
第19回

●主催／葉山芸術祭実行委員会　
●後援／神奈川県、葉山町（＊一部共催）、逗子市、葉山町教育
委員会、逗子市教育委員会
●総合問合せ：アートカフェ  〒240-0112　神奈川県三浦郡
葉山町堀内1870　046-877-1441　info@hayama-artfes.net
＊公共の場を使った催しは葉山町との共催です。＊葉山町役場や教育委員会へ
のお問い合わせはご遠慮ください。
＊各催しの詳細は、それぞれの問合せ先にお願いします。
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参加作家による主催企画、
オープンハウス、poster & web

海感 poster 2011

参加作家たちと、自然環境の保護と芸
術祭 アピールのため始めた野外展
示。その一部 だった「芸術祭ポスター」
が発展しました。 それ自体が展示作品
であるポスターです。
 全6点、A2判、1枚 各500円(税込)
　
■参加作家：
シキヤヒデモリ
ブルース・オズボーン　
ミヤジシンゴ　佐藤正治
佐久間浩　横山泰介
　
■デザイ ン：
平井壮輔　山本昌生　
ミカ・オズボーン
　
■販売場所：
4月24日(日)森山神社「雑木囃子LIVE」
他　葉山芸術祭協賛団体、サポートシ
ョップ ※詳しくは問合せ下さい
■問合せ：アートカフェ 046-877-1441

海感 web

2010～2011の2年間のポスター・ブッ
クを再編集、ウェブサイトとしました。
地域の景観、観光、環境、というレイヤ
ーでは拾えきれない住民の心象的側
面、その分野の人達の中でだけ通じ
る、体系的でない話題、こだわり方を
収めています。
私たち神奈川県南西部、三浦半島・相
模湾地域は、近代海文化の発祥地で
す。現在も多様な海のカルチャーがこ
こから発信され、日本中に拡がってい
きます。この作業が日本中の同様な思
いを抱く方々の励みになりますように
願います。
http://www.hayama-artfes.net/kaikan/

関連情報
■期間：4月23日(土)～5月15日(日)
■問合せ：アートカフェ046-877-1441

シキヤヒデモリ(A)
■野外展示:flip-flop Explosion
4月24日(土)～5月16日 (日)
堀内LAH land、 真名瀬佐久間小屋
→P17
■参加企画:マシキーズのぬちぐすい vol.7
5月6日(金)～5月8日(日)
チャハット逗子店／逗子市桜山3-1-5
→P06

ブルース・オズボーン(B)
■野外展示:flip-flop Explosion
4月24日(土)～5月16日(日)
堀内LAH land、 真名瀬佐久間小屋
→P17

佐藤正治(C)
■参加企画:佐藤正治写真展 B＆W(ブラッ
ク&ホワイト）
4月29日(金)～5月1日(日)、5月3日(火)～
5月5日(木)、5月7日(土)～5月9日(月)
13:00-17:00
シュガースタジオ　葉山町一色1690
→P23

ミヤジシンゴ(D)

佐久間浩(E)
■主催企画:佐久間浩展
4月23日(土)～5月15日(日)
11:30～14:30、17:30～20:30
夕凪亭／葉山町一色1050-2f
→P16

横山泰介(F)

2010「海感」参加の作家情報

仁礼博
■参加企画:「世界を笑わそう！」まずはここ
から始めよう．葉山アップップ
5月1日(日)～5月5日(木)　11:00～17:00
一色BULA!! STUDIO／葉山町一色1818（一
色セブンイレブン裏）
→P25

矢谷左知子
■参加企画:草のワークショップ 
5月6日(金)　10:30～16:30　
HOUSE1891（会場2）葉山町一色1891
→ P25
■参加企画:「あしたの町」写真展+オーガ
ニックカフェ
4月29日(金)　10:00～18:00
ピースカフェ　横須賀市秋谷5549
→P30

飯田ミヨ
■共催企画:レゾナンス「サイエンスとアート
との対話」
4月28日(木)12:00～16:30
■会場：総合研究大学院大学
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町(湘南
国際村) 学融合推進センター棟2階 クリエ
ィテブスペー ス
→P17

海感２年目、
「海」、それぞれの原風景。

横須賀、鎌倉、逗子、葉山――都市化、
宅地化の進む海浜周辺の環境は刻々
と変化を続け、昔ながらの海の景観は
記憶の中だけに留まりつつあります。
葉山芸術祭では、海を見つめ、海から
インスピレーションを得ながら創作
している作家たちの作品を通じて、さ
まざまな「海感」＝（心の中の海の風景）
を伝え、記録してゆく試みに取組んで
います。

●主催：葉山芸術祭実行委員会
●協賛：シンハービール

A B

C D

E F



02

参加作家による主催企画、
オープンハウス、poster & web

海感 poster 2011

参加作家たちと、自然環境の保護と芸
術祭 アピールのため始めた野外展
示。その一部 だった「芸術祭ポスター」
が発展しました。 それ自体が展示作品
であるポスターです。
 全6点、A2判、1枚 各500円(税込)
　
■参加作家：
シキヤヒデモリ
ブルース・オズボーン　
ミヤジシンゴ　佐藤正治
佐久間浩　横山泰介
　
■デザイ ン：
平井壮輔　山本昌生　
ミカ・オズボーン
　
■販売場所：
4月24日(日)森山神社「雑木囃子LIVE」
他　葉山芸術祭協賛団体、サポートシ
ョップ ※詳しくは問合せ下さい
■問合せ：アートカフェ 046-877-1441

海感 web

2010～2011の2年間のポスター・ブッ
クを再編集、ウェブサイトとしました。
地域の景観、観光、環境、というレイヤ
ーでは拾えきれない住民の心象的側
面、その分野の人達の中でだけ通じ
る、体系的でない話題、こだわり方を
収めています。
私たち神奈川県南西部、三浦半島・相
模湾地域は、近代海文化の発祥地で
す。現在も多様な海のカルチャーがこ
こから発信され、日本中に拡がってい
きます。この作業が日本中の同様な思
いを抱く方々の励みになりますように
願います。
http://www.hayama-artfes.net/kaikan/

関連情報
■期間：4月23日(土)～5月15日(日)
■問合せ：アートカフェ046-877-1441

シキヤヒデモリ(A)
■野外展示:flip-flop Explosion
4月24日(土)～5月16日 (日)
堀内LAH land、 真名瀬佐久間小屋
→P17
■参加企画:マシキーズのぬちぐすい vol.7
5月6日(金)～5月8日(日)
チャハット逗子店／逗子市桜山3-1-5
→P06

