
18：30　19：30

10/6SAT

ふくやま美術館壁面にて
映像作品上映

映像ライトアップ

前夜祭

「ふくやまアート・ウォーク2012」は、
福山駅周辺や福山城周辺の文化ゾーン一帯で、
国内外のアーティストによる作品展示やパフォーマンス、
陶器・ガラス・染色のワークショップなど
多彩なアートで遊べる2日間です。

http://art.bingo-web.net

総合案内所：広島県立歴史博物館前

710 710
10/7SUN
音楽やＣＧアート、チケット制飲み放題にフードも

多数、多彩な企画で盛り上げます。 
チケット：〔前売り〕1,800円・〔当日〕2,300円
〈お問合せ〉（社）福山青年会議所

TEL.084-922-5992

福山城幸盛ナイト
2012

会場：福山城天守閣前

～夜のお城を楽しもう～

16：30　21：00

ふくやまアート・ウォーク2012

88MONMONMONSUNSUNSUN
〈お問合せ〉

福山市役所市長公室秘書広報課（広報担当）
TEL.084-928-1003

福山うずみフェスタ
2012

会場：福山中央公園
（まなびの館・ローズコム）

～掘り出せ！！旬の福 福山うずみごはん～

10/7SUN8MONSUN MONSUN MON
10：00　16：00

福山城周辺／湯殿／ふくやま美術館周辺／福寿会館

ふくやま文学館／天満屋福山店前／アイネスフクヤマ地下／さんすて福山



広島県立歴史博物館前（ＪＲ福山駅北口より徒歩５分）

〈会場マップ配布場所〉 総合案内所・ＪＲ福山駅観光案内所

総合案内所

〈会 期〉2012年 10月７日［日］・８日［祝］
10：00～17：00

ふくやま文学館

福寿会館

広島県立
歴史博物館

至岡山→
←至広島 北口

ふくやま美術館

J R 福 山 駅

福山城

伏見櫓
湯殿

総合案内所P

P

■ ART WALK eco TALK

内容：福山城と文化ゾーン周辺を散策
しながら自然観察をしよう〔無料〕

場所：ふくやま美術館前集合

担当：岡田 臣司

● ワークショップ

内容：型染めエコバッグ、ハンカチづくり〔材料費実費〕
場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地

担当：北野 静樹

10/７［日］ 13：30 ～日時：
■ 型染めワークショップ

■ ガラスのワークショップ ■ 陶のワークショップ

10/７［日］ ８［祝］10：00～16：00日時：

内容：プラスティック板に絵を描いてキーホルダーやアクセサリーを作ろう〔材料費実費〕

場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地

■ プラ板 de アート
10/７［日］ ８［祝］10：00～16：00日時：

内容：おうちマグネットをつくろう〔材料費実費〕
場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地

担当：中曽 智子

10/７［日］10：00～16：00日時：

内容：キルンワーク〔材料費実費〕
場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地

担当：森　美樹

日時：10/ ８［祝］10：00～16：00

●福山城「伏見櫓」見学会
日時：10/７［日］10：00／11：00／13：00

●「山元サトシ」ライブ

場所：ふくやま美術館前
　　　愛のアーチ前

日時：10/７［日］13：00
10月7日［日］午前10時・11時・午後１時の計３回、伏見
櫓の見学会を行います。収容能力に限りがあるため、現地
にて午前９時30分より入場整理券を配ります。

日時：10/６［土］18：30 ～19：30

● 前夜祭「映像ライトアップ」

場所：ふくやま美術館 東側緑地

● 山元サトシ LIVE

● 丸山いずみ（ギター演奏：岡崎隼）・
　 斉藤清光の映像作品を上映

ふくやまアート・ウォーク2012

山際正巳（滋賀）丸山いずみ（岡山） 金 正周（韓国）

宮崎郁子（岡山）

曺 榮熙（韓国） 山下夏木（福岡） 現代美術二等兵（東京・大阪）

H i !  L E G（東京）

■主管／福山葦陽ライオンズクラブ　　　■担当／アート･ウォーク「福山城」部会
■主催／福山城アートプロジェクト実行委員会 （福山商工会議所・社団法人福山青年会議所・福山葦陽ライオンズクラブ・福山食ブランド創出市民会議）
■共催／福山市鞆の浦歴史民俗資料館　　　■運営協力／コウモリ鯛（福山大学学友会執行部他・備後地域の大学学友会執行部・一般市民）
■後援／駐広島大韓民国総領事館・福山市・福山市教育委員会・広島県立歴史博物館・公益社団法人福山市観光協会・福山市商店街振興組合連合会
　　　　広島経済同友会福山支部・広島県東部観光推進協議会・エフエムふくやま （順不同）
■お問合せ／ 福山商工会議所　TEL. 084-921-2345　http://art.bingo-web.net

