
街 と 人 と ア ート を つ なぐ

会場会場
作品展示作品展示 協力展示会場15店舗（浦和駅西口）協力展示会場15店舗（浦和駅西口）

　アートイベント「うらわ街中」は本年で7回目の開催を迎えます。
　前回の「うらわ街中2020」展（2020年3月開催、6回目）は新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受け開催途中
の4月7日で閉幕となりました。今回は感染拡大対策で日常の変化する中、浦和駅周辺の協力展示会場15店舗と21
名の作家、そしてさいたま市民会館うらわホールでのジャズコンサート（かみむら泰一他メンバー）で開催する運びとなり
ます。ぜひ、街と人とアートがつなぐ浦和の「今」をご覧ください。

年年 月月 月月 日（日）日（日）日（金）日（金）20212021 11 11--88 3131

ジャズコンサートジャズコンサート さいたま市民会館うらわホールさいたま市民会館うらわホール

作品展示作品展示 ジャズコンサートジャズコンサート 17:30開場 18:00開演17:30開場 18:00開演
年年20212021

月月 月月 日（日）日（日）日（金）日（金）11 11--88 3131

年年 月月 月月 日（日）日（日）日（金）日（金）20212021 11 11--88 3131

各会場ごとに会期・展覧時間が異なります。ご確認のうえご観覧ください。各会場ごとに会期・展覧時間が異なります。ご確認のうえご観覧ください。

年年 月月 日（金）日（金）20212021 11 88

新型コロナウイルス対策のお願い

■各会場に設置された消毒液のご利用をお願いいたします。
■マスクの着用、うがい・手洗いなど、ご自身での感染予防対策をお願いいたします。
■咳やくしゃみをする際は、マスク、ハンカチ、ティッシュなどで口を覆う咳エチケットにご協力ください。
■発熱、咳、息苦しさ、倦怠感、下痢、関節痛ほか、体調不良がある場合は来場をお控えください。
■ジャズコンサート（1月8日）につきましては、入場時に検温を行わせていただきます。
　なお、検温の際に37 .5℃以上の発熱が確認された場合、入場をお断りさせていただきます。
■その他、各協力店舗・会場から指示がある場合は、そちらにもご協力ください。
■新型コロナウイルスの感染状況等により、予告なく展示・公演が中止・延期となる場合がございます。

展覧会・コンサートにお越しの際

前回（2020年）の模様前回（2020年）の模様

　浦和駅西口の協力会場15店舗での街中作品展示です。
　各会場ごとに会期・時間・休場日が異なります。詳しくは内
側の会場マップ・展示一覧をご覧ください。

オーネット・コールマン Music Concert
　アメリカのジャズ史に残るサックス奏者 オーネット・コールマン
の代表作、Free Jazzをプログラムに取り入れたコンサートです。
フリージャズの醍醐味をぜひこの機会にお楽しみください。

equal Music
かみむら泰一 sax
渡辺隆雄 trumpet
古和靖章 guitar
落合康介 bass
田嶋真佐雄 bass
則武諒 drums
白石美徳 drums

2021年1月8日（金） 17:30開場 18:00開演
会場 : さいたま市民会館うらわホール さいたま市浦和区仲町2-10-22
チケット ： 前売り3,000円 当日3,500円 学生2,000円
　　　　さいたま市民会館うらわおよび関連8施設にて販売
お問い合わせ
UrawaOCC@gmail.com または 080-3125-2750（実行委員会） まで

協力会場（順不同・敬称略）
住まいランド（株）白井商事コルソ店・ロイヤルパインズ前店 / 
雪山堂 コルソ店 / （有）サカタ本店 /
フリースタイルアンティークス / ふたば堂眼鏡店 /
和真ギャラリー / 三代目満作 / 加島屋商店 /
こもれび食堂+ / 美容室 Cotton / 浦和ワシントンホテル /
靴下と生活雑貨のお店 さきっちょ / 
アトリエ・リング （青山家住宅＋裏側の畑）

主催 さいたま市の美術家をつなげる会 うらわ街中実行委員会

https://urawa-art.net/

展示場所の詳細・作家プロフィールは
公式WebサイトまたはQRで

TEL 080-3125-2750

CHECK LIST うらわ街中2021 出品作家（順不同・敬称略）
谷川潤 西野入礼 田中宏美 村田裕生 余統亜 田神光季 熊谷美奈子
高田由紀子
石上城行 坂牛幹雄 吉武研司 千葉敏子 澤田石貴子 竹内博 茂木威史

