
  近江和紙をすく

10:00~16:00
（12:00~13:00を除く）

時間：20分

日本の暮らしの中に昔から木と紙は様々な形
でとけ込んでいます。紙を作る体験から日本
の文化1300年にふれてみよう。

［実施］ 成子紙工房
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有料 400円

よりどりみどりの楽しい

ワークショッ
ププログラム

アートにどぼん！
イメージキャラクター

どぼって

ワークショップや

イベントがいっぱい！

１日中遊べるよ！！

モファでは身体中の感覚を刺激するような、５つのタ
イプのプログラムを用意しました。色を重ねたり、音
を出したり、ハサミで切ったり、作品を持ってパレー
ドにも参加できます。

 モファの
 体当たり図工室
     ［実施］ m-fat／モファ
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  パッケージイグルー

10:00~16:00 時間：30分 
（11:30~12:30を除く）
牛乳パックやお菓子の空き箱をブロックのよ
うに組み立てていろんなものを作ろう！秘密
基地やロボットも作れるよ。壊すのも快感！
作って壊して、新しい遊び方を発見しよう。
［担当］ 三原美奈子（パッケージデザイナー）

a

  カンタンガッキを
　つくってならそう！

① 10:00~ ② 10:30~
③ 1 1:00~ ④ 1 1:30~
⑤ 12:30~ ⑥ 13:00~
⑦ 13:30~ ⑧ 14:30~
⑨ 15:00~ ⑩ 15:30~
時間：15分  定員：各4人
空き缶で「カンブロック」、ストローで「ブブセ
ラー」、牛乳パックで「カズー」など、身の回り
のモノでガッキをつくって音を出してみよう！
［担当］ 音楽劇団てんてこ

e

  みんなで描く色トリどりの森
10:00~16:00 時間：30分
（12:30~13:30を除く）
絵画のいろいろな技法を使ってみ
んなで森や、森にすむ生き物を描
いて、１枚の大きな絵に仕上げよう。
［担当］ 犬飼美也妃（現代美術家）

c

  これが「かみわざ」！
10:00~16:00
（11:30~12:00、13:30~14:00を除く）

時間：10分  定員：各6人
１枚の紙を切って折ると動
物や昆虫、空想の生物も作
れます。今日からあなたも
かみわざ師になれます。
［担当］ 野路井邦充
（ペーパークラフト作家）
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有料 100円
※100円で■a～■eの全てに参加できます。

アートにどぼん！2019は■A ヴォーリズ学園をメイン会場に、
■B かわらミュージアム、■C 奥村家住宅の計３会場で開催します。

ワークショップの参加方法 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
● 定員のあるプログラムは、当日9:30より各ブースで整理券を参加者お１人ずつに配布します。
　 配布順の参加となりますので、実施回（参加する時間）の指定はできません。
　 有料のプログラムは、材料費と引き換えに整理券をお渡しします。

● 整理券に記載された参加時間の５分前までに、各ブースにご集合ください。
　 集合時間にブースに到着されない場合、参加できないことがあります。

料金表示のないプログラムは全て無料です！

会場■A ヴォーリズ学園 （1〜21のワークショップ全て）

  カラフル和紙の
  オブジェを作ろう

① 10:00~ 
② 1 1:00~
③ 13:00~ 
④ 14:00~
⑤ 15:00~  
時間：50分  定員：各8人
木の枝、石ころ、いらなくなった器などが、手染
め和紙をペタペタ貼ることで、ステキな芸術作
品に早変わり！！
［担当］ 草笛由美子（草木染め絵作家）

b

  こども美術館をつくろう！
　小さなアーティストたちの

　巨大絵画大作戦

① 10:20~ ② 12:00~
③ 14:00~ 展示 15:30~16:00 
時間：60分　定員：各30人

2m×3mの大きなキャンバスを決められた
テーマに合わせて１つの大きな作品にしよう！
テーマは全部で3種類。好きなテーマを選んで
自由に表現してみよう。最後に素敵な仕掛け
が！集まれ小さなアーティスト達！