若木くるみ（京都）

〈出展作家〉 

●スタンプラリー
会期中の２日間、スタンプマークの
あるアート・ウォーク作品展示場所
やパフォーマンス会場でスタンプして
ご応募いただいた方の中から抽選
で豪華景品が当たります。

入場
無料

アート・ウォーク
サポーター

コウモリ鯛

斉藤清光（ニューヨーク） 陶芸工房ＰＡＯ（福岡）

吉田一郎（徳島）

藤本高廣（熊本）

担当：福山大学学友会ＹＲＣ（ボランティア）部
福山大学学友会執行部

日時：10/7［日］11：00

●パフォーマンス
「愛のアーチを包む」

場所：ふくやま美術館前“愛のアーチ”

吉田一郎 と 蔵王わんぱくスマイルチームが
ふくやま美術館前“愛のアーチ”を布で包む！

キュレーター／ 櫛野展正・ ヨシダコウブン

アート で 遊ぼっ!!
〈会 場〉 福山城周辺／湯殿／ふくやま美術館周辺／福寿会館／ふくやま文学館

天満屋福山店前／アイネスフクヤマ地下／さんすて福山

丸山いずみ

※当日、歴史博物館前「総合案内所」とJR福山駅構内「観光案内所」等で
　詳しい会場マップを配布します。

〈賛助出品〉

・ ズガ・コーサクとクリ・エイト

・ あんずの家

・ 蔵王わんぱく
　スマイルチーム

〈パフォーマンス〉

・ 若木くるみ

「カオカオの
　　大ちゃん」ズガ・コーサクと

クリ・エイト（兵庫）
ズガ・コーサクと
クリ・エイト（兵庫）



2008　Miniart International Exhibition（Busan, Korea） 
2009　Asia-Europe Exhibition in the Balta Gallery

（Kaunas, Lithuania） 
2010　Art Document（Kanaza Forest of Creation, Japan）
2011　Art Walk（Fukuyama, Japan） 
2012　Small Size Works fiber art from Asia and Europe 

Janina Monkute-Marks Museum & Gallery
（Lithuania）

Present : Director of Craftstory

ARTIST PROFILE

information

総合案内所：広島県立歴史博物館前

10：00　17：00
710 8SUN MON

18：30　19：30

10/6SAT

ふくやま美術館壁面にて
映像作品上映

映像ライトアップ

前夜祭

http://art.bingo-web.net

福山城周辺／湯殿／ふくやま美術館周辺
福寿会館／ふくやま文学館／天満屋福山店前

アイネスフクヤマ地下／さんすて福山

■主管／福山葦陽ライオンズクラブ
■担当／アート･ウォーク「福山城」部会
■主催／福山城アートプロジェクト実行委員会 
　　　　　 福山商工会議所・社団法人福山青年会議所・福山葦陽ライオンズクラブ・
　　　　　 福山食ブランド創出市民会議

■共催／福山市鞆の浦歴史民俗資料館
■後援／駐広島大韓民国総領事館・福山市・福山市教育委員会・
　　　　広島県立歴史博物館・公益社団法人福山市観光協会・
　　　　福山市商店街振興組合連合会・広島経済同友会福山支部・
　　　　広島県東部観光推進協議会・エフエムふくやま （順不同）

■協賛／天満屋福山店・アイネスフクヤマ・さんすて福山
■協力／ “コウモリ鯛” 福山大学学友会執行部他
　　　　　　　　　　備後地域の大学学友会執行部
　　　　　　　　　　一般市民
■キュレーター／ 櫛野展正・ ヨシダコウブン

■お問合せ／ 福山商工会議所　TEL.084-921-2345

ふくやまアート・ウォーク2012

1 金  正 周  ［布］
Kim, Jung-Ju

2010　「嗚呼！ 改造彫刻ヴィーナス」VOICE GALLERY pfs/w（京都）
2011　「無美術」　VOICE GALLERY pfs/w（京都）
2011　「7組のアーティストによる７つの愛のかたち「愛の秘密工作展」HEP HALL（大阪）
その他個展、グループ展多数。

