
秋のアートプロジェクトとしておなじみの「アートラインかしわ」。14回⽬のテーマは「上を向いて歩こう」。
10⽉1⽇（⽕）から11⽉４⽇（⽉祝）までの約１ヶ⽉間、駅前広場の巨⼤天井画や、イベントやワークショップ
など、19のプログラムを展開します。ここに紹介しきれなかったイベントは、ウェブサイトでお確かめ下さい。

100人で描いた大天井画。
駅前広場から世界へ
メッセージを送る

アーティスト池平徹兵が100人のワークショップ参加者の
絵をコラージュ。さらに世界中のさまざまな神々を描き、
「ばらばらなものを１つにできるシンプル」を目指した天
井画が完成した。
「世界中があらゆる出会いや出来事を必要として明日を
作る時、世界は地球という美しい１つの球体になるかも
しれません。」（池平徹兵）

今回のワークショップは７月から８月にかけて、柏の下
記の場所において開催しました。
手作り科学館Exedra/ 柏美術学院かしびきっず/パレッ
ト柏/気象大学校/柏陵高校

「地球に生まれて」アーティストトーク

天井画を制作した池平徹兵さんに、今回の作品を中心にお話しをうかがいます。

巨大な天井画がどのように出来上がってきたのか、ワークショップの大勢の参加者
とのコラボレーションの意図なども含めて、ご本人から直接聞くことができる機会で
す。トークの後、展示場所に移動して作品を見る機会もご用意します。

■10月14日（月・祝）午後１時〜午後２時

■パレット柏オープンスペース
無料ですが事前申込が必要です（応募方法はウェブサイト参照）

天井画完成予想図

アートラインかしわ プレスリリース １

本件の取材に関する
問い合わせ先

〒277-0005 千葉県柏市柏 1-4-5 柏⼆番街商店会内 JOBANアートラインかしわ実⾏委員会
メール：otoiawase@kashiwa-art.com 電話：04-7167-4455（平⽇ 10：00〜17：00）
HP：http://2019.kashiwa-art.com/ https://www.facebook.com/ArtLineKashiwa
《広報担当》阿南透（あなみとおる）メール：anamit07@gmail.com

2019

池平徹兵

1978年福岡生れ。2001年島根大学卒。東京オペラシティアート
ギャラリーprojectN、hpgrp Gallery Tokyo、パークホテル東京な
ど数多くの個展を開く。2013年岡本太郎現代芸術賞展、2017年
VOCA展。パリのGALERIE	BRUNO	MASSAよりニューヨーク、マイア

ミなど、海外のアートフェアにも数多く参加。また東京大学駒場
博物館、国立長寿医療研究センター、meet’s KENPOKUなどで
はワークショップ形式で作品を制作。
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Facebook Asset Usage Guidelines“f” Logo

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always 
maintain a minimum clear space around the logo. This 
clear space insulates our “f” Logo from distracting 
visual elements, such as other logos, copy, illustrations 
or photography. 

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter, 
rotate, embellish or attempt to recreate the “f” Logo. 
Never alter the proportions and shape of the “f” 
Logo for any reason. To resize, hold the “Shift” key in 
most software programs to maintain the proportions 
while scaling up or down. Always maintain the 
minimum clear space, even when proportionally 
scaling the logo.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size  
and that they do not appear subordinate to any other 
partner logos included on the creative executions.  
Similarly, do not present the “f” Logo in a way that 
makes it the most distinctive or prominent feature of 
what you’re creating.

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing 
the design or color. The correct color versions to use 
are the blue or reversed-out to white. If you are unable 
to use the correct color due to technical limitations, 
you may revert to black and white.

Logo
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1/2

1/2
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The “f” Logo is one of our most globally 
recognized and beloved assets. It’s used to 
represent Facebook the product (website or 
mobile app).

Using the “f” Logo
The primary use of the “f” Logo is to promote your 
organization’s presence on Facebook. For example, 
when you say, “Find us on Facebook” and link to your 
Facebook Page, it’s appropriate to use the “f” Logo.  
The “f” Logo may also be used side-by-side with other 
social media logos. 

巨⼤天井画プロジェクト「地球に⽣まれて」

■10月1日（火）〜10月31日（木）

■柏駅東口 ダブルデッキ （屋外展示。いつでもご覧いただけます）



柏で観られるハイクオリティ

共晶点〜柏ゆかりの新進作家〜

アートラインかしわ恒例企画として８回目を迎えた展覧会「共晶点」。柏に
ゆかりの若手新進作家の作品が、柏市民ギャラリーを埋め尽くします。

日本画、油画、彫刻、金工、刺繍など、手法は違えども、作家たちのエネ
ルギーが化学反応を起こし、まばゆい結晶が生まれます。

■10月10日（木）〜14日（月・祝）午前10時〜午後７時（初日は午後１時
から、最終日は午後６時まで）

■場所：柏市民ギャラリー／無料

今年もやります！ アートラインかしわ名物ライブペインティング

ライブペインティング 30vs30

柏の秋の風物詩になったアートラインかしわのライブペインティング。駅
前通りの歩行者天国で音楽に合わせ、30人のアーティストが30号のキャ
ンバスに思い思いの表現で絵を仕上げていきます。

■10月６日（日）午前11時〜午後４時 （雨天中止）

■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料

アートラインかしわ2019の展示作品などを解説付きで回るツアー

アートラインかしわツアー2019

柏ゆかりの作家による展覧会「共晶点」を鑑賞しながら参加アーティスト
との交流や、柏駅東口デッキの天井画「地球に生まれて」のアーティスト
池平徹兵さんによるトークコーナーも。アートラインかしわの見所と裏話を
実行委員会メンバーがご紹介します！

■10月14日（月・祝）午後１時〜午後３時15分
■柏駅周辺（パレット柏集合）

無料ですが事前申込が必要です（応募方法はウェブサイト参照）

地球に描こう！ チョークアート

道路に思いっきりチョークで絵を描きましょう。ふだんは感じない新たな発
見に出会えるかも知れません。通りかかった人でもどなたでも参加できま
す。 ライブペインティング30vs30と同時開催。参加希望の方は直接会場

へお越し下さい。

■10月６日（日）午前11時〜午後４時

■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料

忘れ物の傘に描こう！ アートアンブレラ

ＪＲ常磐線に置き忘れた傘にみんなで絵を描いていくワークショップ。子
どもから大人までどなたでも参加いただけます。東京藝術大学の学生が
傘に描くライブペイントも実施します。ライブペインティング30vs30と同時

開催。参加希望の方は直接会場へお越し下さい。

■10月６日（日）午前11時〜午後４時 （雨天中止）

■柏駅前通り商店街（ハウディモール）／無料


