
2012年12月8日（土）
ワークショップ： 田中清隆「光のオブジェ」をつくろう。15時～17時 参加料500円（5歳以上～大人）

アーティストネットワークから
「会社まるごとギャラリー」の始まり

アーティストネットワーク企画にて
1990年3月「第2回見えない彫刻展」を契機として活動
を開始。

同年9月、山陽印刷㈱内ギャラリー開設に伴い、社内
にオフィスを設け、運営・アートサポートを開始。
（南区から金沢区へ移転してくる際、金沢区の工業団
地には飲食店舗など楽しめるところがなく、お客様や
従業員が会社で楽しめるようにと、社内にギャラリー
を作ったのがきっかけ。）

その後、数年に渡り若手アーテイスト企画展を開催。

2011年・・・/2000年頃から少しずつ活動休眠状態に
なっていた活動再開を検討。

2012年、名称もアーティストネットワーク+コンパス＝
「AN＋C」と変更し、展覧会・イベント等の印刷物支援
を再開。

同年、プレイベント（ワークショップ）企画・開催。
イベント・展覧会の企画、WEBカタログ開設 。

2013年アーティストネットワーク+コンパス＝「AN＋C」
としての活動理念を再構築して、「会社まるごとギャラ
リー」を企画・開催・運営。イベント企画・情報発信・小
作品カタログなどの連携を開始 。



2013年9月28日（土）～11月30日（土）

協力：山陽印刷㈱ 助成：「ヨコハマアートサイト」

テーマ：
「Open The Door」

「外に向かって会社の門を開く、ワークショップで
自己を出す、アーティストも作品制作を通して自己
の解放する」という意味を込めて、本展のタイトルを
決めました。
4人のアーティストが、作品展とワークショップでみ
なさんをお迎えいたします。

展示・会場構成：
山陽印刷㈱のフリースペースを中心に、執務室、
会議室などに作品展開。
作品は、工場よりの廃棄物（インク缶・不織布・切断
紙等）を使用したものと各作家のオリジナル作品に
て構成。

参加アーティスト
天野浩子・衛守和佳子・上野彰子・田中清隆

ワークショップ：
7/25（木）天野浩子インク缶で
「トーテムポール」をつくろう。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～小学
生）
8/23（金）衛守和佳子不織布で
「立体オブジェ」をつくろう。
14時30分～17時 参加料1500円（小学生～大人）
10/12（土）上野彰子インク缶の蓋と不織布で
「不思議な生き物」をつくろう。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）
11/9（土）田中清隆ワイヤーとインク缶で
「ひかりとかげ」を楽しもう。
14時30分～17時 参加料800円（小学生～大人）



2014年9月27日（土）～11月29日（土）

テーマ：
「はみ出し（す）」・「境界・境い目」

「境界って楽ちん、でも境界って窮屈。
主観と客観、光と影、男と女、過去と未来。

そんな狭間からはみ出すと、どういうカタチになる
んだろう？」そんな発想から生まれたのが今年の
テーマです。
5人のアーティストが、作品展とワークショップで
ハザマからはみ出すチカラに迫ります。

展示・会場構成：

山陽印刷㈱のフリースペースを中心に、執務室、
会議室などに作品展開。
作品は、工場よりの廃棄物（インク缶・不織布・切断
紙等）を使用したものと各作家のオリジナル作品に
て構成。

参加アーティスト：
天野浩子・大森牧子・笠原出・加藤崇・田中清隆

ワークショップ：

7/25（金）田中清隆
インク缶でつくる「カゲのダンス」。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～小学
生）
8/1（土）笠原出 断裁紙と当て紙でつくる

「びっくりマスクdeポン」。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～小学
生）
10/11（土）天野浩子 不織布を使って
「にょろにょろふわふわどうぶつえん」。

14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）
11/22（土）大森牧子 インク缶と不織布でつくる
「クリスマスオーナメント」。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）

