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千葉・松戸駅前にて、周辺地域のまちづくり事業に取り組む「松戸まちづくり会議（代表幹事：稲葉八朗（本町自治会会長）、以
下「松会」）」は「暮らしの芸術都市 -松戸アートラインプロジェクト 2012-」の企画として取り組んでいた、飲食店「大多福（おた
ふく・代表松本氏）」の外壁を会場にした巨大壁画「大多福壁画」を完成させ、さらに次なる壁画企画を進めています。また広報
紙を制作し松会エリアを中心に配布を始めるほか、「暮らしの芸術都市 -松戸アートラインプロジェクト2012-」の公式WEBサイ
トを 10 月 9 日より公開いたします。

次回の壁画企画の会場は松戸駅前・二丁目で結納品・日本人形などを扱う「寿センターシノダ」。参加アーティストは大多福壁
画と同じく、「鳥」をモチーフに作家活動を行なっている RE（あるい）氏。今回会場が結納品や慶祝関係の店舗であることから、
オーナー様との話し合いの結果「鳳凰」を描くことになりました。なお具体的な運営を行なっている松会内の壁画グループ（リ
ーダー：塚田章（三丁目西自治会））では RE 氏とともに、駅周辺のビル外壁等を活用して鳥の壁画作品が街なかを彩る企画を
進めており、今後はオーナー側からの依頼なども受け付けて参ります。

また松会では壁画をはじめとする活動状況やイベント情報などを日常的に発信すべく、広報紙および公式 WEB サイトを制作
しました。広報紙は広報グループ（リーダー：堀尾眞誠（三丁目東自治会））により制作され、昨年の松戸アートラインプロジェク
トに参加した芸術家・コイケジュンコ女史に参画いただいております。「松戸まちづくり瓦版」の名称で 10 月 7 日付けで発行さ
れ、1.5 万部が JR 松戸駅のラックスタンドや松会エリア各町会を経由して配布される予定です。表面に松戸まちづくり会議の趣
旨や松戸アートラインプロジェクト関連イベント情報、裏面はコイケジュンコ女史の責任編集という体裁でエンターテインメント
性の高い内容が盛り込まれています。なお広報グループでは年度内に次号の発行を目指し、継続的に活動する予定です。

さらに公式 WEB サイトは 10 月 9 日より本格公開し、開催概要や参加アーティスト情報、さらにはイベント情報や運営体制など
を発信します。関係者が Facebook を日々活用することで自動で WEB が更新されるよう、Facebook を高度に活用し連動する
WEB システムを構築した点が特徴になります。

■大多福壁画 展示
展示期間
：2012 年 10 月 6 日（土）～ ※以降、恒久的に展示
参加アーティスト

：RE（あるい） ※別紙「壁画グループ 参加アーティストプロフィール」参照

会場

：大多福 （おたふく・松戸市本町 6-10） ※別紙「大多福壁画」参照

主催

：松戸まちづくり会議（壁画グループ）

■寿センターシノダ壁画
寿センターシノダ壁画 制作
制作期間
：2012 年 10 月 5 日（金）～10 月 12 日（金）予定 ※制作時間等はお問い合わせ下さい
展示期間

：2012 年 10 月 13 日（土）以降、恒久的に展示される予定です

参加アーティスト

：RE（あるい） ※別紙「壁画グループ 参加アーティストプロフィール」参照

会場

：寿センターシノダ （松戸市松戸 1834-2） ※別紙「寿センターシノダ地図/完成イメージ」参照

主催

：松戸まちづくり会議（壁画グループ）
※なお会場となる壁面は少し離れた場所からご覧いただく想定となります
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■広報紙概要
広報紙概要
名称

：松戸まちづくり瓦版

仕様

：A3 縦サイズ/ 両面（2 ページ） / フルカラー

発行部数

：15,000 部

発行日

：10 月 7 日（日）

参加アーティスト

：コイケジュンコ ※別紙「広報紙 参加アーティストプロフィール」参照

表面内容

：挨拶 / 松戸まちづくり会議とは / 高砂通り酔いどれ祭りレポート他

裏面内容

：コイケジュンコ責任編集「まつがわら」
※別紙「広報紙イメージ」参照

配布

：JR 松戸駅ラックスタンド / 松会エリア内町会関係 / 松戸市役所 / その他

発行元

：松戸まちづくり会議

編集

：松戸まちづくり会議（広報グループ）

■公式 WEB サイト概要
サイト名称
：暮らしの芸術都市 -松戸アートラインプロジェクト 2012URL

：http://matsudo-artline.com/ ※別紙「公式 WEB サイトイメージ」参照

メニュー内容

：開催概要 / アーティスト / カレンダー / メンバー

特徴

：松戸まちづくり会議の Facebook ページと連動して更新されます
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・壁画グループ
壁画グループ 参加アーティスト
参加アーティストプロフィール
アーティストプロフィール
RE（未来世紀メキシコ）｜丸井哲之
RE
（未来世紀メキシコ）｜丸井哲之
クリエイター集団“未来世紀メキシコ” の一員であり、 アパレルブランド 5W を展開しているペインター／デザイナー。松戸駅
前の古民家群「旧・原田米店（松戸市松戸 1874）」内にアトリエを構え、洋服や広告などのグラフィックデザインを軸に、イベント
でのライブペイントでも精力的に活動している。