陽山貴之 降矢桃果 岩垣有 大須賀冬彦 龍崎哲郎 石倉仁一郎

https://urawa-art.net/

展示場所の詳細・作家プロフィールは
公式WebサイトまたはQRで

年年 月月 日（金）日（金）20212021 11 88
オーネット・コールマン
Music Concert

equal Music
かみむら泰一 sax / 渡辺隆雄 trumpet  /
古和靖章 guitar / 落合康介 田嶋真佐雄 bass /
則武諒 白石美徳 drums
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吉武研司 千葉敏子／
靴下と生活雑貨のお店 さきっちょ
吉武研司 千葉敏子／
靴下と生活雑貨のお店 さきっちょ

浦和ワシントンホテル浦和ワシントンホテル
龍崎哲郎 石倉仁一郎（3Fロビー階） 坂牛幹雄（2F空間）龍崎哲郎 石倉仁一郎（3Fロビー階） 坂牛幹雄（2F空間）
石上城行（吹き抜け 外空間）石上城行（吹き抜け 外空間）

コルソコルソ

熊谷美奈子
高田由紀子／
和真ギャラリー
（和真浦和本館2F）

熊谷美奈子
高田由紀子／
和真ギャラリー
（和真浦和本館2F）

陽山貴之／
三代目満作
陽山貴之／
三代目満作

岩垣有／
こもれび食堂+
岩垣有／
こもれび食堂+

大須賀冬彦／美容室 Cotton大須賀冬彦／美容室 Cotton

谷川潤／
（株）白井商事ロイヤルパインズ前店
谷川潤／
（株）白井商事ロイヤルパインズ前店

オーネット・コールマン
Music Concert／
さいたま市民会館うらわホール

オーネット・コールマン
Music Concert／
さいたま市民会館うらわホール

澤田石貴子 竹内博 茂木威史／
アトリエ・リング（青山家住宅＋裏側の畑）
澤田石貴子 竹内博 茂木威史／
アトリエ・リング（青山家住宅＋裏側の畑）

村田裕生 余統亜／
フリースタイルアンティークス
村田裕生 余統亜／
フリースタイルアンティークス
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谷川潤／住まいランド（株）白井商事コルソ店谷川潤／住まいランド（株）白井商事コルソ店
西野入礼／雪山堂 コルソ店西野入礼／雪山堂 コルソ店
田神光季／ふたば堂眼鏡店田神光季／ふたば堂眼鏡店

5
降矢桃果／加島屋商店降矢桃果／加島屋商店

田中宏美／（有）サカタ本店田中宏美／（有）サカタ本店
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谷川潤
住まいランド（株）白井商事コルソ店

1月8日（金）～1月30日（土）
10:00～20:00 コルソ休館日休
さいたま市浦和区高砂1-12-1 浦和コルソ4F

1月8日（金）～1月30日（土） 
9:00～18:00 水曜休 店舗正面のウインドウ展示です。
さいたま市浦和区仲町1-11-9 白壁家ビル1F

1月8日（金）～1月17日（日）
10:00～18:00
店内に在席者がいるとき、入店し観覧できます。
さいたま市浦和区仲町2-13-18

1月8日（金）～1月31日（日）
10:00～20:00 コルソ休館日休
※コロナ禍の状況により予告なく休館、時間変更することがあります。
さいたま市浦和区高砂1-12-1 浦和コルソ4F

（株）白井商事ロイヤルパインズ前店

雪山堂 コルソ店

西野入礼

(有)サカタ本店

田中宏美

田神光季
Tagami Mitsuki

Murata Hiroki Yo TouaTanaka Hiromi

Nishinoiri Aya

Tanikawa Jun

村田裕生 余統亜

陽山貴之

岩垣有

展覧会観覧無料展覧会観覧無料
各会場ごとに
会期・展覧時間が異なります。
ご確認のうえご観覧ください。

コンサートをのぞくコンサートをのぞく※※

降矢桃果

大須賀冬彦

龍崎哲郎 石倉仁一郎 坂牛幹雄 石上城行

吉武研司（1F） 千葉敏子（2F） 澤田石貴子 竹内博    茂木威史

オーネット・コールマン Music Concert

1月8日（金）～1月24日（日） 
営業時間中常時観覧可 コルソ休館日休
※通路側ショーウィンドウでの展示です。
　夜間、通路閉鎖中は観覧できません。
※展示は1月4日（月）から
さいたま市浦和区高砂1-12-1 浦和コルソ1F