ブルース・オズボーン(B)
■野外展示:flip-flop Explosion
4月24日(土)～5月16日(日)
堀内LAH land、 真名瀬佐久間小屋
→P17

佐藤正治(C)
■参加企画:佐藤正治写真展 B＆W(ブラッ
ク&ホワイト）
4月29日(金)～5月1日(日)、5月3日(火)～
5月5日(木)、5月7日(土)～5月9日(月)
13:00-17:00
シュガースタジオ　葉山町一色1690
→P23

ミヤジシンゴ(D)

佐久間浩(E)
■主催企画:佐久間浩展
4月23日(土)～5月15日(日)
11:30～14:30、17:30～20:30
夕凪亭／葉山町一色1050-2f
→P16

横山泰介(F)

2010「海感」参加の作家情報

仁礼博
■参加企画:「世界を笑わそう！」まずはここ
から始めよう．葉山アップップ
5月1日(日)～5月5日(木)　11:00～17:00
一色BULA!! STUDIO／葉山町一色1818（一
色セブンイレブン裏）
→P25

矢谷左知子
■参加企画:草のワークショップ 
5月6日(金)　10:30～16:30　
HOUSE1891（会場2）葉山町一色1891
→ P25
■参加企画:「あしたの町」写真展+オーガ
ニックカフェ
4月29日(金)　10:00～18:00
ピースカフェ　横須賀市秋谷5549
→P30

飯田ミヨ
■共催企画:レゾナンス「サイエンスとアート
との対話」
4月28日(木)12:00～16:30
■会場：総合研究大学院大学
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町(湘南
国際村) 学融合推進センター棟2階 クリエ
ィテブスペー ス
→P17

海感２年目、
「海」、それぞれの原風景。

横須賀、鎌倉、逗子、葉山――都市化、
宅地化の進む海浜周辺の環境は刻々
と変化を続け、昔ながらの海の景観は
記憶の中だけに留まりつつあります。
葉山芸術祭では、海を見つめ、海から
インスピレーションを得ながら創作
している作家たちの作品を通じて、さ
まざまな「海感」＝（心の中の海の風景）
を伝え、記録してゆく試みに取組んで
います。

●主催：葉山芸術祭実行委員会
●協賛：シンハービール

A B

C D

E F

【profile】

AO YOUNG
1974生、札幌出身。2001年に結成された“日本が宇宙
に誇るサイケデリックジャムバンド”「Dachambo」のギ
ター・ボーカル担当。フジロックフェスや朝霧JAM、ライ
ジングサン等のビッグフェスの出演をはじめ、海外のフ
ェスにも多数出演。今やロックフェスには欠かせない存
在となっている。他にも、バンドから派生した「YAOAO」
やソロ名義において、シンガーソングライター／作詞
家としても各方面でLOVE&PEACEに活動中。
http://dachambo.com

ひろひさ
茅ヶ崎在住。サーファー。レゲエシーンで活躍する、完
全独立型ハイパーバックバンドSTONED ROCKERSのベ
ーシスト。チャント ダウン バビロン！

JebeBara & Friends
HOME GROWNのShinji Manとヒロタマサシによる
パーカッションデュオJEBE BARA。
菅野真司／ドラマー。葉山在住。ガーナのマスタードラ
マー、アジャ・アディに師事。海の家オアシスを経て、
ジャパーニーズ・レゲエシーンに入る。ダンスホール・
レゲエバンド、HOME GROWNのパーカッション担当の
傍ら、Karishuとのスゴジュウやアフリカンダンス・ワー
クショップなどの活動をする。
廣田真志／ドラマー。北海道に生まれ，育つ。東京在
住。シンガーでドラマーの砂川正和氏に出会い,ジンベ
の基礎を学ぶ。その後，セネガルのマスタードラマー，
アブドゥライ・ジャキテ氏をはじめ，セネガル,タンバク
ンダのドラマーたちに師事する。アフリカンダンス・
ワークショップで長くリーディングドラマーとして活動
する。
昨年からは、葉山で『アフリカンダンスを探る』ダンスと
リズムのクラスをひらいている。

かもめ児童合唱団
「みんなで歌えばそれが合唱！」三浦半島最南端の太陽
の子供たち。かもめ児童合唱団は三浦市で活動する4
歳～小学6年生までの現在25名程の小さな合唱団で
す。2010年5月12日に、1stアルバム「焼いた魚の晩ごは
ん」（全15曲入り）が発売されました。このアルバムでは
三浦市ゆかりの北原白秋や小村三千三の楽曲の他に、
矢沢永吉の「アイラブユーOK」やスピッツの「田舎の生
活」やザ・ブームの「故郷になってください」などポップ
ミュージックの珠玉の名曲が多数収録されています。ス
ペシャル企画として「かもめ児童合唱団の一ファン」と
公言する、ザ･ブームの宮沢和史さんと安倍なつみさん
がゲストボーカリストして参加し共演をしています。安
倍なつみさんと一緒に歌う「beautiful」やアルバムタイ
トル曲「焼いた魚の晩ごはん」などの書き下ろしオリジ
ナル曲も含まれています。「みんなで歌えばそれが合
唱！」という、三浦の豊かな自然にはぐくまれた自由で伸
びやかな合唱スタイルが魅力です。三崎の下町「三崎
銀座商店街」で毎月月末の土曜日に「かもめ児童合唱
団、空き地ライブ！」と称して定例ライブを行っていま
す。
詳しくは http://www.kamome-miura.net

KAZZ
20代をアメリカ、フランス、西アフリカで過ごす。西アフ
リカのニジェール共和国では、ドレッドロッカー達とニ
ジェール初のレゲエバンド” ＭＯＵＲＡＳＮＩ”を結
成。西アフリカツアーや地元のＴＶ　ラジオに出演す
るなど、積極的に活動する。帰国後、サイケデリックトラ
ンスジャムバンド”ミラクルサル”を結成し国内外で活動
する。海辺の町に住居を移してからアコースティックの
音の素晴らしさに目覚める。言葉のない、シンプルで力
強く、心地の良い音を奏でる事を目指して活動中。
http://www.tuff-beats.com/...
http://www.kazz.vg/...

ＡＩＬＩＥ（アイリー）
その歌声は波のように心を癒し、どこまでも光の先へ連
れてってくれるようだ。6枚のバンドアルバムを発表し、
現在は相棒のギターとイベントやおしゃれ酒場など、全
国で気ままに歌い続けている。
 http://ailie.roots1music.com/

しびれKING
弾き語り＆タコス屋。ケータリングカー「渡り鳥号」に乗
り、日本中のライブイベントを行脚する露天商。海の家
オアシス出身。
http://blog.livedoor.jp/...