［実施］ こども美術館つくり隊/成安造形大学
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最新の情報は
Facebookページで。
�アートにどぼん！



  きぐみのつみき
  クミノで遊ぼう

10:00~16:00

かたちはひとつ。組み合わせて生まれる形は∞。
滋賀県生まれの「きぐみのつみき」で、小さいモ
ノから大きいモノまで自由に創造してみよう！

［実施］ クミノ工房
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  絵ろうそくをつくろう
① 10:00~ ② 1 1:00~
③ 13:00~ ④ 14:00~
⑤ 15:00~ 
時間：60分　定員：各10人

絵ろうそくは冬季、雪に閉ざされてしまう地域
で、花が採れないことから、ろうそくに花の絵
を描いて仏花の代わりとしたことに由来します。
絵付け職人さんと絵ろうそくを作りましょう！

［実施］ 和ろうそく 大與

有料
200円
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  たいけんびじゅつかん
船をつくって水郷めぐりをしよう！

10:00~16:00　
時間：40分

日本三大水郷のひと
つ、近江八幡の自然
豊かな水郷に浮かぶ
屋形船のミニチュアをつくります。つくった船
を小さな水郷プールの水に浮かべてみよう！

［実施］ 滋賀県立近代美術館
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　仏さまを彩る
-ぬり絵にチャレンジ-
10:00~16:00 時間：10~30分

仏さまを美しく飾ることを「荘厳」（しょうご
ん）といいます。如来や菩薩などさまざまな仏
さまのぬり絵を用意していますので、色鉛筆
で美しく彩って荘厳してみませんか。

［実施］ 滋賀県教育委員会文化財保護課
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  近江の麻と

  木の実のリースづくり
10:00~16:00
時間：30分

お好みの近江の麻の
ハギレと、滋賀県産の
木の実を飾り付けて、
たった１つのオリジナルリースを作ります。

［実施］ Atelier花空間
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  巨大シャボン玉
消える彫刻美術館を創ろう！

① 10:00~ ② 10:45~
③ 1 1:30~ ④ 13:00~
⑤ 13:45~ ⑥ 14:45~
⑦ 15:30~ 

時間：15分　定員：各20人

消える彫刻が創り出す、楽しい空間芸術。大空
へ巨大シャボン玉を飛ばして、消える彫刻美
術館を創ろう！

［実施］ シャボン玉研究所   
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  巡ろう！作ろう！
おじぞうさまのホコランプ

① 10:00~ ② 13:30~
時間：120分　定員：各15人（保護者含む）

町や道ゆく人たちを見守るおじぞうさまのホ
コラを探さくして歩いたら、自分だけのホコラ
型ランプを作ろう！

［実施］ 谷本研（美術家・アートディレクター）、
　　　 滋賀県立近代美術館
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  名画でびっくり
コラージュ in 近江八幡

10:00~16:00　時間：45分

滋賀県を描いたさまざまな名画の上に、いろ
んな写真をはりつけて、じぶんだけのオリジナ
ルしたじきを作れるよ。

［実施］ 滋賀県立近代美術館
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  近江八幡☆

あーと勉チャー
① 10:00~  
② 1 1:00~
③ 13:00~ 
④ 14:00~
⑤ 15:00~ 
時間：45分　
定員：各20人

アートのまち近江八幡。いったいどんなアート
があるのか、アートはかせと楽しくあそびなが
ら学ぼう！子どもも大人もびっくりワクワクの
アドベンチャー！

［実施］ 滋賀県立近代美術館

べん
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  木のスプーンづくり

① 10:00~ ② 12:30~
③ 14:30~ 

時間：90分　定員：各20人

木を使ったスプーンやフォーク、木べらなどをカ
ンナやナイフを使って作ります。刃物が使えない
お子さんはボンドを使ったカンナくずのコース
ターなどに挑戦してみてください。