ふたば堂眼鏡店

1月8日（金）～1月24日（日） 10:30～18:30 木曜休
さいたま市浦和区仲町2-16-17 

フリースタイルアンティークス

1月8日（金）～1月31日（日） 10:00～20:00 ※最終日12:00まで 無休
※展示は1月4日（月）から さいたま市浦和区高砂1-13-2

和真ギャラリー（和真浦和本館2F）

1月9日（土）～1月23日（土） 終日観覧可 無休 さいたま市浦和区高砂2-1-19
浦和ワシントンホテル 3Fロビー階（龍崎哲郎 石倉仁一郎）・2F空間（坂牛幹雄）

1月15日（金）～24日（日）11:00～18:00 ※最終日17:00まで 木曜定休日には観覧できません
「さきっちょ」店舗は金・土・日営業（月～水予約制） ※木曜定休 
さいたま市浦和区岸町4-20-15 レインボーつきのみや1階（ギャラリー2階）

靴下と生活雑貨のお店 さきっちょ

1月8日（金） 17:30開場 18:00開演
チケット：前売り3,000円 当日3,500円 学生2,000円 
さいたま市浦和区仲町2-10-22

さいたま市民会館うらわホール

equal Music
かみむら泰一 sax / 渡辺隆雄 trumpet /
古和靖章 guitar / 落合康介 田嶋真佐雄 bass /
則武諒 白石美徳 drums

1月8日（金）～1月31日（日） 
終日観覧可 無休
さいたま市浦和区高砂2-1-19

浦和ワシントンホテル
吹き抜け 外空間

青山家住宅（竹内博 茂木威史） 1月8日（金）～1月17日（日）
裏側の畑（澤田石貴子）　　　 1月8日（金）～1月31日（日）
各10:00～17:00 無休
※裏側の畑の観覧は青山家住宅南側の公道からとなります。
さいたま市浦和区岸町4-21-12

アトリエ・リング （青山家住宅＋裏側の畑）

熊谷美奈子 高田由紀子

1月8日（金）～1月30日（土）
9:00～17:00 日曜・祝日休
さいたま市浦和区仲町2-17-6

三代目満作

1月8日（金）～1月17日（日） 
11:15～15:00／17:30～19:00 月曜・第3火曜休
※店内が混み合っている場合は入店をお待ちいただくことがあります。
さいたま市浦和区仲町2-16-15 ATビル 1F

こもれび食堂+

1月8日（金）～1月30日（土） 
9：00～21：00 日曜・祝日休
※店外からの観覧可／観覧のみも入場可
さいたま市浦和区仲町2-15-8

加島屋商店

1月8日（金）～1月31日（日）
10:00～19:00 第2・第3火曜休
※混雑時の入場は2名までの制限となります。
※会期終了後、2月28日（日）まで延長予定
さいたま市浦和区仲町2-16-4

美容室 Cotton

谷川潤谷川潤

西野入礼西野入礼

田中宏美田中宏美

田神光季田神光季

村田裕生村田裕生 余統亜余統亜

Kumagai Minako Takada Yukiko Yoyama Takayuki

Furuya Momoka

Iwagaki Yu Osuga Fuyuhiko

Iwagami ShiroyukiSakaushi MikioIshikura Jin-ichirouRyuzaki Tetsuro

高田由紀子高田由紀子

陽山貴之陽山貴之

降矢桃果降矢桃果

大須賀冬彦大須賀冬彦

熊谷美奈子 熊谷美奈子 

石倉仁一郎石倉仁一郎

龍崎哲郎龍崎哲郎

千葉敏子千葉敏子吉武研司吉武研司

石上城行石上城行坂牛幹雄坂牛幹雄

Chiba ToshikoYoshitake Kenji Takeuchi Hiroshi Motegi TakeshiTacaco Sawataishi

澤田石貴子澤田石貴子

竹内博竹内博 茂木威史茂木威史

岩垣有岩垣有
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年年20212021
月月 月月 日（日）日（日）日（金）日（金）11 11--88 3131

年年年202120212021
月月月 月月月 日（日）日（日）日（日）日（金）日（金）日（金）111 111---888 313131

展示情報・作家プロフィールについて
詳しくは当イベント公式サイトもご覧ください。
https://urawa-art.net/