うつみあきら（内海朗)
http://www.nabra.co.jp/...
2001年9.11以降描きはじめた「未来の神話」ペインティ
ングシリーズ、ジャンクCDのオブジェ、1993年より制作
している水彩画「やさしい楽園」シリーズ等、自然の神
秘、伝統文化、安心、共生をテーマに様々な表現方法を
使いながら作品制作を続けている。
1955年東京都目黒区生まれ。東京芸大卒業後、グラフ
ィックデザインオフィスK2にて仕事を覚える。１９８０
年のインド、ネパールの旅で逆カルチャーショックを受
ける。数カ国及び日本各地の旅後、仲間たちと仕事場を
もち、グラフィックデザイン、映像、マルチメディア・デー
タベースなどを制作。1993年日本各地での個展活動を
始める。

Kads Miida
http://www.kads.net/
ライブペインティング、壁画、Tシャツのブランドを中心
に90年より活動を始める。自由である事、自然の一部で
ある事をテーマに制作された生命観あふれる作品を 
個展を通して発表し続ける。メキシコ、エチオピア、ジャ
マイカ、タイでの壁画制作。 レゲエシーンとの関わりは
深く、PAPA U-Geeのロゴ、CDのアートワークを長年に
渡って担当。また2009年自信のジャマイカでの体験を
元にした絵本“イッテミヨージャマイカ”を出版。2010年
アメリカ、カリフォルニア州でのレゲエフェス“SNWMF”
で ライブペインティングを体験する。 
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4月24日（日）
13:00～21:00　 雨天決行　
■会場：森山神社境内
／葉山町一色2167
■主催：森山イベント実行委員会
■料金：大人1,000円、子供200円
■定員：400人
■問合せ先：アートカフェ
046-877-1441
※当日券を会場でお求め下さい。
※専用パーキングはありません。

【出演】※順不同　
音楽：AO&ひろひさ、Jebeba r a& 
Friends、Kazz、Ailie、しびれking、かも
め児童合唱団　
ライブペィンティング：MIIDA、狩集
ART FLAG ：内海朗　
たき火：3knot　
自転車：ハコブの自転車、岬自転車商會
art&music goods: 森山イベント委員会　
フード：サーファーBar、Rice & Peas、し
びれタコス、海小屋、Five beans、
Cinema Amigo Kitchen、葉山水餃子

【協力】森山人神社氏子会、玉蔵院、神
社周辺の皆さま　
【音響】スタジオ わーぷ　
【撮影】ポトマック・堀祐一

【Time Table】
15:00～Kazz、Ailie
16 : 00～しびれking、Jebeba ra& 
Friends、
MIIDA、狩集 (Live Painting)
18:00～かもめ児童合唱団
19:00～AO & ひろひさ

【Art Flag】
アート・ワークショップ。まつりやイベン
ト等の会場で受身で楽しむだけでなく、
自分に降り注いでいるインスピレーショ
ンをキャッチし自由に旗をつくり表現す
る。出来た旗をインスタレーションし、そ
のハーモニーを会場の雰囲気にフィード
バックしてゆく／内海朗

AO YOUNG

ひろひさ

Jebebara& Friends

かもめ児童合唱団

しびれking

Kazz

Ailie

今年もやります！

森山神社  
雑木囃子LIVE
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 002  素材は使い切ろう!!!

古着でも、ハギレでも、、、。
はたまた、糸くずでも、、、。

『ロケットバナナに集まってきた、あらゆ
る繊維モノを使いきろう。』
そんなテーマで今年は、とことん素材を
使い切った作品を作ります。
その中でも、今年は「ウールの着物生地」
をターゲットにしました。洋服の代わり
に着物を着ようとしているロケットバナ
ナにとって、着物の中でも「ウールの着物
生地」は身近な素材。「ウールの着物生地」
を洋服でも、和服でも、男の子でも女の子
でも、、、誰でも、ちょっと使える布作品に
します。
http://www.koakinai.com

■日時：5月5日(木)～5月13日(金)、
5月15日(日)　9:00～15:00
■会場：柿沼ん家／鎌倉市西御門1-16-1
■問合せ：0467-25-2844
maido@koakinai.com

 003   天空洞2011
　　 
　
今年もやります！ゆる中医のススメ。今
年はやっぱりがっつり陰陽論！陰陽五行
の生活術に、あたるも八卦あたらぬも八
卦の話もね。
そしてお楽しみの薬膳弁当もおいしくい
ただきまーす！4/29は天空洞＠ズシ、
5/15は3pmさんじさんでの開催です。
※天空洞＠ズシではご要望にお応えして
の日曜診療やっています。これまたご予
約おまちしています！
http://www.tenkudo.com

■日時：4月29日(金)、5月15日(日)
11:00～14:00
■会場：天空洞＠ズシ
／逗子市久木4-21-11
■料金：3,500円
■定員：はいるだけ／要予約
■問合せ：046-875-7567
info@tenkudo.com

 004   サビた鉄でランプを

使い古されたサビた道具や機械のパーツ
などを使い、ランプを創っています。
光量をおさえた、ほのかな灯りと影の中に、
そこにあるサビた鉄の時間を想像し、楽
しんで下さい。

■日時：4月28日(木)～5月2日(月)
12:00～18:00
■会場：鳴海宅／逗子市久木4-5-10
■料金：無料
■問合せ：046-872-1886

 005   銀河の豆（たね）展

　
私たちはそれぞれ、銀河の中の豆つぶ。
視覚染色家ヨグマメ、福服造家「ヤマタマ、
ひひひ」のマーシーマメ、そしてあかりの
のりマメ。
3人の豆つぶが花開き、光り輝く銀河の空
間を作り出す。吸い込まれるようなヨグマ
ンダラの染めと、大きなイレモノや小さな
イレモノの中と外。その中に銀河を感じる
のも一興なり！
展示のほか、オリジナルの手ぬぐいやイレ
モノ、洋服の販売も。期間中"銀河bar"も営業
予定。（bar営業日はblogをご覧ください）
あなたの宇宙と響きあうでしょ☆
http://zushi-akari.blog.so-net.ne.jp

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)
11:00～19:00
■会場：あかり／逗子市逗子7-13-10
■主催：中谷孝徳
■料金：入場無料
■問合せ：080-5542-4728（あかりのり）
rino-n@live.jp

