開発好明：中2病 展 イベントプログラム

イベントカレンダー

参加者募集！出店者も募集中！あなたのやる気も募集中！

7July

8August

｜コーヒー＆ミルク＆シュガー（卓球）
16sat 
14:00- ｜左ページ参照

オープニングスペシャル
モライもん

物品募集！

モライもんがあなたの助けを待って
いる。作家が初日からダンボール箱
一丁でお出迎え。皆さんからもらっ
た何かで成長していきます。会期中
モライもん箱を設置。アート、燃える
物、燃えない物に分けられていきま
す。モライもん

717 16
00

ノータレントショー

716  14
00

コーヒー＆ミルク＆
シュガー
（卓球）
た卓球台で、試合。審判はシュガー

事前予約制

中２病校歌を作ろう

情けないようなパフォーマンスばかり。 ［料金］¥500［定員］20名
集まったみんなで詩を作り、その場

19tue

で作曲して校歌を作ります。詩は開

20wed

発好明、作曲は角銅真実が担当し
ます。16
00からは、スネアドラムと

募集です。過去２回で

ソロライブを行います。

は、ここから作家にな

休館日

 ｜ボーイズデー

開館時間随時｜男の子には、開発好明から粗品
をプレゼント！

P ｜酔い遺跡

16:00- ｜酔いつぶれた開発好明の遺跡を作ろう！

｜第１回発泡屋台
24sun 
10:00- ｜左ページ参照

724 、87 、21 、94 、18 10
0013
00

夏休みは子ども向けイベントも多数！

出店者募集！

730 10
00 〜 731 11
00

事前予約制

開発隊長と夏休み子どもキャンプ
「巨人デーデッポ」vol.4

美術館の庭でアート屋台が出現します。自分の
作品が見せたい、小物が売りたい。何かトライし
てみたい。そんな皆さんの参加をお待ちしてい

［参加料金］¥5,000 ［定員］20名

910 13
00 〜 911 13
00

事前予約制

今年は大人向けキャンプも開催！
［ゲスト講師］窪田研二 ［参加料金］¥10,000 ［定員］10名
美術館、地域、食を楽しむ１日キャンプ。キャンプ中に参加者はキュレター
になったつもりで美術館での企画展示を
考えて頂きます。料金に食事、温泉が含ま
れています。大人の充実したキャンプをお

ナイトクルーズ

［料金］¥500 ［定員］20名

［料金］¥500 ［定員］10名
発泡スチロールでできた茶室「発

暗い部屋の中で銀紙をつかって、

泡苑」でお茶を嗜もう。美術館で

キラキラ光る街の風景を作ります。

拾った野花をつかって生け花、掛

街の中に線路をひいて電車を走ら

け軸を描いて、オリジナル空間の

せ、ナイトクルーズを楽しみます！

6sat
7sun

14:00- ｜集まったみなさんのやりたいことを共有
し、集まったみなさんで実現します !

開館時間随時｜左ページ参照

8mon

休館日

9tue
10wed

 ｜48点満点テスト

あなたの家に眠っている不要なものを、お持ちく

誰かに感謝の気持ちを伝えたい事柄はありません
か？ 開発好明があなたの代わりに感謝の気持ちを
相手にお伝えします。

開発好明があなたにエールを送ります！

会期中、会場では「作品模写」が可能！また、
「ランチで開発好明にアー

休館日

30tue
｜新しい遊び
31wed 
気まぐれ｜参加者と新しい遊びを考えます

9September
1thu
2fri
｜古着でぬいぐるみをつくろう
3sat 
14:00- ｜いらなくなった服を素材に、ぬいぐるみ
を作ってみよう!

気まぐれ｜展示作品で遊ぼう!

 ｜勉強アート 算数
27wed 11:00｜もしも算数の授業がアート的だったら…？

｜中学校コスプレデー
13sat 
開館時間随時｜中学生の格好をしてきた方は入
場無料！

 ｜郵便局ハンコ作り

30sat  ｜開発隊長と夏休み子どもキャンプ
「巨人デーデッポ」4

左ページ参照

31sun  ｜開発隊長と夏休み子どもキャンプ
「巨人デーデッポ」4 左ページ参照

イベントの参加申し込みは
こちらまで（すべて先着順となります）
応援パフォーマンス

29mon

市原湖畔美術館３周年記念日
第2回発泡屋台

11:00- 随時｜料金 ¥500｜ゴム印を作って、手紙
を書き、未来郵便局に投函しよう！

14sun
15mon

 ｜ナイトクルーズ

14:00- ｜左ページ参照

休館日

 ｜糸電話伝達絵画

kaihatsu2016@lsm-ichihara.jp

参加イベントお名前人数ご連絡先を明記
の上、
メールにてお申し込みください


こちらのサイトから
お申込み

14:00- ｜糸電話で伝えられた絵はどうなる ?!

