アートスタジオ五日市
Ａｒｔ－Ｓｔｕｄｉｏ Ｉｔｓｕｋａｉｃｈｉ

芸術分野：版 画を中心 とした芸 術分野

Artistic fieid：Prints

会場の立地

Site

所在地：東京 都あきる 野市戸倉 300

Address ： 300, Tokura, Akiruno City, Tokyo

交通機関：東 京の都心 から西に 延びるＪ Ｒ中央線 及び五日 市
線を利用し、 終点の武 蔵五日市 駅下車、 バスでお
よそ10分程の 距離です 。

Access：Take the Chuo line from central Tokyo and change to the Itsukaichi line . Get off at Musashi-its
ukaichi Station(the last station on the itsukaichi l
ine).The facility is about 10 minutes from the stati
-on by bus.

生活環境：こ の地域は 古くから 開けた住 宅地です 。周辺は 、
史跡が点在す る閑静な 環境で、 山並み や 川が間近
です。

Surroundings：The facility is an old extended reside
ntial zone.Its quiet surroundings are dotted with ma
-ny sites of historical significance;mountain ridges
and streams are also close by.Stores located in the
vicinity should be able to provide for most shopping
needs.Access to banking and other services,however,
demands a visit to the central Itsukaiche area.

会場施設：旧 戸倉村役 場の庁舎 を改修し た施設で す。木造 ２
階建ての建物 で、１階 は、アト リエと管 理事務室 、
２階が住居用 の施設で す。 なお 、駐車場 はありま せん。

Residence Facility：The facility is the former Tokura
village Office,a two-story,wood-frame structure that
has been renovated.The first fioor houses the studid
space and administrative office,and the second floor
houses the living quarters. There is no parking lot.

敷地面積： 401㎡
延床面積: 247㎡

Site area ： 401㎡
Total building floor space： 247㎡

住居施設：４ つの個室 （約 10㎡ ）と共同 で使用す る台所・ 食
堂・浴室、そ の他から なり、生 活用の道 具類を備
えています。 個室の備 品類は、 ベット・ 机・クロ ー
ゼットです。

Living quarters ：The living quarters consist of four
private bedrooms(about10㎡),a communal kitchen,dining
and bathing facilities,and essential furnishings and
fixtures.Each bedroom is equipped with a bed,desk and
closet space.

アトリエ：ア ーティ ス ト３人が 共同で使 用するア トリエ（ 約 80㎡）
※主な設備・ 道具／銅 版・石版 ・木版の 各版画の 作品制作 に
必要な基本的 な機械・ 機材

Studio space：Three artists share the facility's studio
space(about80㎡).
Basic furnishings:Equipment and materials essential to
the production of copperplate prints,lithograph,and
wood-block prints.

管理事務室： この会場 の管理運 営の拠点 として機 能します 。

Administrative office:The office serves as a center
for residence facility operation and management.
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