[参加企画] 　鎌倉・逗子・葉山   長柄   堀内　
参加企画127、生活に根づいたアートの愉しみ。

 001   アトリエ水平線

　
鎌倉稲村ガ崎のアトリエ水平線です。名
前の通り窓から水平線が見渡せます。普
段は、写真家渡会審二と銅版画イラスト
レーター倉部今日子のアトリエです。期
間限定のカフェをオープンの予定です。
◆水平線カフェ　鎌倉稲村が崎の高台「ア
トリエ水平線」から、180度パノラマの海
が見えるカフェを10日間オープンします。
◆1F倉部今日子銅版画展、2F渡会審二写
真展　普段は写真/渡会審二と、銅版画/倉
部今日子のアトリエとなっている場所を
オープンハウスします。
※江の電横断踏切なし要注意！階段100
段あり。（10才以下のお子様連れ、ペット
をお連れの方ご遠慮下さい。）
http://www.suiheisen.biz/

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)
11:00～17:30
■会場：アトリエ水平線カフェ
／鎌倉市稲村ガ崎3-13-13
■料金：500円（ドリンクバー形式）
■問合せ：0467-24-4759
jellyfish@mbk.ocn.ne.jp
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 008  音楽の散歩道　
　　シリーズ13
　
今年で「葉山芸術祭」への参加は３回目に
なります。「音楽の散歩道」コンサートシ
リーズは、フルーティストの中田裕文と
小関めぐみが中心となって、気軽にクラ
シック音楽を聴いて頂きたいという気持
ちから2003年にスタートしました。毎回
多彩なゲストをお迎えして、フルートを
中心としたプログラムをお届けしていま
す。普段は東京で開催していますが、私、
小関めぐみの出身地、逗子でも演奏した
い！という思いからはじめました。シリ
ーズとしては13回目になります。
今回は弦楽器とのアンサンブルです。お
話を交えながら進めて参りますので、ど
うぞ気軽にお越しください。皆様にお会
いできるの楽しみにしております。
◆プログラム　モーツァルト／トルコ行
進曲、モーツァルト／フルート四重奏曲
　ハ長調、ハイドン／ロンドン・トリオ　
第1番　ハ長調、ライヒャ／フルート四重
奏曲　第1番　ト短調、パッヘルベル／カ
ノン、その他
※演奏　中田裕文（フルート）、小関めぐ
み（フルート）、道橋倫子（ヴァイオリン）、
柳澤崇史（ヴィオラ）、薄井信介（チェロ）
http://home.u02.itscom.net/flute

■日時：5月4日(水) 
19:00開演（18:30開場）
■会場：逗子文化プラザ/さざなみホ
ール／逗子市逗子4-2-10
■主催：ムジーク・ラウム
■料金：2,500円/高校生以下2,000円
■定員：100人
■問合せ：ムジーク・ラウム(中田）
03-3707-0435
nhflmk@hotmail.co.jp

 010   KOKOPELLIでわくわく!

　
今年1月逗子にオープンしたバシャール・
ヒーリングサロン。葉山芸術祭初参加。
アートや水晶に囲まれた空間で、ライア
ハープの音色を響かせます。癒されにい
らっしゃいませんか？
◆ライブペインティング・インスピレー
ションアート by 涼子
◆ライアハープ演奏会・ソウルダイブア
ート by はせがわともみ・ほしうを工房
http://hoshiuo.web.fc2.com/
◆クリスタル展示 by ぷらばな
◆油絵スプリングアート by 嘉子
◆癒し各種用意してます
http://spiritcompany.web.fc2.com/

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月29日(金)～5月1日(日)
10:00～16:00
■会場：ヒーリングサロンKOKOPELLI
／逗子市逗子4-3-2ケンコー薬局2階
■料金：展示無料、参加費500～2,500円
■問合せ：080-6514-1357

 009   鍵盤音楽史 in 逗子 V
　　 明治100年、歌合せ/
　　 Genealogy of Aurals -

はじめは日本の作曲者たちの鍵盤作品を調
べていました。ところが、より豊富な資料が
声楽作品に在ることが判り、歌曲集を読み
ました。さらに、歌曲の音背景、時代背景を
知るためには、流行歌史も追い、そして世相
全般も学び直さねば... 。すると「クラシック」
の窓外に「うた」「音楽」の景色が広がり、そ
れらを包み囲む「世界」さえも像を結び始める、
かのようにも思われました。ひとつ蛮勇を
奮って、ジャンル横断、麗歌頼みに近代日本（= 
ビートルズ以前）の100年を、そこはかとな
くあぶり出せッ、いざ !!! - - -
稀代の歌い手、辻康介さん、思う存分お好き
なように、歌い尽くしていただきます。
出演：辻康介（歌手）/ 後藤國彦（ピアノ・作曲）
曲目：縁かいな節（1873）庭の千草（1884）オ
ッペケペー歌（1890）花（1900）紅葉（1911）青
い眼の人形（1921）からたちの花（1925）酒は
涙か溜息か（1931）東京の花売り娘（1946）長
崎の鐘（1949）遠い町（1956）など、全25曲。

（その他曲目と出演者プロフィールは葉山芸術
祭サイトのキーワードを参照。）
東京公演：5月28日（土曜日）午後6時開演、
門仲天井ホールにて。 

■日時：5月14日(土)
18:00開演（17:30開場）
■会場：逗子文化プラザ/さざなみホ
ール／逗子市逗子4-2-10
■主催：Music in Motion（ごとう）
■料金：前売り2,000円 / 当日2,500円 
/ こども1,000円
■定員：約100名
■問合せ：Music in Motion（ごとう）
046-871-3835
mkgoto@wing.ocn.ne.jp

 011   閑   銀のアクセサリー展
　  ＆初夏の衣展-ウサギシャツ-
　
◆閑＜銀のアクセサリー展＞
彫刻家三谷慎さんの創る銀のブローチは、
シンプルな閑の衣と仲がいい。存在感の
あるブローチは一見重そうに見えるけれ
ど、薄手の衣にもおさまりが良い。どれも
ひもや鎖が通すことができる様に作られ
ているので、ペンダント、チョーカーとし
ても楽しめるのです。何が出るかお楽しみ!
お買い得コーナーもあります。
◆閑･初夏の衣展 -ウサギシャツ-
5/11～14（10:30～18:00）に鎌倉小町のカ
トレヤギャラリーで開催。詳しくは以下
を参照。
http://www.kanshin.jp/hayama-artfes/
?mode=keyword&id=898189
http://www.kan.zushi.ne.jp/

■日時：4月27日(水)～4月30日(土)
11:00～17:30
■会場：閑／逗子市桜山1-11-25
■問合せ：046-873-9734
kan_zushi@ybb.ne.jp