・大多福壁画
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・寿センターシノダ地図
寿センターシノダ地図/
地図/完成イメージ
完成イメージ

壁画制作の舞台となるのは寿センターシノダの上層階部分。春雨橋方面から鑑賞いただく壁画となる予定です。

・広報紙 参加アーティストプロフィール
コイケジュンコ
1974 年生まれ。1997 年女子美術大学卒業。『HI-FUKU』（非服＝「服に非らず」）という名前のもと、方々で拾い・買い・貰い集
めた紙などで、非機能的だが実際に人間が着る事のできる等身大の服・靴などを制作。 日常（「ケ」 ）に「ハレ」をもたらすべく、
意味のないものを追い続けている。 また、じじばばの日常や生態を切り取った木版画も多く制作。
展覧会に「コイケジュンコ店」（六本木・アート・バイ・ゼロックス・ギャラリー、2006）、「平成じじばばめんこ 深川スタアシリーズ」
（深川いっぷく、2009）、「TAYA presents ガモウクリエイティブ 2009」衣装（原宿クエストホール）、「ディス・イズ・ジュンコ」（art
data bank、2010）、 「松戸アートラインプロジェクト 2011」など。生粋の千葉っ子。
http://www.koikejunko.com/

・広報紙イメージ
広報紙イメージ（左：表面、右：裏面）
イメージ（左：表面、右：裏面）
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・公式 WEB サイトイメージ

http://matsudo-artline.com/

＜松戸まちづくり会議 / 松戸アートラインプロジェクト について＞

松戸まちづくり会議（代表幹事：稲葉八朗（本町自治会会長）、副代表幹事：鈴木征男（平潟自治会会長））は本年 5 月に結成さ
れた団体です。松戸駅前に位置する 11 町会および町会連合会から町会長が参画し、事務局を松戸市および株式会社まちづ
クリエイティブ（代表取締役：寺井元一）が務め、対象地域におけるまちづくり活動を推進しています。本年は、2010 年より開始
された松戸市事業「松戸アートラインプロジェクト」の 2012 年度の運営母体として活動し、「暮らしの芸術都市 -松戸アートライ
ンプロジェクト 2012-」を開催します。
また下部組織として、地域課題ごとに複数のグループを形成しており、「壁画」「西口公園」「防犯」「江戸川」などのグループが
すでに活動しています。各町会の関係者、これまで町会活動に参加の薄かったマンション住民層、地域に関わりを持つ芸術
家、これまでのアートライン参画ボランティアなどが参加しています。これらのグループが主体となり、住民主導で各種のイベ
ント企画等を実現していきます。

松戸まちづくり会議

：http://goo.gl/y83r7 ※URL については今後変更の可能性があります

松戸アートラインプロジェクト

：http://matsudo-artline.com/
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＜株式会社まちづクリエイティブ について＞
について＞

株式会社まちづクリエイティブは、「脱東京」をコンセプトに都心に暮らすクリエイターやアーティストを誘致し、地方都市のエリ
ア価値向上を図る、まちづくり会社です。シティプロモーションのイベント企画運営、クリエイター向けの特殊な不動産サービス
のほか、新旧住民のコミュニティデザイン事業に取り組み、ソフト面による創造的な地域活性を実現してまいります。現在は千
葉県・松戸駅周辺を「MAD City」とブランディングし活性化を図る、「MAD City プロジェクト」を推進しています。

株式会社まちづクリエイティブ http://www.machizu-creative.com/
MAD City プロジェクト http://madcity.jp/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝このプレスリリースに関するお問い合わせ先
＝＝＝＝＝＝＝＝＝このプレスリリースに関するお問い合わせ先＝＝＝＝＝＝＝＝＝
このプレスリリースに関するお問い合わせ先＝＝＝＝＝＝＝＝＝
松戸まちづくり会議事務局（㈱まちづクリエイティブ内） 担当：庄子（しょうじ）／寺井（てらい）
TEL：047-710-5861 FAX：047-413-7542 E-mail： info@matsudo-artline.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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