト作家・すずきらな氏が黒板アートをするイベントを開催します。
アトリエちびくろは、武蔵野美術大学の学生とその周辺に住む小学生や、旧岩間町の小学生が一緒に図工を通じた
活動をするサークルです。また、夏休みと春休みには旧岩間町の「体験学習館 分校」で100人程の小学生と合宿をす
る図工教室を毎年開催しています。

開催概要

アトリエちびくろが1973年から図工教室と呼ばれる活動を行う
「体験学習館 分校」のある茨城県笠間市岩間にて、活動記録の展
示や図工教室、トークイベントなどを行います。これらは笠間市、
笠間市教育委員会、笠間市観光協会の後援の下、行われます。
会期

日時… 2021年
時間 …

10月 2日

10：00 〜 18：00

〜

10月16 日
記念展ロゴ

（※最終日は16：00まで、第1・3火曜日は休館日です。）
会場

地域交流センターいわま「あたご」 多目的ホール
〒3 1 9 - 0 2 0 2 茨 城 県 笠 間 市 下 郷 4 4 3 8 番 地 − ７

展示内容

武蔵野美術大学の公認サークルであるアトリエちびくろの50
年間の活動をまとめた展示です。50年という長い年月の中で
残っている当時の活動の写真や資料、集めた映像などを展示
する予定です。また、「体験学習館 分校」のある茨城県笠間市
岩間の青年会や町役場の方など、これまでアトリエちびくろ
に関わってきた岩間の方々にお話を伺い、地域との交流や想
いについてまとめた展示物もあります。その中で、長年ちび
くろを支える岩間の方々に対する感謝の気持ちも展示の中で
お伝えし、これからのちびくろへの想いを伝える内容となり
ます。

記念展を行う地域交流センターいわま
「あたご」

問い合わせ先

アトリエちびくろ50周年準備委員会 ( 主 催 )

chibi50kuro@gmail.com

また、最新情報は下記のURLにてご確認ください。

取材に関しましては、上記アドレスまでお願いいたします。

https://note.com/chibikuro50/n/n89d144aa96ed
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1980年代の岩間での夏の図工教室の様子
1980年代の岩間での夏の図工教室