 007   犬猫時間 4

地元湘南に暮らす犬と猫を撮り歩く「まる」
と「でこ」が 今年も犬猫まみれの写真展を
開催します。もしかしたら顔馴染みのあ
の子と出会えるかも！！
ポストカード＆写真の販売、撮影依頼な
ども承ります。
※場所は京急新逗子駅（JR側改札）から徒
歩３分の美容院。逗子市役所脇の道（八幡
通り）沿いです。美容院営業中は基本的に
入り口フリースペースのみの開放となり
ます。但し、お客様の少ない時間帯は奥ま
で自由にご覧頂ける場合もございますの
で、ご希望の方はショップスタッフまで
お声掛けください。4/26 (火）、5/3（火）は
終日ゆっくりご覧頂けます。
・マルのブログ
http://inumarupts.exblog.jp/
・デコのブログ
http://makudeco.exblog.jp/
・chargeのブログ
 http://zushiteki.exblog.jp/

■日時：4月23日(土)～5月8日(日)
10:00～18:30
■会場：charge（美容室です）
／逗子市逗子5-5-40
■主催：まる＆でこ
■料金：無料
■問合せ：046-870-6036
makudeco@mac.com

 006   小菅一夫 絵画展

　
25年前に絵画の創作活動を停止。25年前
のテーマは、『人類はどこから来てどこへ
行くのか』再び出発点と目的地を探す旅へ。
マインドマップと自由連想による新たな
発見の旅へ。

■日時：5月3日(火)～5月5日(木)
11:00～17:00
■会場：ギャラリー紅青砂
／逗子市逗子7-6-29 さくらビル２Ｆ
■主催：小菅一夫
■料金：無料
■問合せ：080-3445-2247
046-872-8520(会場の連絡先）
Kosuge1@coast.ocn.ne.jp
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 014   水野貴男展
          from studio COOCA

studio COOCAの売れっ子作家、水野貴男
くんの初個展をchahatズシにて開催いた
します！
貴男くんの今まで描きためた作品に加え、

「鎌倉名所シリーズ」の描き下しの作品も
登場します。お楽しみに！！
初日にはカノムパンの出張lunchありま
すよ～
※studio COOCA　障害者自立支援法、生
活介護サービス事業として株式会社愉快
が運営する社会福祉施設です。制作、発表、
販売などの活動を通して、メンバーがそ
の人らしく楽しく輝いて生きるサポート
をしています。
http://studiocooca.com/
http://www.chahat27.com

■日時：5月12日(木)～5月17日(火)
12:00～18:00
■会場：chahat逗子／逗子市桜山3-1-5
■主催：chahat+studio COOCA
■問合せ：046-870-3127
chahat@chahat27.com

 017   絵本ライブ
　　 atロコママカフェ
　
海の見える一軒家に西村直人さんの絵本
ライブがやってきます。絵本ライブとは絵
本や児童詩に曲をつけ来場者も一緒に歌
ったり踊ったりするものです。
また、子ども向けワークショップ『ダンボ
ール de お面づくり』では、ダンボールに
自由に塗ったり描いたりしてオリジナル
お面を作ります。
そのほか、地元ママによるカフェ、手作り
雑貨販売、古絵本販売もあり。2歳から乗れ
るランニングバイク試乗会も。（提供ニコ
ライド）
http:// www7b.biglobe.ne.jp/
̃locomamanetworks/

■日時：5月8日(日)　11:00～15:00
■会場：黒門カルチャーくらぶ
／逗子市新宿1-4-7
■主催：ロコママネットワークス
■問合せ：046-872-9594

 018  merci∞ plants∞ garden

　
はじめまして！merci∞plants∞gardenです。
自然に感謝しながら、この地球という大き
なお庭の片隅に3人それぞれの自然からの
おすそわけWSやfood&drinkそして作品を
展示します。
◆日常を旅するアクセサリー＆小物Cariri／
◆KARIN okamotoのnature観察ミラクル
ワールド＋viwa keshousui work shop／
◆le jardin d'Espricca お庭とfabricの展示
逗子の田超川沿い、逗子海岸と逗子駅か
ら歩いて10分くらいの住宅街にある
open garden ∞cafe spaceでお散歩がて
らほっこりしませんか？
http://merci-plants-garden.blogspot.com/

■日時：4月23日(土)、4月25日(月)、
4月27日(水)、4月30日(土)、5月2日(月)、
5月4日(水)、5月7日(土)、5月9日(月)、
5月11日(水)、5月14日(土)～5月15日(日)
 11:30～17:30
■会場：merci ∞plants∞ garden
／逗子市逗子6-12-3　ピア松田102
■料金：入場無料/ WS1,500円/最終日
partyのみ2,000円
■問合せ：090-9104-8786
0468-72-4222
merci.plants.garden@gmail.com

 016  花の時間
　　【鳥かごとリースのワーク
　　  ショップ＆展示販売】
　
プリザーブドフラワーを使ったアレンジ
メントのワークショップ＆展示販売を行
ないます。ワークショップでは、【Ａ・鳥かご：
φ10×高17cm／Ｂ・リース：φ10cm】を制
作します。制作時間は、約1時間です。ご予
約は、メールにてお願いいたします（お名前・
人数・ＡまたはＢの明記・ご希望の時間）。
また、同時開催として、リースやコサージ
ュ、キットの販売も行ないますので、お気
軽にご来場ください。
http://www.flower-hanakobo.com/

■日時：4月23日(土)、4月30日(土)
11:00～16:00
■会場：黒門カルチャーくらぶ
／逗子市新宿1-4-7
■主催：花工房
■料金：入場無料／ワークショップ
は1,300円（お２人以上でご参加の場合
は1,200円／人）
■定員：４名／回
■問合せ：
happy@flower-hanakobo.com

 013   マシキーズの
　　ぬちぐすい vol.7
　
ぬちぐすい＝命の薬
何か素晴らしいものに出会った時、沖縄
の人たちは「ぬちぐすいやっさー」と思わ
ずもらしてしまう。体に良いものだけで
なく心を豊かにするものは、すべて「ぬち
ぐすい」なのであるわけさー。
展示はシキヤンの海のひろい物で作った

「顔」と、マキシの陶器。きっと、ぬちぐす
いになるはずよ～！？
http://www.chahat27.com/

■日時：5月6日(金)～5月8日(日)
11:00～18:00
■会場：チャハット逗子店
／逗子市桜山3-1-5
■主催：マシキーズ
■問合せ：080-5486-1365（しきやん）
080-3200-8749（マキシ）
makisiy@ybb.ne.jp

