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スタッフ
ルーム

吊りものも可能な天井

掃除用具や屋外利用用具

3Dプリンター・レーザーカッター

天井からの仕切設置可能

はし
もと
ロッ
ジア
へ

上足エリア設置可能

しましまのへや（作業室）が見える窓

事務室

はしもとロッジア
可動ロッカー

展示などを容易にする
マグネットをボーダー状に設置

吸音素材 スライディングドアにより、
2室に分割可能

スライディングドアにより、
2室に分割可能

会議室へ

スタジオ小

スタジオ大へスタッフルームへの窓
（開閉可能）

天井バトン・スピーカー
スタッフルーム窓

スタッフル
ームへ

ロビーへ
チラシなど

ベンチ

スタッフルームに
プロジェクターを
仕込むことが可能

階段を振り返るとスタッフが作業を
しているのが見えます。市民の活動
とそれを支えるスタッフの活動が立
体的に見え隠れします。

階段を降りる際には作業
室や事務室から出入りす
るスタッフが見えます

スタッフルーム内か
ら会議室へアクセス
しやすい出入口

しずかなへや（スタジオ小）：
吸音と遮音性能を持ち予め黒く仕上
げられたこの部屋は、音を使った作
品や制作、映像インスタレーション
やレクチャーなど、メディア・アー
トを中心にしたプロジェクトに適し
ています。

コルクボードの壁：
１階と２階を行き来
する間にも案内や作
品の掲示ができます。

A はしもとロッジアの道具置き場：
道具が集められた一角です。適度にロッジア内に整理して見せることを
想定します。ここは来訪者へのアピールとなる場所です。

ふたつの正方形が重なった余白に、さまざまな
プロジェクトの可能性が詰まっています。

ポスターやサイン、名刺などの VIの展開例。
シンプルな形状は無限の遊び方を誘発します。

巨大なサイン看板があるロードサイドにおいて、どこからもひ
と目で分かるように東面全面にロゴをつけます。

Bしましまのへや（作業室）：
工作機械を使った音が出る作業の吸音と道具や脱着可能な棚などを掛け
られる機能を兼ねた有孔ボード仕上げとしています。

Cエントランスと事務室：
オープンな受付は、はしもとロッジアから受付を介してしましまのへや
（作業室）を覗くことができます。

Dとうめいなへや（会議室）：
スタッフ室と隣接しているので演者の控スペースや更衣室からの出入り
が容易な配置となっています。

Eしずかなへや（スタジオ小）：
映像機器やスピーカー等を吊れるよう天井バトンを配し、吸音と遮音性
能・遮光性能を持たせた部屋です。

Fスタッフ室：
スタッフはどの部屋へも簡単にアクセスが可能です。

Gたかまどのへや（スタジオ大）：
ハイサイドライトと屋外テラスから自然光が入る多目的な部屋

2階受付：
スタッフルームに直結しています。

とうめいな部屋（会議室）：
部屋は 2室に分割することができ、
打ち合わせや軽作業、レクチャーが
できるよう吸音性能にも配慮します。

ベンチ：
会議室の前の休憩や待ち
時間のためのベンチ

ガラスの扉：
可動テーブルや椅子の搬入
時にぶつけても大丈夫なよ
うに下部は板張りの框戸
で、開放してホワイエと一
体利用が可能です。

更衣室とつながる倉庫からは、
はしもとロッジアや作業室への
制作道具や備品の出し入れが直
接できるようになっています

2階から降りてくる
階段からは作業室の
様子がうかがえます

吊りバトン：
重量のある作品やバナー
など、プロジェクトに合
わせて空間を立体的に使
うことができます。

回転扉：
はしもとロッジアと広場は全面回転扉でつなが
ります。扉の室内側にはホワイトボードや棚、
展示しても外が見える展示用メッシュがついて
いて、屋内外の制作やイベント、講評会などの
幅広いプロジェクトを促します。

作業室に近接する倉庫

B しましまのへや（作業室）：
倉庫・事務室・はしもとロッジアに
囲われた配置とし、使い方に合わせ
て他の部屋との連動が可能です

C事務室：
各部屋にアクセスしやすい事務室。帯状と
することで、受付機能として来館者の視認
性と、プライバシーの確保を両立します。

情報コーナー

A 道具置き場 :
工具や掃除用具、デジ
ファブなどが置かれる

風除けとなるランドス
ケープによって、屋外の
快適な活動を支えます。

空調・照明は、こまめに ON/OFFができるよう、
各部屋個別の制御ができる計画とします。

はしもとロッジア内の家
具は屋外へ運び出して利
用することが可能です。

相模原湖の流木チップ使用

さがみはら津久井産材を手
の触れる家具に用います。

ロビーは分散的に配置し
て性格わけすることで、
多用途に活用することの
できる場とします。

Eしずかなへや（スタジオ小）
周囲をスタッフルームで囲っているので音が
たかまどのへや（スタジオ大）やとうめいな
へや（会議室）へ漏れるのを防ぎ、スタッフ
の出入りも便利な配置となっています。