協力：山陽印刷㈱ 助成：「朝日新聞文化財団」



テーマ：
「記憶」と「記録」

人はどれくらいの頃からの記憶を持っているので
しょうか。「覚えておきたい」「とどめておきたい」「伝
えたい」ことを、文字で書き、絵に描き、物語にし、
歌にして、写真や映像に撮って、私たちは記録して

きました。
今回のテーマ「記憶と記録」展は、作家のそれぞれ
にテーマの解釈にお任せし、展示構成を試みてい
きます。各作家が、どのような解釈で「記憶と記録」
をとらえて作品を発表してくれるのかを楽しみにす

ると同時に「記録と記憶」展をご覧になったみなさん
が感じたことが、何かの気づきのきっかけになると
嬉しいです。

展示・会場構成：

山陽印刷㈱のフリースペースを中心に、執務室、
会議室などに作品展開。㈱坪倉興業・㈱山装にも
作品展示。
作品は、工場よりの廃棄物（インク缶・不織布・切断
紙等）や、その他金属類のを使用したものと各作家

のオリジナル作品にて構成。

参加アーティスト：
岡典明・川名マッキー・松尾玲央奈・MIZUE
田中清隆

ワークショップ：
7/31（金）松尾玲央奈インク缶と不織布で
「カラフルブーケ」をつくろう。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）

8/7（金）岡典明「ミツロウ化石メダル」をつくろう。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）
10/24（土）川名マッキー不織布を使った
「アート写真のファッションモデル」になってみよう。
14時30分～17時 参加料800円（5歳以上～大人）

11/14（土）MIZUE「不織布をあんで」みよう。
14時30分～17時 参加料A/Bコースとも800円（5歳
以上～大人）

2015年9月26日（土）～11月28日（土）

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱南部フーズ・㈱ニットー・㈱山装・㈱横浜シーサイドライン・㈱横浜八景島
女子美術大学デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻アップサイクルデザインプロジェクト松本ゼミ

助成：「ヨコハマアートサイト」



2016年9月24日（土）～11月26日（土）

テーマ：
「無駄なことから・・・生まれることは？」

ちょっと足や手を止めて、その時に気が付いたこ
とに対し、ひと手間かけたことが功を奏したり、無

駄と思われることが付加価値となり、スムーズに
いくこともしばしばあります。気が付いていない・
見えていないところにヒントがあるのではないか？
という客観的な視点も、仕事でも生活でも必要に
なってきます。無駄なものこそ見えない価値があ

るのではないか？重要な何かが隠されていない
か？おそらく作品制作過程で、有りうることをテー
マにしたいと考えています。

展示・会場構成：

山陽印刷㈱のフリースペースを中心に、執務室、
会議室などに作品展開。
作品は、工場よりの廃棄物（インク缶・不織布・切
断紙等）を使用したものと各作家のオリジナル作
品にて構成。

参加アーティスト：
大島梢・川名マッキー・杉山孝貴・しばたあい
MIZUE・田中清隆

ワークショップ：
7/29（金）田中清隆「光と影の時計」をつくろう。
14時～16時 参加料800円（5才以上～大人）
10/8（土）川名マッキー「金沢区工場撮影散歩」。
9時30分～16時30分 参加料3000円

（中学生以上～大人）
10/22（土）杉山孝貴くっつけるを学
「アクセサリー・オブジェ」をつくろう。
14時～16時 参加料800円（5才以上～大人）
11/26（土）MIZUE不織布を使って

「フリンジアクセサリー」をつくろう。
14時～16時 参加料800円（5才以上～大人）

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱山装・鶴見金網㈱・㈱南部フーズ・㈱ニットー・㈱横浜シーサイドライン

㈱横浜八景島・玉家運輸倉庫㈱・㈲協和タイヤ商会・並木コミュニティハウス
女子美術大学デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻アップサイクルデザインプロジェクト松本ゼミ