 012   シキヤリエ + chahat

　
シキヤリエのアンティークビーズのアク
セサリーとchahatはなんと！new shop? 
open?? chahatズシの隣りの駐車場の奥
の小屋が素材屋さんになりますよ！芸術
祭を機にお披露目です。
http://www.chahat27.com

■日時：4月28日(木)～5月1日(日)
12:00～18:00
■会場：chahat逗子／逗子市桜山3-1-5
■主催：chahat
■問合せ：046-870-3127
chahat@chahat27.com

 015   智工房×zisen
　　 自然から生まれるもの・
　　 森の展示会
　
陶芸工房と天然コスメのコラボ展。
いつもは陶芸教室としての工房を展示コ
ーナーと体験コーナーとなりオープンし
ます。展示コーナーでは器はもちろん、ソ
ープディッシュ、キャンドルホルダー、コ
スメ、石鹸、蜜蝋キャンドルなど生活に優
しくフィットするもの達です。晴れの日に
は庭に展示します。SALE品もあります。体
験コーナーでは陶芸の体験、電動ろくろも
可能。期間中の子供体験は500円。
zisenからは天然素材を使った化粧水、リッ
プクリーム、チーク作りなど1,000円から、
香りや色合いをオリジナルで作製出来ます。
体験教室を ご希望の方は事前に予約をお
願い致します。売り上げの一部は東北地方
太平洋沖地震の義援金とします。
http://tomokoubou.store-web.net/

■日時：4月29日(金)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月8日(日)
11:00～17:00
■会場：智工房／逗子市桜山5-17-22
■主催：佐野智子
■料金：入場無料
■問合せ：046-871-9433
tomokoubou_sakurayama@yahoo.co.jp
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 020  キャンドルと
　    ちっちゃい【eco】暮らし

ナチュラルな素材や、うみ色キャンドル。
貝がらキャンドルなど･･･湘南の空気をお
届け致します。併設の雑貨SHOPではキャ
ンドルの他、専門作家によるマリン・プロ
ヴァンス布雑貨や、手刺繍もご覧いただ
けます。天然酵母にこだわった美味しい
パンの販売もおこないます！
◆天然酵母ミニワッフル教室
4/29（13:00～14:30）
予め用意した天然酵母入りの生地を型に
流し、焼き上がったワッフルにかわいく
デコレーション5個作ります。（お持ち帰
りも可能）
参加費／所要時間　800円／約30分
◆キャンドル教室
4/30～5/6（11:00～15:00）
クレパスを選ぶように色を選び約30種類
の中から香りをチョイス。型抜き後、仕上
げを致します。
参加費／所要時間　1個：1,500円／約40
分～60分
どちらの教室も初心者の方も楽しめます。
お気軽にご参加くださいね。
http://www.liverty-candle.com

■日時：4月29日(金)～5月6日(金)
11:00～17:00　
■会場：湘南キャンドル工房Liverty
／逗子市逗子4-12-18
■主催：田中みゆき
■問合せ：046-876-7600
liverty.candlelife@gmail.com

 021  Le festival de 
　　cafe Pont-Aven

逗子・田越川沿いのフレンチカントリー
な一軒家カフェポンタベンで、アートと
癒しと音楽にワクワクする毎日♪
【日替わりイベントメニュー】
◆4/26 お好きな食器にポーセラーツ（貼
る絵付け）を楽しむ@食器代＋1,000 ◎さ
くら工房
◆4/27 ガラスペインティグ@2,000 ◎高
橋啓子
◆4/28 フラワーアレンジ『バードケージ
or花器』@2,200 ◎アトリエさとも
◆4/29 アコースティックギターライブ
＠投げ銭 ◎野田徹
◆4/29  ハーブティ講座・お土産付き
@1,500 ◎ハーブマルシェ
◆4/30  アロマクラフト教室（60分）
@1,500/アロマテラピーハンドマッサー
ジ（15分）@1,500 ◎Fennel
◆4/30  ガラスエッチングのミニ花瓶
@1,800 ◎Nature Living
◆5/1 タミさんの和服着付け教室@1,000 
◎樽井タミ
◆5/1 美容と健康講座『ハーブティとドラ
イフルーツについて』茶菓子付き@2,000 
◎メディカルハーブ
◆5/2  ポーセリン絵付け（手書き）教室
@2,000 ◎高橋啓子
◆5/4 フラワーアレンジ『バードケージor
花器』@2,200 ◎アトリエさとも
◆5/6 ビーズワーク『半貴石のペンダント』
@2,200 ◎アトリエさとも
◆5/7 ステンシル『バラのイニシャルバッ
グ』@1,800 ◎Nature Living
◆5/8 タミさんの和服着付け教室@1,000 
◎樽井タミ
◆5/9  アロマクラフト教室（60分）
@1,500/アロマテラピーハンドマッサー
ジ（15分）@1,500 ◎Fennel
◆5/10 グラスアート『植木鉢or花びん』体
験@1,500 ◎さくら工房
http://pontaven.exblog.jp

■日時：4月25日(月)～5月10日(火)
11:00～17:00
■会場：cafe Pont-Aven／逗子市桜山
8-4-7
■主催：水谷美恵
■料金：入場無料（WSなど実費）
■問合せ：『さくら工房』石渡ちか子
046-873-2037
info@sakuracobo.com

 022    AN

　
計良明子×神谷直子DrawingとFluteの出
会い
◆Drawingの展示（2Fギャラリーにて）
◆Flute&Guitarのコンサート（カフェにて）
5/5・1部13:30開場 14:00開演・2部15:30開
場 16:00開演
Flute 神谷直子、Guitar 堀井義則
料金：一般2,500円 小中学生2,000円 １ド
リンク付
各部共に定員20名（要予約）

■日時：5月3日 (火)～5月7日 (土)
3日/14:00～18:00、4日、6日/11:00～
16:00、5日/11:00～13:30（13:30以降
はコンサートチケットをお持ちの方
のみの入館）、7日/11:00～15:00
■会場：アンの部屋 カフェ ポンタヴ
ェン／逗子市桜山8-4-7
■主催：AN
■問合せ：090-3439-7813（神谷）

 024   愛犬家たちの小さな庭展

　
愛犬との生活がきっかけでクラフト魂に
火がついたウィークエンドクラフトマン
の２人が谷戸の奥の庭で小さな展示会を
行います。
陶器で造るドックフィギュア作家の大矢
康行の作品展示と制作オーダー受付、また、
レザークラフト＊小林猛は犬用リード、
ハーフチョーカー等の作品展示＆販売致
します。
http://blogs.yahoo.co.jp/tobbywankenobi
http://ameblo.jp/coastjoys/
※会場は狭い谷戸の路地奥のため駐車場
が無いためクルマでのご来場はご遠慮下
さい。ご協力よろしくお願い致します。

