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昨年度震摯作品 鷲地紀以子「天骨舟」
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大谷 桜子   佐藤 英行    長谷川 千賀子 WANI
奥野 美果    さとやまびと  原田 理糸

主催 :黒川緑地管理協議会

緑と道の美術展出品作家実行委員会
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織な≒蝙き鋏、飩褥、鰈褥、歌謳

辣心覺熙渕 農場

・全作品鑑賞の所要時間は約2時 間(約 3 8km)で す。

・作品の位置及びルー
|ヽ の詳細は地図に記載されているマーク [II、 に置いてある

パンフレットまたは本展覧会HPに 掲載されているパンフレットをご覧ください。
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川崎市、明治大学 。川崎市黒川地域連携協議会

(株)∪ Rリ ンケージ、多摩美術大学、東京造形大学、多摩市
NPO法人 しんゆり芸術のまちづくり、川崎市・麻生観光協会

多摩美術大学校友会
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緑と道の美術展 in黒川2022
2022年 11月 1日 [火]-11月 30日 [水 ]

Kurokawa Satoyama Art Prolect

C)pen Air Art Exhibition in Kurokawa 2022

Novenlber l[丁 ue]一 November 30 1VVed],2022     :蠍

言量

Haruhino Station South Exit of Odakyu Tama Line Kurokawa Green

Area - JA Kawasaki Ceresamos

' The time required for viewing all works is about 2hours (about 3.8km).

' For details on the location and route of the works, please see the pamphlets in

"Haruhino Station South Exit Station Square" and "Tama Yokoyama Pathways"

and "JA Kawasaki Ceresamos" or the Homepage(QR Code) .

麒
小田急多摩線はるひ野駅南回 一 多摩よこやまの道 一 黒川よこみね緑地

一 黒川海道緑地 一 JA川 崎セ レサモス

・全作品鑑賞の所要時間は約2時間(約 3.8km)で す。

・作品の位置及びルートの詳細は「はるひ野駅南口駅前広場」または「多摩よこや
まの道」または「」Aかわさきセレサモス」にあるパンフレット、または本展覧会
ホームページ (QRコ ード)を ご覧ください。

黒川 里地里山の美術展へようこそ

多摩丘陵の緑豊かな里山に、

アーティス トたちの作品が1ケ 月間展示されます。

秋の日差 しのもと、ルー トをたどりながら、さがしてみてください。

ここは トンボが飛び交い、湧き水があ り、

小さな生きものたちもくらしています。

さまざまな多くの命との出会いがあります。

里地里山は長い時間をかけて人々が自然と共に生活することで

多様な動植物の生態系が維持されています。

黒川緑地地域は2015年 に環境省の「生物多様性保全上

重要な里地里山」 (500か 所)に 選ばれています。

本展覧会は2016年 より始まり、今回で7回 目となりました。

今年も新型コ回ナウイルスヘの感染防止対策を行ないながらの

開催 となります。

緑地の自然の中で、心や体が元気になる

アー ト散策をお楽 しみください。

心よりお待ち してお ります。

I EVENTS イベント ※すべて参加費無料

集合場所 :小田急多摩線はるひ野駅南口

アーティス トによる作品解説を行います。間隔をあけ

て少人数ずつでスター トします。(状 況により内容を

変更する場合があります。)

場所 :パ ンフレット地図 作品Nol12近 く

たとえ外気温が低 くても、風が吹いていても、太陽

の光があれば OK!身近にある物を利用。お湯が沸く

間に竹のカップ作りにもチャレンジできます。

持ち物 :「 あれば蓋つきアルミ缶」「タオル」「軍手」

Welcome to the Satochi Satoyama Art Exhibition in Kurokawa

Artists'work will be displayed among the rich natural satoyama
landscape of Tama Kyuryo (fama Hills) for a period of one month.
Enjoy walking under the autumn skies while discovering the artwork
a long the route.
Here, you will encounter various forms of life including teams of
dragonflies, fresh springs, and small creatures thriving in their
habitat.

Satochi and satoyama are areas which have sustained diverse
ecosystems th rough the eff ort of generations of people Iiving in
harmony with nature. The Kurokawa green lands was chosen as one
of the 500 "lmportant Satochi and Satoyama for N/aintaining
Biodiversity" by )apan's N/inistry of the Environment in 20L5.

The exhibition was first held in 2016, making this year's annual event

its seventh. As previous years, thorough measures will be taken to
prevent the spread of COVID-19.

Please come to walk among the natural green lands, End enjoy the

artwork which is sure to refresh your body and soul.

We eagerly await your visit

I ARTVV(3)RKS 昨年度の作品

村田優大「人の礎」

11/20 [日 ]

当日受付

10:00-

レ51± 1019

61日 ]。 20[園 ]

12:30-14:00
先着15名

11/13[日 ]

14:00-15:00
場所 :パンフレット地図 作品No1 3 サクラの広場

原田理糸「いのちあるもの」

立川真理子「いとおしい世界」 爾中俊之「天標」