2 現代美術二等兵 ［駄美術］
Gendai Bijutsu Nitouhei4 曺  榮 熙  ［羊毛フェルト］

Jo, Young-He

B.F.A, M.F.A Kyoung Won Universty（Fiber Art）
Doctorial Program of Dept. Clothing&Textile in Busan 
National Universty 
Solo Exhibition 9 times（Seoul, Busan, Okayama, Fukuoka）

Solo Exhibition 6times （`98 Busan/Korea,`00 Seoul/Korea,`01 
Fukuoka/Japan,`02 Busan/Korea,`06Busan/Korea,`07 Fukuoka/Japan）
Today's Art Textile （Tokyo/Japan, Busan/Korea）
International Tanam Art Festival （Fukuii, Japan） 
JAPAN & KOREA Fiber Art Connection（Tokyo/Japan, Busan/Korea）
Fiber Art Show （Tokyo/Japan, Busan/Korea）
International FIber & Fashion Art Festival （Busan/Korea）
Asia-Europe Exhibition in the Balta Gallery （Kaunas, Lithuania）
2012　Small Size Works fiber art from Asia and Europe 

Janina Monkute-Marks Museum & Gallery
（Lithuania）

Present. Instructor of Busan National University

B.F.A Ewha Woman's University （Fashion design）
M.S Philadelphia University （Textile Design）

ちょっと堅苦しい現代美術にクスッと笑えるスパイスを加
え、見る人誰もが楽しめる作品を作り続ける、籠谷シェー
ンとふじわらかつひとの2人によるアートユニット。
〈籠谷シェーン〉
1967年生まれ 大阪出身・大阪在住
京都市立芸術大学彫刻専攻卒

2008　“DOTMOV FESTIVAL 2008 - twin nose dirt” MOCA 
china（香港）

　　　“Image and Motion - Laughing man, Twin nose 
dirt” The Smart Festival,c/o Open Concept 
Gallery（グランドラピッド, ミシガン）

2009　“Digital Art. LA 2009-laughing man” L,A, Center 
for Digital Art（カリフォルニア）

2010　“Giggling,Bubbling” Da Gallery（ニューヨーク）
2011　“foolish drawing book signing party and 

exhibition” Gg gallery（ニューヨーク）
2012　“The Influential Female” Kentler International 

Drawing Space（ニューヨーク）
2012　“ペラペラアート” 天満屋倉敷店（岡山）

3 斉藤清光  ［インスタレーション・映像］
Kiyomitsu Saito

8 丸山いずみ  ［映像］
Izumi Maruyama

2000　高知大学教育学部芸術文化コース卒業
2006　映像展「旅と日常」（勝央美術文学館）
2007　「石村朋子の世界展」賛助出品（奈義町現代美術館）
2008　おかやま県民文化祭「アート屋台村ギャラリー」（津

山市商店街）
2010　映像展「sign」（岡山市／公文庫カフェ）
　　　個展「福井泉展　Books」（岡山市／天神山文化ホール）
　　　個展「spring」（岡山市／ cifa-cafe）
2011　ふくやまアートウォーク（福山市）
2011　Living art project（真庭市勝山）

学生時代より映像制作をはじめ、現在まで公私にわたりく
るくると製作中です。季節感、生活感あふれる作品をお楽
しみいただければと思います。

1958　熊本生まれ

2009-2011　阿蘇郡小国町にてアサヒ鉄工展

2011　阿蘇ライダーズベースの依頼により６.５メーター
のバイクモニュメント製作

2012　ゼロセンター、GALLERY KOEN（熊本、鹿児島）にて
展覧会。

7 藤本高廣（ズベ）［鉄］
Takahiro Fujimoto “ZUBE” 5 陶芸工房ＰＡＯ ［陶器］

Tougei Koubou PAO

6 H i !  L E G  ［ファインアート］

萩生かな、寺川秋穂、吉山桃子の3人によるアートユニッ
ト。ともに武蔵野美術大学映像学科在学中。現在、自ら
を出演させるパロディ作品シリーズ「有名になりたいプロ
ジェクト」を制作・実行している。

2011　「GEISAI受賞者展」Hidari Zingaro（東京）
2011　「”petit” GEISAI#15」東京都立産業貿易センター台東館（東京）
2011　「千 代田芸術祭アンデパンダン展」3331 Arts 

