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D. Ga�ery特別展

開館時間 ／ 午前10時～午後5時（オープニング／1.20（土） 17:30～）
休 館 日 ／ 毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
入館料金 ／ 大人 ¥800（¥600）／高校・大学生 ¥600（¥400）
  小学・中学生 ¥400（¥300）※（　）内は20名以上の団体料金

レクチャー（別館会議室）
◆佐々木雅浩　　1月20日（土）16：00～
◆伊藤弘彦　　　2月17日（土）15：00～
ワークショップ（別館会議室）
◆たかぎあきこ　3月17日（土）14：00～　先着6名（費用1,000円）
 「ガラスで作る大人かわいいアクセサリー」

企画／
特定非営利活動法人Art-Set 0
〒489-0042
愛知県瀬戸市仲切町３番地
TEL.0561-83-0484　Email : info@art-set-zero.org
http://art-set-zero.org

アートでつなぐ人々の 和
特定非営利活動法人Art-Set 0

アートでつなぐ人々の 和
特定非営利活動法人Art-Set 0Glass show in Aichi　企画／

愛知のガラス展
～愛知、教育現場からのガラスの表現～

佐々木雅浩 Masahiro SASAKI
2018 

1.10（水） ▼1.28（日）
在廊予定日／1/12,19,20

伊藤弘彦 Hirohiko ITO
2018 

2.6（火） ▼2.25（日）
在廊予定日／2/6,13,25

たかぎあきこ Akiko TAKAGI
2018 

3.9（金） ▼3.25（日）
在廊予定日／3/17,24,25

◎休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日） ◎休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）



●経歴
1969年 愛知県に生まれる
1993年 愛知教育大学 総合造形コース 卒業
1995年 富山ガラス造形研究所 研究科 卒業
現在 愛知教育大学 准教授 (2008 年～ )
●受賞歴
1999年 ‘99日本現代ガラス展・能登島　銀賞
1999年 ‘99世界工芸コンペティション・金沢　優秀賞
2009年 第 4回 KOGANEZAKI･器のかたち･現代ガラス展『VESSEL』 黄金崎グランプリ
2009年 第 4回現代ガラス展 in 山陽小野田  土屋審査員賞
2010年 国際ガラス展・金沢 2010  奨励賞
●展覧会
2001年 ｢現代ガラスの魅力展」 姫路市立美術館（姫路）
2008年 ｢彼方へ－土×ガラス－　安藤郁子　佐々木雅浩」瀬戸新世紀工芸館（瀬戸）
2009年 ｢ガラスの変貌」ギャラリーヴォイス（多治見）
2011年 ｢ガラスの変貌Ⅱ」ギャラリーヴォイス（多治見）
2014年 「iGlass 2014」THE  LEVANT ART GALLERY（中国）
2015年 「2015韓・日ガラス造形交流展」　Glass Island Mac  Art Museum（韓国）
2016年 「Collision & Fission ‒ Exhibition of Contemporary Glass Artist」
 Tianyuan Glass Art Center（中国）
2017年 「Life-world /lebenswelt Ausstellung Exhibition」　
 Alexander Tutsek-Stiftung（ドイツ）
2017年  「Japanisches Glas heute」 Glasmuseum Frauenau ( ドイツ）
●パブリック コレクション
ウェスティン ナゴヤキャッスル・金沢市・金沢卯辰山工芸工房・黄金崎クリスタルパーク・
星稜高校・富山ガラス美術館・能登島ガラス美術館・吉野谷村・Alexander Tutsek-Stiftung・
Grand Crystal Museum 