｜褒めちぎってあげる会
7wed 
褒められて欲しいこと・ものをご持参ください！

8thu
9fri
10sat  ｜大人キャンプ
 ｜ノイズライブ

Low-Tec（開発好明＋高安利明）によるラジオや

バイオリン、ターンテーブルを使ったノイズライブ。

17wed

気まぐれ｜３分間で可能なワークショップに挑戦！

12mon

18thu

 ｜ガールズデー

13tue

開館時間随時｜女の子には、開発好明から粗品
をプレゼント !

｜飛行機を作って湖へ飛ばそう
20sat 
14:00- ｜遠くまで届く紙飛行機作りに挑戦！

 ｜第3回発泡屋台
 ｜ファニーチャーを作ろう

アーにでかけます。

15thu
16fri
17sat 

｜どこでも生花

11:00- ｜美術館周辺にある野花で生け花してみよう!

 ｜駅伝ドローイング

14:00-｜選手交代でドローイングし続ける駅伝に
参加しよう!

休館日

18sun  ｜第５回発泡屋台

23tue
｜シルバー（65歳以上）
デー
24wed 
開館時間随時｜シニアの方には、開発好明からの
粗品をプレゼント！

25thu

休館日

｜気ままワゴンツアー
14wed 
気まぐれ｜開発好明が集まった方とミステリーツ

14:00- ｜¥500｜発泡スチロールをつかって、おかし
な形の家具を作ってみよう!

22mon

左ページ参照

左ページ参照
11sun  ｜大人キャンプ

 ｜３分間ワークショップ

21sun

休館日

6tue

16tue

｜こども音声ガイド作り
19fri 
14:00- ｜展覧会の感想をガイドにしてみよう!

感謝の電話グラティチュード

ト相談（
」事前予約制）
でお悩み相談を受けられます！

 ｜愛銀行

14:00- ｜参加者と新しい競技を考え遊びます

5mon

しみます。

誰かの何かがあなたに当たる抽選会

品となります。

なたの原風景を描きます。

｜15 走ゆっくり走など、新しい競
技をつくって大会

28sun 

挙に放送！

楽しみください。

ださい！ この日の来館者が参加する大抽選会の景

 ｜勉強アート 理科
4thu 10:00｜もしも理科の授業がアート的だったら…？

中でお茶を楽

8 月7日［日］は、市原湖畔美術館 3 周年記念デー

 ｜急に万歳

気まぐれ｜突然バンザイする作家に遭遇するかも?!

｜輪になろう
12fri 
気まぐれ｜みんなでどのぐらいの輪がつくれるか？

29fri

注文の多いお茶会

するパフォーマンス

11:00- ｜もしも社会の授業がアート的だったら…？

26tue 11:00- ｜もしも国語の授業がアート的だったら…？

休館日

 ｜勉強アート 国語

トの交流の場として楽しんでください。

814 14
00 事前予約制

｜ボナペティ
27sat 
12:00- ｜ディスコミニュケーションな食事に挑戦

4sun  ｜第４回発泡屋台

28thu

724 14
00 事前予約制

今年はお化け屋敷作りだよ。

 ｜勉強アート 社会

｜  上映会
11thu 
開館時間随時｜展覧会のために作った CM を一

14:00- ｜左ページ参照

ます。参加は1回でも５回でも構いません。アー

巨人デーデッポから湖畔美術館を守れ！
４回目の子どもキャンプになります。

 ｜注文の多いお茶会

25mon

様々なクリエイターの物が観られます。もちろん買えるものも！

休館日

｜ゆで卵屋台
26fri 
気まぐれ｜あなたの好みのゆで卵をつくります

 ｜勉強アート 音楽
3wed 11:00｜もしも音楽の授業がアート的だったら…？

22fri 気まぐれ｜展示作品で遊ぼう!

入れたクッキーを作ろう！

発泡屋台

2tue

 ｜刺さった場所が100点

加をお待ちしています。

おすすめイベント

1mon

 ｜原風景屋台
5fri 11:00｜ ¥500｜あなたのお話を聞きながら、あ

 ｜フォーチュンクッキーを作ろう
23sat 11:00｜ ¥500｜定員10組｜オリジナルの占いを

悪いのか。あなたの参

ちしています。

21thu

声、キーボードを使った角銅真実の

材を輩出！ いいのか

な もの を お 待

｜中２病校歌を作ろう＋角銅真実ライブ
18mon 
14:00- ｜左ページ参照

パフォーマー募集！

り漫 才 師 になった 人

が欲しがりそう

｜ノータレントショー
17sun 
17:00- ｜左ページ参照

それがたまらない。

展示作品のひとつでイベントを開催！ これがアートなのか？
コーヒーとミルクのプールが置かれ そんな パフォーマー
で得点を入れるとカフェオレに。

718  14
00

ほぼ毎日作家によるパフォーマンスが行われるよ！

 ｜プッシュしてぽよん

11:00-｜¥500｜手を使わないで絵を描いてみよう！

｜飛ばないタコ
19mon 
14:00- ｜ ¥500｜家や車や人間 ... いつもは飛ば

 ＝イベント  ＝パフォーマンス  ＝ワークショップ

ないものをタコにして飛ばしてみよう！