優先交渉者の計画梁せい
を活かし、計画段階での
柱位置の変更を可能とし、
用途に合わせたより柔軟
な提案ができます。

Fスタッフ室
各部屋に面する形状とし、大人数
でも個人でも作業しやすい場をそ
れぞれ設けています。ロビーに面
した受付も室内から移動可能です。

Gたかまどのへや
ハイサイドライト
やテラスなどの外
部を活用した展示
も可能です。

展示棚：
スタジオで制作したもの
をすぐ展示できる

大きな開口と吹抜
けを活用し、外光
や自然換気を活用
し、省エネルギー
に貢献します。

民間施設利用者が休憩に立
ち寄りやすい解放的な設え

ロゴをモチーフにした遊具

屋外展示に活用可能な土の
エリアを設けることで、作
品の幅が広がります。

公園との連続性のある床仕上 救護・職員休憩スペース・更衣室と
して使えるよう仕切る事ができます。

工具や手を洗ったり、制作期間中は
アーティストが軽飲食をつくれる
ミニキッチン

Dとうめいなへや（会議室）
2室に仕切っても個別にアクセス
可能な配置としています。
スタッフルームからの出入もしや
すい計画です。

ギャラリーウォール：
製作中の作品やワーク
ショップの成果物などが展
示できる壁で、全体をひと
つのプロジェクトで使った
り、作品が蓄積していくよ
うに使ったりします。

北側ハイサイドからギャラ
リーウォールの吹き抜けへ
明るい光が降り注ぎます

吹き抜けに面して 3階
から吊り作品やバナー
の設置作業が可能です。

住宅展示場側へ大きく
開けられた開口から屋
外テラスへ出ることが
できます。

ビス打ちが可能な壁面

内外の舗装を連続させ
て、活動の広がりを促
します

可動什器は、道具や作
業台として使います。

家具は参加者で制作す
ることもあります

ロゴをモチーフにした
屋外遊具

2階で打ち合わせしたり準
備したりするスタッフが見
え、表の活動と裏の活動が
つながっていきます

ひと、もの、こと、がグラデーショナルに溶け合うプラットフォーム

それぞれの役割が入れ替わるような空間構成

可能性を余白として持つ V I 計画

1階 はしもとロッジア 1階 はしもとロッジア 2階ロビー

「アートセンターはしもと」では、これまでさまざまなワークショップや一連の活動を通じて、多様なひと、もの、こと、がグラデ
ーショナルに溶け合うプラットフォームを創造してきたと考えています。こうした活動の軌跡を引き継いで、地域に開かれた
「顔の見えるアートセンター」を提案します。
ここでは美大の学生スタッフ（セミプロ）やプロアマを問わない地域のアーティストや職人や子どもたちなど、「アートセン
ターはしもと」を支える多くの人々がおり、スタッフと来訪者の間にグラデーショナルな奥行きをつくっていることに注目しま
した。誰にとってもアートを身近に感じ、理解を深め、芸術との関係を築く上で、プログラムを提供する側と享受する参加者
という二分法ではなく、こうした中間的な役割のみなさんが、ときには技術を教え、ときには教え方を学ぶというような双方
向性を持ち、次第に運営にコミットしていくような開かれた可能性を持っているからです。
一方で、なにかを制作することと制作されたものの間に、制作するための道具や簡単に制作物を掲示できるような展示イ
ンフラの存在がそこかしこに感じられ、いつでも取り出せたり直ぐ側にあることでさまざまな「参加の仕方」に障壁がない
ことが、アートを日常に引き寄せていくためにはとても重要な要素だと考えています。
したがって、わたしたちの提案では「執務空間」や「収納空間」、「作業・制作空間」のような諸室の関係や配置を見直し、
それぞれが互いに絡み合い、どちらが地か図かが決まらないような空間構成となっています。スタッフが展示したり、ワーク
ショップに参加したり、学生が準備したり、各々が役割をもち、時に立場が入れ替わっていくような、ここに登場するすべての
登場人物の顔の見えるアートセンターです。

新しい「アートセンターはしもと」は、いろいろな活動が中に見えたり外に
見えたり、従来的な表と裏の役割はもっとグラデーショナルに移行しなが
ら複数の役割の中に創造性が生まれると考えています。このVI・ロゴは、
アートと地域、人と人、文化と文化の重なりの余白にこそ「アートセンター
はしもと」の可能性があることを表しています。

１階平面図　1/150

2階平面図　1/150

3階平面図　1/300 断面図　1/200

一見「参加者と裏方」という二分法的なゾーニングであるように見えて、スタッフや学生や参加者はどこからも出入りできたり、
どこからもチラチラと誰かの作業が感じられたりすることで、センター自体にグラデーショナルな関わりを持つ人々の雰囲気が
充満していくような構成としています。

顔の見えるアートセンター
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たかまどのへや
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