●経歴
1969年 愛知県に生まれる
1993年 愛知教育大学 総合造形コース 卒業
1995年 富山ガラス造形研究所 研究科 卒業
現在 愛知教育大学 准教授 (2008 年～ )
●受賞歴
1999年 ‘99日本現代ガラス展・能登島　銀賞
1999年 ‘99世界工芸コンペティション・金沢　優秀賞
2009年 第 4回 KOGANEZAKI･器のかたち･現代ガラス展『VESSEL』 黄金崎グランプリ
2009年 第 4回現代ガラス展 in 山陽小野田  土屋審査員賞
2010年 国際ガラス展・金沢 2010  奨励賞
●展覧会
2001年 ｢現代ガラスの魅力展」 姫路市立美術館（姫路）
2008年 ｢彼方へ－土×ガラス－　安藤郁子　佐々木雅浩」瀬戸新世紀工芸館（瀬戸）
2009年 ｢ガラスの変貌」ギャラリーヴォイス（多治見）
2011年 ｢ガラスの変貌Ⅱ」ギャラリーヴォイス（多治見）
2014年 「iGlass 2014」THE  LEVANT ART GALLERY（中国）
2015年 「2015韓・日ガラス造形交流展」　Glass Island Mac  Art Museum（韓国）
2016年 「Collision & Fission ‒ Exhibition of Contemporary Glass Artist」
 Tianyuan Glass Art Center（中国）
2017年 「Life-world /lebenswelt Ausstellung Exhibition」　
 Alexander Tutsek-Stiftung（ドイツ）
2017年  「Japanisches Glas heute」 Glasmuseum Frauenau ( ドイツ）
●パブリック コレクション
ウェスティン ナゴヤキャッスル・金沢市・金沢卯辰山工芸工房・黄金崎クリスタルパーク・
星稜高校・富山ガラス美術館・能登島ガラス美術館・吉野谷村・Alexander Tutsek-Stiftung・
Grand Crystal Museum 

●経歴
1990年 福岡県生まれ
2015年 愛知教育大学　現代学芸課程造形文化コース　卒業
2015年～ 2017年
 瀬戸市新世紀工芸館 ガラス工芸担当臨時職員
現在　 　　　　　同上  ガラス工芸担当嘱託職員
●展覧会
2015年 「第８回ガラス教育機関合同作品展」　東京都美術館　(台東 )
2015 年 「もうひとつの卒展」　ギャラリー葵丘　(岡崎 )
2015 年 「愛知教育大学－陶とガラスの造形展－」　瀬戸市新世紀工芸館　(瀬戸 )
2016 年 「ガラスの軌跡 2016」　画廊じんがら　(知立 )
2016 年 「よいの形」　ギャラリーヴォイス　(多治見 )
2017 年 「ガラスの軌跡 2017」　画廊じんがら　(知立 )

●経歴
1990年 福岡県生まれ
2015年 愛知教育大学　現代学芸課程造形文化コース　卒業
2015年～ 2017年
 瀬戸市新世紀工芸館 ガラス工芸担当臨時職員
現在　 　　　　　同上  ガラス工芸担当嘱託職員
●展覧会
2015年 「第８回ガラス教育機関合同作品展」　東京都美術館　(台東 )
2015 年 「もうひとつの卒展」　ギャラリー葵丘　(岡崎 )
2015 年 「愛知教育大学－陶とガラスの造形展－」　瀬戸市新世紀工芸館　(瀬戸 )
2016 年 「ガラスの軌跡 2016」　画廊じんがら　(知立 )
2016 年 「よいの形」　ギャラリーヴォイス　(多治見 )
2017 年 「ガラスの軌跡 2017」　画廊じんがら　(知立 )

愛知のガラス展 ～愛知、教育現場からのガラスの表現～愛知のガラス展 ～愛知、教育現場からのガラスの表現～
きりとりきりとり

PROFILE
佐々木雅浩（Masahiro SASAKI）
愛知教育大学　准教授

●経歴
1983 年 大阪府に生まれる
2006 年 名古屋芸術大学 美術学部 造形科 ガラスコース 卒業
2007 年 アートウェーブWAO プロジェクト (福井県大野 )
2008 年 名古屋芸術大学美術学部造形科 ガラス研究生 卒業
2008 - 2011 年 　東京・大阪・茨城のガラス工房勤務
2014 年 新島国際ガラスアートフェスティバル
 Dante Marioni Class ( スカラーシップ受賞 )
2015 年 Pilchuck Glass School ( アメリカ )
現在 名古屋芸術大学美術学部 ガラス技術員 (2012 年～ )
●受賞歴
2012 年 ビアマグランカイ 入選
2012・2013 年　茨木市美術展 入賞
2014 年 U35・500 ARTISTS JAPAN EXHIBITION 入選
2015 年 ‘15 日本のガラス展 入選
2015 年 第６回 現代ガラス展 in 山陽小野田 入選
2015 年 工芸都市高岡 2015 クラフトコンペティション 入選
2016 年 第 11 回 TAGBOAT AWARD 入選
2016 年 第 17 回 SICF 入選
●展覧会
2013 年 「Cute Little Things」 spectrum gallery( 大阪 )
2014 年 「たかぎあきこ 展 -AKIKO TAKAGI GLASS EXHIBITION-」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2014 年 クリエイターズマーケット ギャラリー＆画廊招待ブース出展 (名古屋 )
2014 年 常滑フィールド・トリップ (常滑 )
2015 年 Akiko Takagi Glass Exhibition 「 current 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2015 年 幻想館 トキを刻む空間 名古屋市市政資料館 (名古屋 )
2016 年 Akiko Takagi Glass Exhibition「 CLAIR 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2017 年 ファン・デ・ナゴヤ美術展 2017( 名古屋 )
2017 年 Transparency of Summertime Gallery Life Seeding ( 台湾 )
2017 年 Akiko Takagi Glass Exhibition「 星々 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )

●経歴
1983 年 大阪府に生まれる
2006 年 名古屋芸術大学 美術学部 造形科 ガラスコース 卒業
2007 年 アートウェーブWAO プロジェクト (福井県大野 )
2008 年 名古屋芸術大学美術学部造形科 ガラス研究生 卒業
2008 - 2011 年 　東京・大阪・茨城のガラス工房勤務
2014 年 新島国際ガラスアートフェスティバル
 Dante Marioni Class ( スカラーシップ受賞 )
2015 年 Pilchuck Glass School ( アメリカ )
現在 名古屋芸術大学美術学部 ガラス技術員 (2012 年～ )
●受賞歴
2012 年 ビアマグランカイ 入選
2012・2013 年　茨木市美術展 入賞
2014 年 U35・500 ARTISTS JAPAN EXHIBITION 入選
2015 年 ‘15 日本のガラス展 入選
2015 年 第６回 現代ガラス展 in 山陽小野田 入選
2015 年 工芸都市高岡 2015 クラフトコンペティション 入選
2016 年 第 11 回 TAGBOAT AWARD 入選
2016 年 第 17 回 SICF 入選
●展覧会
2013 年 「Cute Little Things」 spectrum gallery( 大阪 )
2014 年 「たかぎあきこ 展 -AKIKO TAKAGI GLASS EXHIBITION-」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2014 年 クリエイターズマーケット ギャラリー＆画廊招待ブース出展 (名古屋 )
2014 年 常滑フィールド・トリップ (常滑 )
2015 年 Akiko Takagi Glass Exhibition 「 current 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2015 年 幻想館 トキを刻む空間 名古屋市市政資料館 (名古屋 )
2016 年 Akiko Takagi Glass Exhibition「 CLAIR 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )
2017 年 ファン・デ・ナゴヤ美術展 2017( 名古屋 )
2017 年 Transparency of Summertime Gallery Life Seeding ( 台湾 )
2017 年 Akiko Takagi Glass Exhibition「 星々 」 ギャラリー龍屋 (尾張旭 )

PROFILE
たかぎあきこ（Akiko TAKAGI）
名古屋芸術大学　ガラス技術員

PROFILE
伊藤弘彦（Hirohiko ITO）
瀬戸市新世紀工芸館　ガラス工芸担当嘱託職員

　美しくカラフルなガラスを使用し、
思いのままに組み合わせて、オリジナ
ルな作品を制作します。
　色ガラスの種類は豊富で、透明や半
透明・不透明なガラスがあり、カラフ
ルでキラキラしていて見ているだけで
ワクワクします。
　作るものは、ブローチ・イヤリング・
ピアス・ネックレス・お着物用の帯留の
中からお好きなものを1点制作してい
ただけます。
　ガラス専用の工具の使い方も学び
ながら、ガラスを切ったり、削ったりし
て制作していきます。
　ご興味を持たれた方は、右記の詳細
をご確認の上、お申し込みください。

・ 3月17日(土)14:00～
　(1時間ほどを予定しております)
・ 定員：先着6名様 
・ 体験料金：¥1,000（材料費＋送料）
・ 入館料が別途必要です。
・ 支払い方法：当日美術館にて現金払い
・ 受付先：大一美術館のホームページの “お問合
せ”からお申し込みください

＊制作してもらった作品は、電気炉で焼いてから後
日発送という形になります。
＊当日作品の持ち帰りは出来ません。ご注意くだ
さい。
＊細かいガラスを使用しますので、お子様とご一緒
の参加はお承りできません。

「ガラスで作る大人かわいいアクセサリー」
ワークショップを開催します。（別館会議室）

レクチャー（※要入館料）
◆佐々木雅浩　1月20日（土）16：00～（別館会議室）
◆伊藤弘彦　　2月17日（土）15：00～（別館会議室）

D. Ga�ery特別展

アートでつなぐ人々の 和
特定非営利活動法人Art-Set 0Glass show in Aichi　企画／

愛知のガラス展
～愛知、教育現場からのガラスの表現～

◎休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日） ◎休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）