助成：「ヨコハマアートサイト」



2017年9月30日（土）～10月28日（土）

テーマ：

「取り入れる」「取り込む」「取り囲む」
（等々） ＊酉年に因んで

「バードオブパラダイス」は、鳥と入っているカラフ
ルでエキゾチックな花の名前です。極楽鳥花とも
言われています。

花言葉は気取った恋、寛容、輝かしい未来、企業
にとっての酉年は「（お金を）取り込む」という意味
合いを持ち、景気が上向く年と言われています。

会社まるごとギャラリーでは、参加アーティストの
みなさんの視点や作品の力で、すこしずつ金沢区
の工業団地の魅力を引き出してもらっています。
今年もその流れを引き継ぎ、新しい魅力を発見
し、新しい何かを生み出せたらと思います。

展示・会場構成：
山陽印刷㈱のフリースペースを中心に、執務室、
会議室などに作品展開。

作品は、工場よりの廃棄物（インク缶・不織布・切
断紙等）を使用したものと各作家のオリジナル作
品にて構成。

参加アーティスト：
やまゆりの・山田裕介・川名マッキー・田中絵奈
小川敦子・阿部美帆（Kaikas'）・田中清隆
グループ「あしあと」

ワークショップ：

9/23（土）川名マッキー「金沢区工場撮影散歩」。
9時30分～16時30分 参加料3000円
（中学生以上～大人）
10/14（土）阿部美帆「オリジナルキャンドル」
をつくろう（不織布や裁断紙でデコレーション）

13時～17時 参加料500円（5歳以上～大人）
10/28（土）
1、「川名マッキー」ワークショップ＝「シーサイドラ
イン撮影散歩」参加者作品上映会
2、グループ「あしあと」とのコラボ＝缶楽器？によ
る演奏会など ＊クロージングイベント内

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱山装・鶴見金網㈱・㈱南部フーズ・㈱ニットー・㈱横浜シーサイドライン
㈱横浜八景島・玉家運輸倉庫㈱・㈲協和タイヤ商会・㈱セキド・㈱中込製作所・並木コミュニティハウス
女子美術大学デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻アップサイクルデザインプロジェクト松本ゼミ

助成：「ヨコハマアートサイト」



2018年9月29日（土）～10月27日（土）

テーマ：

「協働」＝コラボレーションcollaboration）、
パートナーシップ（partnership）

一人ではなかなかできないことも、いろんな人々の
関わり、知恵と技術を出し合ってチームで動くと2倍

にも3倍にも力を発揮できます。第6回目の企画は、
さらにその面白さを見せていく展示・ワークショップ
を目指します。
会社まるごとギャラリーでは、参加アーティストの
みなさんの視点や作品の力で、すこしずつ金沢区

の工業団地の魅力を引き出してもらっています。今
年もその流れを引き継ぎ、新しい魅力を発見し、新
しい何かを生み出せたらと思います。

参加アーティスト：

片岡操・川名マッキー・コントオル・五十嵐道子
小川敦子・秋元直樹・田中清隆

ワークショップ：
9/8（土）川名マッキー「金沢区・工場撮影散歩」。

9：30～17：00  参加料3000円（中学生以上～大人）
9/23（土）小川敦子
「アイシングクッキーでハッピータイム」。
10：00～ and  14：00～＊午前・午後2回開催予定
参加料4000円（5才～大人）

10/13（土）関東学院大＊学 共生デザイン学科
淡野ゼミ「不織布を使ってミサンガ」をつくろう。
14：00～16：30 参加料500円（5才～大人）
10/20（土）田中清隆「光とカゲで遊ぼう」をつくろう。
10：00～15：30 参加料500円（5才～大人）

作品販売協力アーティスト：
やまゆりの・田中絵奈・小川敦子・しばたあい
岡典明・大森牧子・衛守和佳子・上野彰子

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱山装・鶴見金網㈱・㈱南部フーズ・㈱ニットー・㈱横浜シーサイドライン
㈱横浜八景島・玉家運輸倉庫㈱・㈲協和タイヤ商会・㈱セキド・㈱中込製作所・並木コミュニティハウス

㈱メルヘン・㈱ヨコハマ機工・㈱HIGASHI-GUMI・東海シヤリング㈱・㈲竹内紙器製作所・女子美術大学デザイン
工芸学科 プロダクトデザイン専攻アップサイクルデザインプロジェクト松本ゼミ
女子美術大学大学院環境デザイン領域飯村ゼミ・関東学院大学人間共生学部共生デザイン学科淡野ゼミ
助成：「ヨコハマアートサイト」 後援：横浜市金沢区役所