Chiyoda（東京）
2011　「AAC Fresh!!!」The Artcomplex Center of Tokyo（東京）
2011　「ARTLABOX 4月回」   The Artcomplex Center of 

Tokyo（東京）
2012　「飯田橋文明フェス」飯田橋文明（東京）
2012　「3331アンデパンダン・スカラシップ展vol.2」3331 

Arts Chiyoda（東京）

〈ふじわらかつひと〉
1968年生まれ 大阪出身・東京在住
京都市立芸術大学彫刻専攻卒

〈柳　忠義〉
1967　福岡県生まれ
1988　九州産業大学芸術学部卒業
1989　アトリエ飛行船陶芸研究所入社
1997　陶芸工房パオ（福岡）設立

〈タナベヨシミ〉
1967　鹿児島県生まれ
1986　東京純心女子短期大学デザイン科卒業
1989　アトリエ飛行船陶芸研究所入社
1997　陶芸工房パオ（福岡）設立

10 山際正巳  ［立体像］
Masami Yamagiwa12 吉田一郎  ［布］

Ichiro Yoshida

　彼の口は自分で自分を褒める事に忙しい。『正巳くん、よう
頑張るなぁ』『日本一やなぁ』『O.K.  GOOD!』しかも大声で。
　彼の手もまた、休むことがない…出勤前に家事を済ませ
風呂掃除をする。やまなみに着くとカーテンを開け窓や机
を拭く。来客が来ると珈琲を入れ、古新聞の回収もする。
　そんな忙しい日常の中で、彼にしか分からない今だ！と
いう時にだけ粘土に向かう。そして、すさまじい勢いで作
品は作られていく。至福の時だ。ごつごつとした大きな手
は、可愛く、小さな人形を次々に作る。
　冬でも汗が額に光る。そしてまた大声がやまなみに響
く。『正巳くんよう、頑張るなぁ』『O.K.  GOOD!』

1972年生まれ　滋賀県在住
1990年より『やまなみ工房』に所属

岡山市に生まれ，幼少時から人形を作り続けている。
1995　エゴン・シーレ画集に出会い，衝撃を受け，シーレ

作品の人形による立体化を手がけるようになる。
1998　倉敷での個展を皮切りに京都，東京，岡山，千葉な

どで，個展，グループ展を多数開催。
2001　ニューヨークでのドールフェア「A Gatherring of 

Excellence」に出展。
2009　「岡山県天神山文化プラザ企画・天プラセレクショ

ン」に選出され，個展開催。
2010　プラハのルドルフィヌム（芸 術 家 の 家）企 画

「Decadence Now !」に出品。
2011　岡山市文化奨励賞（芸術部門）を受賞
http://www1.ocn.ne.jp/~kmz/

1975　福岡生まれ
2002　個展「歓」 福岡市美術展 奨励賞
2003　個展「宿」 
2004　里山DEアート展,秋月芸術祭出品
2005　犬のさんぽ展,秋月芸術祭出品　　　　　　　　　

個展「Daily Dogs」
2006　個展「Illustration & Drawing」 秋月芸術祭出品　
2007　Grasp展,秋月芸術祭,動物DEアート展出品　　　

IMS X’masコンペ入選
2008　Exhibition「Doppelganger」（彫刻の岩永貴史氏と2人展）
2011　たろうのおでかけ,ガラス工房ロゴスと3人展「ある

空間の融合展」　　　　　　　　　　　　　　　
秋月芸術祭出品 

大学卒業直後やぶれかぶれで応募した岡本太郎賞でグラ
ンプリに輝き注目される。近年は制作そっちのけでマラソ
ンに没頭。2012年6月、阿蘇カルデラスーパーマラソン
100キロ女子年代別（29歳以下）１位。もはやどこを目指し
ているのかわからない、見失い系美術家。今回は2日間の
ために、頭を剃りあげ、新作に挑戦。

