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久留米市美術館開館記念 

九州をあそぼう ダンボールアート遊園地 in くるめ 

	 

	 チャンピオンズ（テレビ東京）などでおなじみのダンボール王岡村剛一郎が

驚きの発想と技術によって生み出すダンボールアートの世界をご紹介します。	 

	 今回のテーマは「九州」。九州各県の見どころをダンボール製の遊具に仕立て、

1部屋 1県、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄をテーマとし

8部屋で展開します。また、展示室の壁には子ども向けに各県を紹介するパネル

を設置し、遊具で遊ぶだけでなく、楽しみながら九州の地理や文化も学ぶこと

ができます。ぜひご家族でお楽しみください。	 

	 

展覧会名	 	 九州をあそぼう	 ダンボールアート遊園地	 in	 くるめ	 

会期	 2016 年 11 月 19 日（土）〜2017 年 1 月 22 日（日）	 

会場	 久留米市美術館	 （本館 1階）	 

主催	 久留米市美術館、RKB 毎日放送	 

スペシャルパートナー	 

特別協賛	 

協賛	 

	 

	 

株式会社ブリヂストン	 

学校法人久留米大学、株式会社筑邦銀行	 

瞬報社写真印刷（株）九州支店	 

後援	 久留米市教育委員会、毎日新聞社、朝日新聞社、読売新聞社、西日本新聞社	 

企画協力	 文化企画	 

入場料	 3 歳以上 500 円	 2 歳以下は無料（小学生以下は保護者同伴）	 

休館日	 月曜日（1/9 は開館）	 年末年始（12/28〜1/3）	 

開館時間	 10:00〜17:00（入館は 16:30 まで）	 

交通案内	 JR	 博多駅より JR	 久留米駅まで新幹線で 20	 分（快速で 40 分）	 

福岡(天神)駅より西鉄久留米駅まで特急で 30	 分、急行で 40	 分	 	 

本展に関する	 

お問い合わせ	 

久留米市美術館	 

展覧会担当：泉田佳代	 

広報担当：森	 智志、松隈知子	 

〒839-0862	 福岡県久留米市野中 1015（石橋文化センター内）	 

TEL0942-39-1131/	 FAX0942-39-3134	 

	 	 

＊同時開催展覧会（本館 2階）	 

	 展覧会名	 「2016 ふたたび久留米からはじまる。九州洋画」	 

	 入場料	 	 	 一般 1,000 円（800 円）	 シニア 700 円（500 円）	 大高生 500 円（400 円）	 中学生以下無料	 	 

	 	 	 	 	 	 	 ※（	 ）内は 15 名以上の団体料金、シニアは 65 歳以上、前売りあり。	 
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展覧会のみどころ（内容は予定、写真はイメージです。） 

久留米市美術館にダンボールの遊園地がやってきます。タイヤのゲートをくぐると、みんなを

待っているのは山笠の迷路や阿蘇山のすべり台。楽しく遊びながら九州をぐるっとひと回りし

てみましょう。スタンプラリーもあります。	 

	 

	 

	 	 

	 

久留米出身の画

家、古賀春江の《素

朴な月夜》をモテ

ィーフにした 3Dア

ート。記念撮影も

できます。	 
☆福岡	 

☆鹿児島 

☆久留米	 	 

 
☆熊本	 	 

	 

〈阿蘇山すべり台〉	 

太宰府の楼門ゲートをくぐると福岡

の迷路が登場。山笠飾り山、福岡タ

ワーなど福岡の観光スポットオブジ

ェを迷路の上に展示します。	 

☆佐賀	 	 吉野ヶ里遺跡のすべり台	 

☆長崎	 	 龍踊り迷路	 

☆大分	 	 別府温泉型ボールプール、湯布院馬車カート	 

☆宮崎	 	 高千穂峡ボート、天岩戸トンネル	 

☆沖縄	 	 BOX	 水族館	 

	 

	 

	 

	 

	 

種子島宇宙センター関連オブジェ。	 

その回りをテトロッコで周回できます。	 

その他の県  

〈迷路〉	 

古賀春江《素朴な月夜》	 

《素朴な月夜》	 

〈テトロッコ〉	 

〈木馬〉	 
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関連ワークショップ ＊②、③は要事前申込。申込方法はチラシをご覧ください。 

①	 ダンボールであそぼう	 

開催日：12 月 3 日（土）	 

時	 間：10:00-15:00（所要時間 30 分程度）	 

場	 所：本館 1階多目的ルーム	 

対	 象：小学生以上	 

定	 員：最大 50 名（キットがなくなり次第終了）参加費：キット 1個につき 100 円	 

	 

②	 九州ご当地ワークショップ-長崎編「コラージュでオリジナル凧
はた

をつくろう」	 

開催日：1月 7日（土）	 

時	 間：午前の部 11:00-12:30	 午後の部 14:00-15:30	 

場	 所：本館 1階多目的ルーム	 

対	 象：3歳以上（小学生以下の場合は保護者同伴）	 

定	 員：各回 15 名	 参加費：200 円（材料費）	 協力：小川凧店	 

	 

③	 九州ご当地ワークショップ-福岡編「博多張子
はりこ

に絵付けしよう」	 

開催日：1月 8日（日）	 

時	 間：午前の部 11:00-12:30	 午後の部 14:00-15:30	 

場	 所：本館 1階多目的ルーム	 

講	 師：河野正明氏（博多張子	 工芸師）	 

対	 象：小学生以上（小学生の場合は保護者同伴）	 

定	 員：各回 15 名	 参加費：200 円	 

	 

作者紹介 

岡村剛一郎(おかむら	 こういちろう)	 	 

1977 年香川県生まれ。2003 年「ＴＶチャンピオン・第３回ダンボール

アート王選手権」（テレビ東京）で準優勝。2009 年第３回キッズデザイ

ン賞 2009・コミュニケーションデザイン部門にて「キッズデザイン賞」

受賞。同年「チャンピオンズ」（テレビ東京）にダンボール王として出

演。現在ｈａｃｏｍｏ株式会社・最高執行責任者（ＣＯＯ）。「ハッピー

コミュニケーション」をコンセプトに、ダンボール工作のイベントやワ

ークショップを通して、子ども達の創造性を育む活動を展開している。	 

〈凧のイメージ〉	 

申込不要 
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作品掲載に関するお願い	 

1.   作品掲載をご希望の方は、別紙の「画像利用申込書」にて申請ください。	 

2.   展覧会の広報を目的とした使用に限らせていただきます。二次使用はできません。	 

3.   作品の文字のせ、トリミングはできません。	 

4.   当館が指定するクレジットを必ず作品と一緒に掲載してください。クレジットは別紙の

「広報画像利用申込書」をご参照ください。	 

5.   広報用作品以外の画像をご希望の場合は、申込書の「その他」の欄にタイトルを記入し

てください。	 

6.   掲載見本を必ず 1 部お送りください。	 