テーマ：
「発熱」「情熱」「白熱」「灼熱」「熱気」
「熱血」「熱帯」「熱闘」
～どんな「熱」が伝わるか？

仕事への情熱・誇り・こだわり・それだけは譲れない！
など、それぞれ心の内にある種の「熱」を秘めて、誰もが
日々仕事をしていると思います。時代が変わる時に「熱」
を帯びる。そのタイミングで新しいモノ発散させてみたい。
今までの企画は、アーティストが発するある種の「熱」「こ
んなことやってみたい」「こんな展示をしてみたい」という、
ある種の覚悟と熱意と情熱が感じられ、多くの人が共感
して突き動かされたと思います。7回目の本企画は、
その部分にフォーカスしてさらにその面白さを見せていく
展示・ワークショップを目指します。

会社まるごとギャラリーでは、参加アーティストのみな
さんの視点や作品の力で、すこしずつ金沢区の工業団
地の魅力を引き出してもらっています。今回、新しく協力
を要請いただく工場もあります。今年もその流れを引き
継ぎ、新たな魅力を発見し、こらからの「熱」を生み出せ
たらと思います。

参加アーティスト：
川名マッキー・布施新吾・石田美穂・竹本真紀
ミノティカ（つちやみのる）・五十嵐道子・小川敦子
秋元直樹・田中清隆

ワークショップ：
9月28日（土）川名マッキー「百顔繚乱」撮影体験
＊オープニングにて
10月26日（土）秋元直樹「利き酒」（酒クイズ）
＊クロージングにて
11月4日（祭）小川敦子「アイシングクッキー」。
10：00～ and  14：00～＊午前・午後2回開催予定
参加料4000円（5才～大人）
11月9日（土）川名マッキー「金沢区・工場撮影散歩」。
9：30～17：00  参加料3000円（中学生以上～大人）

作品販売協力アーティスト：
やまゆりの・田中絵奈・小川敦子・片岡操・しばたあい
岡典明・大森牧子・上野彰子・衛守和佳子・五十嵐道子

2019年9月28日（土）～10月26日（土）

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱山装・鶴見金網㈱・㈱南部フーズ・㈱ニットー・㈱横浜シーサイドライン

㈱横浜八景島・玉家運輸倉庫㈱・㈲協和タイヤ商会・㈱セキド・㈱中込製作所・並木コミュニティハウス
㈱メルヘン・㈱ヨコハマ機工・㈱HIGASHI-GUMI・東海シヤリング㈱・㈲竹内紙器製作所

女子美術大学デザイン・工芸学科 プロダクトデザイン専攻アップサイクルデザインプロジェクト松本ゼミ
女子美術大学大学院環境デザイン領域飯村ゼミ・関東学院大学人間共生学部共生デザイン学科淡野ゼミ
助成：「ヨコハマアートサイト」 後援：横浜市金沢区役所



テーマ：
「世の中を明るく元気に楽しませるアート」

2020年になってから現在まで多くの事で、世の中はだ

いぶ「混乱」しています。この状況もいつまで続くのか？
先が見えないところがあり、不安の声も多々聞こえてき
ます。そこで、この「混乱」の中でもみなさんに元気に
なってもらえる「明るく元気に楽しいもの」をテーマとして
アートワークをお届けしたいと思います。また、日頃「慣

れ」てしまって「飽き」ている事柄や、上手くいかない事
から、再び学び、生まれ変わるチャンスがあると考えて
タイトルを「Reborn＝リボーン」とします。
8回目の本企画は、その部分にフォーカスしてさらに
その面白さを見せていく展示・ワークショップを目指しま

す。（今までに企画運営に関わったアーティスト+協力
会社・学校+スタッフなどの大まかな合計は約120人余
りです。）＊会社まるごとギャラリーでは、参加アーティ
ストのみなさんの視点や作品の力で、すこしずつ金沢
区の工業団地の魅力を引き出してもらっています。今

