
年度 名  称 場  所 作家(敬称略)

作品上映 10月23･24日

関連展示 10月19日～10月24日

ワークショップ 10月23日

作品上映 11月2日～11月7日

関連展示 11月2日～11月7日

ワークショップ 11月7日

11月6日 宮崎県立美術館

作品上映 11月3･7･8日

関連展示 11月3～8日

ワークショップ 11月3日

作品上映 11月18～25日

関連展示 11月18～25日

ワークショップ 11月21日

11月23日 宮崎県立美術館

公開制作 10月27日

作品展示 10月27日～11月3日

ワークショップ 10月28日

公開制作 11月20日

作品展示 11月20～24日

ワークショップ 11月23･24日

11月2日 宮崎県立美術館

アートトーク＆ワー

クショップⅠ
10月8日 宮崎県立美術館

公開制作 10月9･10日

ワークショップⅡ 10月11～13日

お披露目会 10月14日

ワークショップ１ 9月15日 福瀬地区公民館

公開制作 11月17日､19～23日 スマイルホーム360

講演会 11月18日 宮崎県立美術館

お披露目会 11月23日 スマイルホーム360

公開制作
7月19～21､27～31日､8

月7～11､14～21日

トークセッション 9月30日

作品展示 9月1日～9月30日

公開制作
9月9～13､19～23日､10

月2～4､9～12､17～20日

アートあそび体験 10月12日

フリートーク鑑賞会 11月3日

作品展示 11月1日～11月30日

公開制作
9月20～26日､10月4～

13､18～21日

ワークショップ
10月12日

※台風のため中止

トークセッション 11月2日

制作物展示 11月1日～11月30日

期  日

H30
ワクワクアート

アーティストがやってきた

曽谷朝絵

(アーティスト)
小林市文化会館

R1

わくわくアート　トーク＆ワークショップ

R2

わくわくアート in 延岡市
カルチャープラザ

のべおか 宮澤真理

(お弁当＆アニ

メーション作

家)
わくわくアート in 美郷町

西郷ニューホープ

センター

わくわくアート　トーク＆ワークショップ

R3

わくわくアート in 三股町

H29
ワクワクアート

アーティストがやってきた

谷山恭子

(アーティスト)

H28
「わがまち」いきいき アート

プロジェクト ココニ・ココカラ

皇子原公園内芝生広

場、下後川内多目的

集会施設周辺

又木啓子(美術

家) ､松下太紀

(造形作家)

H27
「わがまち」いきいき アート

プロジェクト たこらさるく

西米良村竹原公園周

辺

大野匠(彫刻

家)､ 小河孝浩

(写真家)､ 杉原

木三(鋳金作家)

H26

「わがまち」いきいき アート

プロジェクト 小さな町の大きな美

術館

日之影町鹿川地区交

流 センターつりがね

周辺

鬼塚良昭(彫刻

家)、大野匠(彫

刻家)

これまでのアートプロジェクト・公開制作等
※ 掲載している情報は当時のものです。

わくわくアート in 日南市
日南市生涯学習セン

ター まなびピア

わくわくアート in 綾町 綾てるはドーム

進藤環

(アーティスト)

三股町立文化会館

若見 ありさ

(アニメーショ

ン作家)わくわくアート in 都城市 都城市立図書館

わくわくアート　アートトーク＆ワークショップ



年度 名  称 場  所 作家(敬称略)期  日

地域ワークショップ 9月12･14･16･21･22日
日南海岸各地（旧日南

市立潮小学校跡地 他）

公開制作 9月27日～9月29日

アーティストトーク 9月29日

作品展示 10月1日～10月27日

9月22日～9月25日 都城市立美術館

9月29日～10月2日 延岡総合文化セン

10月6日～10月8日 高鍋町中央公民館

公開制作 10月13･14､11月17日

トークセッション 10月14日

活動記録パネル・

作品展
10月16日～11月18日

10月7日 美郷町立田代小学校

10月8日 日南市立油津中学校

アーティストトーク 10月10日 宮崎県立美術館

公開制作
10月14･15･16･17･21･

22･23･24･29･30日
宮崎県立美術館

作品展示 10月31日～12月12日 宮崎県立美術館

ワークショップ 11月20･21日 宮崎県立美術館

公開制作

野枝さんと話そう

参考作品展示 10月1日～11月9日 宮崎県立美術館

アーティストトーク 10月5日 宮崎県立美術館

公開制作 12月5日～12月10日

作品解説 12月5･10日

アーティストトーク 12月6日～12月9日

H16 横尾忠則による 公開制作 公開制作 6月16･17･19･20日 宮崎県立美術館
横尾忠則

(美術家)

11月22･30日､12月1日 宮崎県立美術館

11月27日
高千穂町自然休養村

管理センター

11月28日
日向市文化交流セン

ター

11月29日 南郷町目井津漁港

H12 絹谷幸二公開制作 アフレスコ 公開制作 5月9日～5月14日 宮崎県立美術館 絹谷幸二(画家)

公開制作 6月16日～6月21日 宮崎県立美術館

フリートーキング 6月21日 宮崎県立美術館

H8 公開制作’97 公開制作 2月11･13･15･16日 宮崎県立美術館
中林忠良

(版画家)

H22
アーティスト・キャンプ

〈大巻伸嗣〉

学校訪問

ワークショップ

大巻伸嗣

(現代美術家)

H25
みやざきアートプロジェクト

木村崇人と 宮崎で地球と 遊ぶ

木村崇人

(現代美術作家)
宮崎県立美術館

H24
みやざきアートプロジェクト

植物になった白線 ＠みやざき

ワークショップ

淺井裕介

(アーティスト)

宮崎県立美術館

日比野克彦による 公開制作 公開制作
日比野克彦

(アーティスト)

H20
アーティスト・キャンプ

〈青木野枝〉

宮崎県立美術館
青木野枝

(彫刻家)

H10 公開制作’98

10月1･2･3･4･10･11･

12･13･18･19･25･26日

靉嘔(美術家)

H18 戸谷成雄による 公開制作 宮崎県立美術館
戸谷成雄

(彫刻家)

H14


