
Press Release 2018                    SAGAWA ART MUSEUM 

さがわきっずみゅーじあむ展示イベント アリスインサイエンスワールド 

 1 

 

報道関係各位 

 

 

 

 

 

公益財団法人佐川美術館（所在地：滋賀県守山市）では、毎年恒例となりました「さがわきっずみゅーじあ

む」の展示イベントとして「アリスインサイエンスワールド」を開催いたします。 

「アリスインサイエンスワールド」は、世界中の人々に愛されている不朽の名作『不思議の国のアリス』がテ

ーマです。この物語を書いたルイス・キャロル（本名：チャールズ・L・ドジソン）が親交のあったリデル家の 3姉

妹のなかで特に親しかった次女のアリスを主人公にした話を、即興で作ったことがきっかけとなりました。 

「アリスインサイエンスワールド」は、アリスが遭遇した不思議体験を一緒に楽しめる体験型の展示イベント

です。色々な仕掛けがちりばめられた作品により、『不思議の国』に迷い込んだような感覚で楽しめます。「見

て」「触って」「驚きながら」「楽しめる」をキーワードに、想像力をかき立てる不思議の世界をお楽しみくださ

い。プロジェクションマッピングや3D映像、デジタル×アナログの面白体験ができる仕掛けの他、人間の目の

錯覚を利用したトリックアートゾーンなど、記念の 1枚を撮影できるスポットもご用意しています。子どもから大

人まで「なんで？」と「不思議に思う体験」を通して科学を学ぶとともに、アートの楽しさも実感していただけるイ

ベントです。 

 

展示イベント実施概要】 

◆名   称：「さがわきっずみゅーじあむ展示イベント アリスインサイエンスワールド」 

◆会   期： 2018年 12月 15日 [土] ～ 2019年 2月 11日 [月・祝] 

◆会   場： 佐川美術館    〒524-0102 滋賀県守山市水保町北川 2891 

TEL : 077-585-7800  FAX : 077-585-7810 

◆開館時間： 午前 9時 30分  ～  午後 5時（入館は午後 4時 30分まで） 

◆休 館 日： 月曜日（祝日の場合は翌日）、12/31～1/2、1/15～1/18 

◆入 館 料： 一般￥1,000（￥800）／ 高大生￥600（￥400） （  ）内は 20名以上の割引料金 

  中学生以下は無料  ※ただし保護者の同伴が必要 

          ※ 専門学校・専修学校は大学に準じる 

          ※ 障害者手帳をお持ちの方（手帳をご提示ください）、付添者（1名のみ）無料 

◆主   催： 公益財団法人佐川美術館 

◆後   援： 滋賀県、滋賀県教育委員会、守山市、守山市教育委員会、BBCびわ湖放送 

◆企画協力： ハンズプロ株式会社 

◆協   力： SGホールディングス株式会社、佐川急便株式会社、佐川印刷株式会社 

 

 

アリスと一緒に「科学×アート」の不思議な世界を体験しよう！ 
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展示プログラム】  

 

① 《プロジェクションマッピングゾーン》 

 

まずはプロジェクションマッピングで、あっ！と驚く

不思議の世界へご招待。一面に野花の広がる草原が描

かれた絵画から、突然服を着たユニークなウサギが現

れます。続いてアリスも登場し、ウサギとアリスの追

いかけっこがはじまります。 

 

 

 

 

 

 

 

② 《触ってびっくりゾーン》 

 

ウサギとアリスを追いかけて入った部屋の中には、不思

議な仕掛けがたくさん！チェシャ猫やきのこなど、さま

ざまなキャラクターに触ると、色々な音を聞かせてくれ

ます。そして魔法のペン（Bare Paint*）で木のパネルに

タッチすると、白いバラの色が変わる！？見て触って不

思議な面白体験を楽しめるエリアです。 

 

 

 

 

 

 

* Bare Paint 

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（RCA)とい

うロンドンにある芸術研究機関に所属する学生

が開発した製品です。このペンで描くとどんな

場所（紙、壁、テーブル、布など）にも電子回

路が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

1. 《プロジェクションマッピングゾーン》 ©Handspro 

 2. 《触ってびっくりゾーン》 ©Handspro 

2. 《触ってびっくりゾーン》 © Handspro 
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③ 《3D映像ゾーン》 

 

特別につくられた 3Dシアターで、臨場感あるフル 3D

のミニアニメーションを楽しめます！ドキドキハラハ

ラしながら「アリスインサイエンスワールド」の世界観

へワープしませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

■3D映像のあらすじ 

 

アリスがお姉さんと読書をしていると、ユニークなウ

サギが大慌てで走ってくる！追いかけているうちに穴

に落ちてしまったアリス。ウサギから「早く帰らない

と大変なことになっちゃうよ！」と、忠告をされます。

そのまま穴の中へ落ちていくアリスを待ち受けていた

のは一体！？ 

 