■日時：5月2日(月)～5月4日(水)
11:00～17:00
■会場：ちいさな庭／逗子市桜山9-3-5
■主催：小林猛　大矢康行
■問合せ：090-4386-9194

 023  Botanic Green 
　　「若葉による緑色染」展示
　　& WS @COYA
　
薬草を含む様々な種類の植物の若葉で緑
色を染めています。葉の種類によって微
妙に違う緑色で、自然をそのまま写した
色です。身につけると香りが漂い森林浴
と同じ効果があります。
http://botanicgreen.com
展示、そしてWSを、逗子にあるCafe、
COYAで行うことになりました。
http://coya.jp/
WSは、葉っぱで染めたHempや、Organic 
Cotton、芋麻、Woolの糸やハギレを使っ
たリサイクルアートの感覚で、雑貨を作
ります。手織はダンボールや枝を使います。
一度覚えればいつでもどこでもできます。 
COYAという素敵なロケーションでの時
間を、是非味わってください。
展示日程は5/6(金)7(土)8(日)ですが、ワー
クショップは、7(土)8(日) 10:30～と14:30
～に行います。

■日時：5月6日(金)～5月8日(日)
10:00～18:00
■会場：COYA／逗子市桜山8-3-22
■主催：Botanic Green
■料金：WSは1,500yen
■定員：WS 各回15名
■問合せ：botanicgreen@gmail.com
042-673-6822
046-872-5156（coya）

 019 　

　
のんびり　ゆ～ったりをテーマに、葉山
コルネットのパンやオーガニックハーブ
ティーグッズ.etc... 日々のくらし、食のセ
ラピー、見て感じてアートセラピー、それ
ぞれ頭ではなく細胞がよろこぶ感覚を味
わっていただけたら嬉しいです。
http://blog.honbic.com

■日時：4月23日(土)～5月21日(土)
10:30～17:30（火水金土）
■会場：くじらのマルシェ
／逗子市逗子5-9-24
■主催：くじらのマルシェ
■定員：売り切れ次第（先着順）
■問合せ：046-872-5502
090-8117-4189
kujira.kujira@hotmail.co.jp

くじらのマルシェ
～ここちよいくらし  あれこれ～
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18th Hayama 
Art & Music Festival 
2011

 026 Tsumiki ～アンティーク　
　　 になる踏み台を作ろう～
　
自然の木から感じるナチュラルな温かみ
を感じながら、長～く使える、レッドシダ
ーの踏み台を作りませんか？
使えば使うほど味が出てアンティークな
表情も見せてくれます。木に関するよもや
ま話を聞きながら親子で楽しめるワーク
ショップです。木のよさを生かした新築や
リフォーム相談も受け付けております。
http://www.towa-kousan.co.jp/

■日時：4月29日(金)～4月30日(土)
10:00～16:00
■会場：ハーモツリー葉桜
／葉山町長柄1461-131
■主催：東和興産株式会社
■料金：1,000円
■定員：各日10名程度
■問合せ：0120-108-309
info@towa-kousan.co.jp

 025  ～夕日を感じる～
　    ギャラリーカフェLABO
　
逗子葉山の名物である“夕日”を感じる＝

「夕感」をテーマに様々な作品を作り出し
ます。
◆光の芸術家TAICHIによる「夕日フォト」
夕日をバックにジャンプ！夕方に逗子海
岸に行って撮影会もやります。
◆お絵描き屋さんKIYOによる「夕日の絵」
こだわりの色使いで安心感を与えられる
ような絵を描いてます。
◆線画アーティストSHUMAによる「夕日
Tシャツ」
夕日をプリントしたTシャツ一枚一枚に
気ままな線画を描きます。
◆他  STAFFによる「味わう夕日」
夕日をイメージしたパンやコーヒーなど
の軽食を研究中です。
会場は逗子桜山八丁目のシェアハウスで
す。芸術祭期間限定のギャラリーカフェ
LABOとして、シェアメイトやその仲間た
ちで運営します。若手クリエイターによ
る写真や絵の展示や、研究中のパンやコ
ーヒーなどの提供をしながら、来てくれ
る方々と交流したいと考えています。
http://taichimuseum.com

■日時：4月29日(金)、
5月3日(火)～5月4日(水)、5月8日(日)
12:00～夕日が沈むまで
■会場：桜山シェアハウス
／逗子市桜山8-15-1
■主催：芸術祭限定ギャラリーカフ
ェLABO
■問合せ：labocafe@gmail.com

 027   裂き織りたんたんMatou
　　+ 絵画工芸展
　
素朴で手になじむ裂き織りを作っていま
す。古い布を再生した横糸として織る技法。
縦糸は丈夫な麻や綿を使うためしっかり
とした味わいのある布として生まれます。。
心をこめた手作りバックや布小物をどう
ぞお気軽にご覧下さい。併せてヨーロッ
パとアラブが漂う絵画工芸品を展示販売
いたします。
http://matou.shop-pro.jp/

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)
11:00～16:00
■会場：竹内邸／葉山町長柄705-411
■料金：無料
■問合せ：046-876-2311
festosahara@hotmail.co.jp

 028   ANIMAL WARNING
　　 - 銀で種を蒔く'11
　
原始的製法による、手造りのシルバーア
クセサリーの製造と販売をしています。

「原始的製法ってどんなのですか？」って 
よく聞かれるんですが、すごく簡単に言
うと、昔のネイティブアメリカンがやっ
ていた造り方という感じです。詳しくは
ご質問くださいね。その製法と、ずっと変
わらない気持ちで造ったもの達を今年も
ぜひお楽しみください。いくつか新作も
並べてお待ちしています。
＊お問い合せのメールアドレスはHPのほう
にありますので、そちらからお送りください。
http://members2.jcom.home.ne.jp/
animalwarning/

■日時：4月23日(土)～4月26日(火)、
4月28日(木)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月10日(火)、
5月12日(木)～5月13日(金)、
5月15日(日)　12:00～18:00
■会場：ANIMAL WARNING-工房shop
／葉山町堀内249-1
■主催：羽太　雅和
■料金：入場無料
■問合せ：046-804-0322

 029   GOLDEN GOAT 
　　 jewelry
　
石、真珠、金属などは地球からの贈り物。
それは豊かな自然、健全な環境からうま
れるもの。キラキラした美しい素材たち
をジュエリーにしました。ジュエリーを
通して社会貢献が出来ることを願ってい
ます。
その他、お手持ちのアクセサリーの洗浄
や修理などもいたします。