回、新しく協力を要請いただく工場もあります。過去の
流れを引き継ぎつつ、新たな魅力を発見するために
「Reborn＝リボーン」を目指します。

参加アーティスト

天野浩子・上野彰子・松尾玲央奈・コントオル
竹本真紀・川名マッキー・小川敦子・岡典明・田中清隆

展示A
アーティストの作品数点をWEBサイト上にて展示公開

展示B
協力会社（工場）の屋外スペースに新作の展示
展示C
2013～2019年の「会社まるごとギャラリー」の記憶資料
をWEBサイト上にて公開

協力：山陽印刷㈱・㈱坪倉興業・㈱山装・鶴見金網㈱・ ㈲協和タイヤ商会・㈱中込製作所・㈱ヨコハマ機工

東海シヤリング㈱・ ㈲竹内紙器製作所・㈱共立紙器・㈱武居商店・㈱沖セキ・㈱HIGASHI-GUMI
助成：「ヨコハマアートサイト」 後援：横浜市金沢区役所

2020年9月26日（土）～10月31日（土）



2021年10月30日（土）～11月28日（日）
～金沢の産業エリアを巡る楽しむ～

「地域を歩きながら作品を見つける楽しさ」をテーマに今年のまるギャラは外に出ました。
地図を手に、金沢の産業地域を巡る楽しさ、発見、驚きがあると思います。
地図には作品展示場のほかテレビでもお馴染みのショップやお食事処も掲載しました。秋のひと時をゆったりとお過ごしください 。

テーマ：
「地域を歩きながら作品を見つける楽しさ」
地図を持って工場地域を歩き回る形式の展覧会。
それぞれの歩調で、各々の気持ちでゆっくり楽しむ景
観とアート。
住み続けられるまちづくりを考え、地域を巡ってさまざ
まな作品に出会うことがテーマです。

タイトル：「景色」 （your steps and my steps）
廃材という地域ならではの素材を作家が別の形にする
こと=あるものの見方を変えて読み替える試みは、この
展覧会のひとつのカタチです。
景色とは作品の主題や、景色と作品の対比や適合、
景色の一部に作品がなる、つくる責任やつかう責任
等、広くとらえられていただけるタイトルとしました。

参加アーティスト
[フラワーデザイナー] 五十嵐 道子
[美術作家] 大森 牧子
[立体造形作家] 岡 典明
[ガラス作家] 片岡 操
[アートデザイナー] コン トオル
[ペーパークラフト作家] しばた あい
[光造形作家] 田中 清隆
[美術作家] 巾崎 知佳

展示内容
展示A
アーティストの作品数点をWEBサイト上にて展示公開
展示B
協力会社（工場）の屋外スペースに新作の展示
＊屋外スペースのため、いつでも観覧できます
展示C
2013～2020年の「会社まるごとギャラリー」の記憶資料
をWEBサイト上にて公開
WEBにて作品公開と屋外作品展示の企画です。

協力：㈱冲セキ、関東プリンテック㈱、㈱共立紙器製作所、㈲協和タイヤ商会、山陽印刷㈱

㈲竹内紙器製作所、㈱坪倉興業、鶴見金網㈱、東海シヤリング㈱、 ㈱HIGASHI-GUMI
㈱メルヘン、㈱山装、㈱ヨコハマ機工 （50音順・敬称略）
助成：「ヨコハマアートサイト」 後援：横浜市金沢区役所



㈱坪倉興業

2015 「共に想う閃き」 松尾玲央奈



㈲協和タイヤ商会

2018 lines, wires and surface   コントオル

鶴見金網㈱

2017 「記憶の抽象」山田裕介



㈱坪倉興業

2018 「プラス」と「クロス」 田中清隆

山陽印刷㈱ 鶴見金網㈱

東海シヤリング㈱

㈱ヨコハマ機工

㈲協和タイヤ商会 ㈱坪倉興業

2019 「ラックのキオクを集める旅」 竹本真紀



鶴見金網㈱

2020  Please choose … 松尾玲央奈