 

 

 

 

 

④ 《3Dアートゾーン》 

 

不思議の国に迷い込んだアリスのように、身体が大きくなったり

小さくなったりします！人間の目の錯覚を利用した不思議体験が

できる 3Dアートの世界に入り込みます。3Dアートはトリックア

ートとも呼ばれ、元々ヨーロッパでだまし絵として誕生しました。

この 3Ｄアートゾーンでは写真撮影ができます。最高の１枚を SNS

にアップして、家族や友人と不思議体験の思い出づくりをしまし

ょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

3. 《3D映像ゾーン》 ©Handspro 

4. 《3Dアートゾーン》 ©Handspro 
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みどころ】 

 

■不思議なしかけがいっぱい！ 

 

会場全体をアリスが迷い込んだ不思議の国に見立

て、4つのメインステージ「プロジェクションマッピング

ゾーン」「触ってびっくりゾーン」「3D映像ゾーン」「3D

アートゾーン」で楽しく遊んでいただけます。 

 

 

 

 

■「3Ｄアートゾーン」では写真撮影OK。 

不思議な世界で思い出づくりしよう！ 

 

「3Ｄアートゾーン」は撮影可能！スマートフォンやカメ

ラでおもしろおかしく不思議な写真を撮影できます。

SNSにアップしてその体験を家族や友達と共有する

と、きっとステキな思い出づくりになるはず！ 

 

 

 

 

■未来の子どもたちにも教育普及を！！ 

 

当イベント期間中に限り、マタニティマークのご提示で、妊娠中の

方は無料でご入館いただけます。「妊娠中でなかなか子どもと一

緒に外出できない。気兼ねなく楽しみたい！」そんなお悩みをお

持ちの妊婦さんの力になりたいという思いから、応援企画を実施し

ます。佐川美術館では、未来の子どもたちへの教育普及にも力を

入れてまいります。 
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●広報用写真について 

本プレスリリース中に掲載している画像データをご用意しております。 

画像データをご希望の方は、同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項を

ご記入の上、当館までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。ホームページから

画像申請も受け付けております。 

なお、作品画像につきましては、当該展覧会以外でのご使用はお断りしておりますので、宜しくお願

い申し上げます。また、申込書に記載しておりますキャプションの表記もお願い致します。 

 

 

●プレゼント用招待券について 

読者・視聴者・リスナーへのプレゼント目的にかぎり、本展覧会会期中有効のご招待券を 10枚まで

ご提供させていただきます。 

ご希望の方は同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項をご記入の上、当

館までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

 

 

◆交通のご案内： 

 

  お車ご利用の場合 

   駐車場有 70台、美術館入館者は無料 

○ 名神高速瀬田西 ICから湖周道路経由 （約 30分） 

○ 名神高速栗東 ICから守山栗東線経由 （約 30分） 

○ 名神京都東 ICから湖西道路 (真野 IC)・琵琶湖大橋経由 （約 30分） 

 

鉄道ご利用の場合 

○ JR琵琶湖線守山駅から路線バス 「佐川美術館」下車 （約 35分） 

○ JR湖西線堅田駅から路線バス  「佐川美術館」下車 （約 15分） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆連絡先◆ 

公益財団法人佐川美術館 

〒524-0102  滋賀県守山市水保町北川 2891 

TEL：077-585-7800／FAX：077-585-7810 

企画担当学芸員 ： 藤井 康憲 （ふじい やすのり） 

y_fujii010@sagawa-artmuseum.or.jp 
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作品画像使用申込書 

 

 

 

 

申込日   月   日 

 

作品画像の露出・掲載

等ご使用にあたっての

注意 

● 申請された方法、目的以外には使用しないでください 

● 掲載誌・紙は資料として 1部以上お送りくださいますよう、お願い致します 

● その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください 

使用作品 

 
□1.  《プロジェクションマッピングゾーン》 © Handspro 

 

□2. 《触ってびっくりゾーン》 © Handspro 

 

□3.  《3D映像ゾーン》 © Handspro 

 

□4.  《3Dアートゾーン》 © Handspro 

 
 

※ご希望の作品にチェックを入れてください。 

※作品画像使用の際は、キャプションの記入をお願いします。 

                                 計     枚 

媒体名  

 

貴社名  

 

ご芳名（ご所属）  

                  （                 ） 

ご連絡先 ご住所：（〒    －     ） 

 

e-mail: 

TEL:                            FAX: 

発行（掲出）予定日         年     月     日        号 

使用形態（○印） Webサイト ／ 印刷物（ カラー ／ モノクロ ） 

招待券希望枚数 

 

 

 

読者プレゼント用として、招待券      枚 

※ 枚数は 10 枚以内でお願いいたします。ご了承ください。 

 

 佐川美術館 宛   FAX / 077-585-7810  

 