［実施］ 中川木工芸比良工房

有料
500円

11



  『肖像』を
コラージュしてみよう！
① 10:00~ 
② 1 1:00~
③ 13:30~ 
④ 14:30~
時間：50分　
定員：各18人

人物を描いて、モチーフで飾って、缶バッジ
をつくります。自分の顔を描いても、大好き
な誰かさんでもいいよ。カッコかわいい、世
界にひとつだけのオリジナル缶バッジをつ
くろう！（2個つくります）

［実施］ 北川製罐

有料 100円

18

  毎日使えるぞ！My絵皿！

  お皿に絵を描こう
① 10:00~ ② 13:00~
③ 15:00~
時間：60分　定員：各10人

直径20cm程度の平たいお皿に青く発色す
る呉須（ごす）や鉄絵の具で紋様や絵を自
由に描いていきます。焼成して約１ヶ月後
に完成。毎日使っても壁に飾っても楽しい
My絵皿です。

［実施］ 紫香楽 土の子会
有料

500円
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  絵画で絵本
抽象世界のポン！

① 10:00~ ② 12:30~
③ 14:30~
時間：90分　定員：各20人

無限に広がる表現世界。
たくさん描いて絵本にしよう！

［実施］ CAF.Nびわこ展実行委員会
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  ヨシ笛づくり

① 10:00~  ② 1 1:00~
③ 13:00~ ④ 14:00~
⑤ 15:00~ 
時間：60分　定員：各20人

びわ湖の水質浄化に欠かせない「ヨシ」を
使ったプログラム。長さの異なる3本のヨシ
を使って「ヨシ笛」を作ります。音階もそれ
ぞれ異なり、木管楽器の「パンパイプ」のよ
うな縦笛です。

［実施］ 休暇村近江八幡

15

  “ウッドビーズ”で
ブレスレットをつくろう
10:00~16:00
時間：20分

色々な木からつくられ
た大小さまざまなウッ
ドビーズ。好きな珠を
つないでブレスレット
をつくろう。

［実施］ （株）カワサキ
有料
100円

14   みたてパズル

10:00~16:00　時間：60分

いろいろな形に切り抜かれたパズルの
ピースを何かに見立てて描き、パズルを完
成させよう！

［実施］ AnkoLab

20  ことばアートの
  世界へようこそ！

① 10:00~ ② 12:30~
③ 14:30~
時間：80分　定員：各10人

現代詩と現代美術のコラボワークショッ
プ。いっぱい見て感じて、パッと浮かべて
「ことば」を創ろう！

［実施］ ことばラボ

17

　かわらのねんどで
　つくってみよう

① 10:00~ ② 12:00~
③ 14:00~ 時間：90分　
定員：各20人

ねんどをカタワクにおしこみます。カタワ
クをはずしたあと、手をくわえると自分だけ
の作品ができあがります。乾燥させて、か
わらの色に焼いて完成！（作品のお渡しは、
約2ヶ月後になります）

［実施］ かわらミュージアム
参加者は無料で入館できます。
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有料
500円

  身近な素材を
　オリジナル生物に
　変えてみよう！

① 10:00~ ② 12:30~
③ 14:30~
時間：90分　定員：各30人

透明ホース、マップピン、付け爪、磁石
等 .々..身近な素材を組み合わせて、今にも
動きそうなオリジナル生物を創りあげてみ
よう！完成品は教室の黒板に引っ付けて
標本展示し、みんなで鑑賞会。

［実施］ 河合晋平（美術家）

有料 300円

BIWAKOビエンナーレ2020 プレ企画BIWAKOビエンナーレ2020 プレ企画
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◆ 楽しくイベントに参加していただくために、体調管理には十分に注意してください。
◆ プログラムの時間は予定です。開始・終了時間が多少前後する場合があります。
◆ 諸事情により、内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

会場■B かわらミュージアム

■22のワークショップは

かわらミュージアムで
開催しているよ！