9 宮崎郁子  ［アートドール］
Ikuko Miyazaki11 山下夏木  ［絵画］

Natsuki Yamashita

1960　大阪市生まれ

18年前より四国で生活

　「こどもから見たら大人は巨人」をテーマに身の回りの

素材で3.7mの「おおびとさん」を制作。

　こどもの目線でこの世界を見たら、ふしぎふしぎ、わく

わくの世界です。こつこつまじめ、こてこてつくる。手と手

で考える。

13 若木くるみ［パフォーマンス］
Kurumi Wakaki

http://homepage3.nifty.com/2touhey/

2008　京都市立芸大卒業制作展 市長賞
2009　第12回岡本太郎現代芸術賞展  太郎賞

〈賞歴〉

2010　「モーターさま」アートスペース其の延長／ギャラリー恵風（京都）
2011　「お面」岡本太郎記念館（東京）
2011-2012　「車輪の下らへん」ギャラリー jin（東京）

〈個展〉

2011　岡本太郎100周年イベント／表参道ヒルズ
　　　「TARO LOVE」展／渋谷西武デパート（東京）

〈グループ展〉

入場無料

「ふくやまアート・ウォーク2012」は、

　 公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団・
一般財団法人義倉・ふくやま国際交流協会の助成を受けています。

協力／（有）阿吹運送店
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さんすて福山

●宮通り商店街

商店街周辺

■ 芸術の秋「華の宮通り」
～ストリートファッションーや
　お茶席、お琴の演奏ほか、
　多彩なメニューを揃えた2日間～
主催：福山宮通り商店会
お問合せ：酒のマエダ
　　　　　TEL.084-923-1719

●久松通商店街
■ ひさまつ通り11人衆
　　　技ギャラリー＆屋台村
～見て体感して、食べて楽しめる2日間～
主催：福山久松通商店街振興組合
お問合せ：ブティックナカムラ
　　　　 TEL.084-922-1844

●福山中央公園
■ 福山うずみフェスタ2012

１０月７日・８日の２日間、福山の伝統郷土料理
「福山うずみごはん」をテーマに、福山の秋を彩り、
旬の幸が味わえる美味しいイベントを開催します。
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福山城・駅周辺

ART WALK MAP & STAMP RALLY
アート・ウォークマップ＆スタンプラリー

EVENT INFORMATION イベント情報

1 金 正周 ［布］（ふくやま美術館 東側緑地）

２ 現代美術二等兵 ［駄美術］（福寿会館 大広間）

４ 曺 榮熙 ［羊毛フェルト］（福山城 湯殿）

５ 陶芸工房ＰＡＯ ［陶器］（福山城 湯殿）

６ Hi!  LEG ［ファインアート］（さんすて福山）

７ 藤本高廣（ズベ）［鉄］（ふくやま美術館前 愛のアーチ南側緑地）

８ 丸山いずみ ［映像］（ふくやま文学館／ふくやま美術館 東側壁面）

９ 宮崎郁子 ［アートドール］（福寿会館 本館・洋館／ふくやま文学館）

10 山際正巳 ［立体像］（アイネスフクヤマ地下）

11 山下夏木 ［絵画］（福寿会館 大広間）

12 吉田一郎 ［布］（福山城北側 天守台の礎石／ふくやま美術館前 愛のアーチ）

13 若木くるみ［パフォーマンス］（天満屋福山店 正面玄関前）

〈出展作家〉

● 広島県立歴史博物館

● ふくやま美術館

● 福山城博物館

● ふくやま文学館
スタンプラリー
会期中の２日間、スタンプを７つ集
めて各スタンプラリーポイントでご応
募ください。ご応募いただいた方の
中から抽選で豪華景品が当たります!

文化ゾーンエリアで開催されている展示会のご案内

秋の企画展
「考古学と伝統工芸 ー今に伝わる広島の伝統工芸ー」
１０月５日［金］ ～ 1１月１８日［日］

特別展
「横浜・三溪園の名宝展」
  豊臣秀吉書状、狩野探幽、横山大観、一挙公開！
９月２２日［土］ ～ 11月2５日［日］

秋季特別展
「福山城展　－城郭と城下町－」
10月６日［土］ ～ 11月2５日［日］

那須正幹の世界
「ズッコケ三人組」、そして広島・ヒロシマ
9月16日［金］ ～ 11月2５日［日］

Ⅰ あんずの家 ［絵画］
（ふくやま美術館 東側斜面）

〈賛助出品〉

Ⅱ 蔵王わんぱくスマイルチーム+吉田一郎 ［布］
（福山城北側 天守台の礎石）

Ⅲ ズガ・コーサクとクリ・エイト ［紙］
（福山城北側 売店跡）

STAMP
HERE

STAMP
HERE

STAMP
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STAMP
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STAMP
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STAMP
HERE

STAMP
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Ⅰ

Ⅲ Ⅱ ■ ART WALK eco TALK

内容：福山城と文化ゾーン周辺を散策しながら
自然観察をしよう〔無料〕

担当：岡田 臣司

内容：型染めエコバッグ、ハンカチづくり
〔材料費実費〕

担当：北野 静樹

10/７［日］ 13：30 ～日時：

■ 型染めワークショップ

■ ガラスのワークショップ

■ 陶のワークショップ

10/７［日］ ８［祝］10：00～16：00日時：

内容：プラスティック板に絵を描いてキーホルダーやアクセサリーを
作ろう〔材料費実費〕

■ プラ板 de アート
10/７［日］ ８［祝］10：00～16：00日時：

内容：おうちマグネットをつくろう〔材料費実費〕
担当：中曽 智子

10/７［日］10：00～16：00日時：

内容：キルンワーク〔材料費実費〕
担当：森　美樹

日時：10/ ８［祝］10：00～16：00

●福山城「伏見櫓」見学会●ワークショップ
日時：10/７［日］10：00／11：00／13：00
10月7日［日］午前10時・11時・午後１時の計３回、伏見
櫓の見学会を行います。収容能力に限りがあるため、現
地にて午前９時30分より入場整理券を配ります。

担当 福山大学学友会ＹＲＣ（ボランティア）部
福山大学学友会執行部

日時：10/7［日］11：00

●パフォーマンス

「愛のアーチを包む」

場所：ふくやま美術館前“愛のアーチ”

「カオカオの大ちゃん」

ズガ・コーサクとクリ・エイト「銭湯」

★パフォーマンス「若木くるみ」

場所：天満屋福山店 正面玄関前

●ふくやま美術館「アートの仲間づくりウィーク」

日時：10/６［土］18：30 ～19：30
場所：ふくやま美術館 東側緑地

● 山元サトシ LIVE

● 丸山いずみ（ギター演奏：岡崎隼）・
　 斉藤清光の映像作品を上映

● 前夜祭
「映像ライトアップ」

吉田一郎 と 蔵王わんぱくスマイルチームが
ふくやま美術館前“愛のアーチ”を布で包む！

お問合せ：福山市役所市長公室秘書広報課（広報担当）
　　　　 TEL.084-928-1003

～掘り出せ!! 旬の福 福山うずみごはん～
10/７［日］ ８［祝］10：00～16：00日時：

参加団体：【書】一華会
【日本画】葦の会／日本画同好会ⓦ／墨悠会ⓦ
【洋画】絵画教室 アトリエ中西ⓦ／一の会／健土会／光風会広島グ
ループ／Gｏûｔ（グー）の会／秀美会／水陽会／創造美術会広島支部
／絵画研究会 ＤＲＣⓦ／東光会福山グループ／パルテノン／美友会／
絵画系 みどり会／ラボルト
【版画】福山エッチング同好会ⓦ
【工芸】公益社団法人日本工芸会中国支部／竹工芸同好会ⓦ／ふくや
まステンドグラス協会
【手芸】キルトタイムⓦ／創作人形創作フラワー アトリエＯＮＥ／ダネラ（デ
ンマーク手芸）ⓦ／ニットサロンいわさきⓦ
【ボランティア】ふくやま美術館ボランティアの会 くすのき
ⓦ：ワークショップあり

主催：ふくやま美術館、参加27団体
お問合せ：ふくやま美術館　TEL.084-932-2345

会期：１０月２日［火］～８日［月・祝］
会場：ふくやま美術館　ギャラリ―・ホール

３ 斉藤清光 ［インスタレーション・映像］（福寿会館 西客室・西茶室／ふくやま美術館 東側壁面）

A

場所：ふくやま美術館前集合 A

場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地 B

場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地 B

場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地 B

場所：ふくやま美術館前愛のアーチ北側緑地 B
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★パフォーマンス
「吉田一郎」 ＋
「 蔵王わんぱくスマイルチーム」

10/７［日］ ８［祝］
10：00～17：00

日時：

場所：ふくやま美術館前 愛のアーチ
10/７［日］ 11：00日時：

協力／(株)ミヤジ

さんすて福山

6

●「山元サトシ」ライブ

場所：ふくやま美術館前　愛のアーチ前
日時：10/７［日］13：00