■日時：5月14日(土)～5月17日(火)
11:00～17:00
■会場：SELFISH hayama
／葉山町堀内300
■主催：GOLDEN GOAT
■問合せ：090-7414-1829
03-3649-7010
golden1224goat@yahoo.co.jp
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 031   カヌーとお守り

　
今回初めての参加になります。真水や海
水との忘れられない、すばらしい経験を
持つ人々に気に入って頂ける様な、作品
や商品を通常は自宅から提案しておりま
すが、今回の芸術祭では、カヌーの世界に
フォーカスし、作品や商品を紹介いたし
ます。特に、ボーンカーバー、竹内　研氏
の作品を中心に、空間を創っていく予定
です。是非、お気軽におこし下さい。
http://water-tribe.com

■日時：5月1日(日)～5月2日(月)
11:00～17:00
■会場：葉山町堀内522-4
■主催：water tribe
■問合せ：046-876-2868

 032   茶の間ギャラリー
         Blue jelly drop
　
雑貨屋さんのようなギャラリーショップ
です。MAZTOの雑貨、熱狂的ファンの多
いVervetinoHayashiの帽子、手作りのヴ
ィスクドールやデコパージュ作品、アク
セサリーなど楽しい作品テンコ盛り。
期間中は予約不要でアートクレイ（有料）
体験も受付ます。ついでに国産無添加ぶ
どう酒も用意してお待ちしています。
http://mazto.org/
http://www7.ocn.ne.jp/^omi/

■日時：5月1日(日)～5月5日(木)
10:00～17:00
■会場：茶の間ギャラリー Blue Jelly Drop
／葉山町堀内533-10
■主催：鈴木直美
■料金：入場無料
■問合せ：046-876-3447
spkd8pt9@pony.ocn.ne.jp

 033   ハコブでまわろう! 
　　芸術祭!!
　
ハコブはヒトやモノ、キボウをのせて葉
山や周辺地域をめぐる、Recycle自転車を
主とし、貸し出しをはじめました。
ハコブのかわいい自転車たちはできるだ
けRecycle車を厳選していますが、中には
新品が混入している場合もあります。
尚、Recycle車は安全に走れるようにメン
テナンスしておりますので、ご安心して
走行を楽しんでいただけます。
今回は、葉山芸術祭を縦横無尽にかけめ
ぐるおてつだいをさせていただきます。
ハコブの自転車を借りられるのは現在、
堀内の美容室switch-relax-です。台数10台
を予定しています。
町内、町外を問わずたくさんの方々に利
用してもらえるコミュニティバイクシェ
アリングをめざします！
詳しくはswitch-relax-ホームページをご
覧下さい。
http://switch-relax.com/

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
9:30～17:00
■会場：switch-relax-
／葉山町堀内862-2
■主催：田原 耕史郎
■料金：500円/1day
■問合せ：switch-relax-
046-876-5033
kuromegane8@yahoo.co.jp

 034   一粒舎
          工房オープンデイ
　
初参加です！
革小物（A:ブックカバー・B:スリッパ）の製
作ワークショップを２回と革製品の修理
と一粒舎の革製品展示受注の受付を１回、
自宅兼工房にておこないます。駐車スペ
ースが自宅にも近隣にもご用意がないた
めご不便おかけいたしますが、てくてく
お散歩がてら来てくださると幸いです。
詳細、申し込みにつきましては決まり次
第下記のブログに載せてゆきますので、
そちらをご覧ください。
http://hitotsubusha.com/

■日時：5月1日(日)、5月3日(火)、
5月8日(日)　13:00～16:00頃まで
■会場：高木宅／葉山町堀内612-19
■主催：高木　陶子
■料金：ワークショップ Ａ3,000円
Ｂ8,000円
■定員：ワークショップ 各回１名～
４名
■問合せ：hitotsubusha@nifty.com
090-4244-5185

 035  海の見えるテラス
        レストラン・カフェ＆
         絵画展
　
葉山や旅先での感動を絵にしました。販
売もしていますので、お気に入りの作品
があれば記念にいかがでしょうか？新築
祝いや結婚祝いなど世界に一点のギフト
としてもご利用頂いております。
テラスの角のお席からは江の島や、運が
良ければ富士山も見えます。歩き疲れた
らお茶をしにお立ち寄り下さい。
http://www.kk.iij4u.or.jp/̃ever

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月27日(水)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月8日(日)、
5月11日(水)～5月15日(日)
12:00～15:00
■会場：cafe ever／葉山町堀内939-3
■主催：けいこ
■料金：見学のみは無料（14:00～）
■問合せ：046-875-3168
ever@kk.iij4u.or.jp

 030  きらくなたてものや展～
　　伝統に学び、
　　現代を表現する～
　
伝統的な木造建築技術を活かして現代の
空間を設計するきらくなたてものやです。
今回会場となるピスカリアもその一例で
す。今回の展示を通じて、風土に根ざした
伝統の技術や知恵には、今を心地よく暮
らすためのヒントが詰まっているという
ことを感じていただければと思います。
また、仲間たちが描いた絵画作品等も展
示予定。更に今回特別企画として、タイミ
ングが合えば会場近くの建築現場で竹小
舞ワークショップを開催するかも？どう
ぞお気軽にお問い合わせください。
http://www.kirakunat.com/

■日時：5月6日(金)～5月8日(日)
12:00～17:00
■会場：ピスカリア
／葉山町堀内918-20
■主催：きらくなたてものや
■問合せ：きらくなたてものや
日高　080-5467-8701
tamtosu.hidaka@kirakunat.com
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 036   Life afa - 
         colorful organic cotton

草木や鉱物で染めた布には身体を癒す力
があります。
Life afaでは天然染めのオーガニック・コ
ットンを使い、心と身体にやさしい日常
着を作っています。バラやスミレで染め
たカラフルなストールやアメジストで染
めたピンクのベビー服など、柔らかで繊
細な布と色にふれてください。
◆Tomoyo cafe
4/29～5/1、5/6～5/8 （11:00～18:00）
http://www.lifeafa.jp

■日時：4月28日(木)～5月8日(日)
11:00～18:00
■会場：Life tree／葉山町堀内858
■主催：(有)アファ
■問合せ：
046-877-4385（ライフアファ アトリエ）、
046-875-6927（ライフトゥリー ショッ
プ）　life@lifeafa.jp

 037   「真砂三千代　衣展」

爽やかな春を感じるAfaのころも。
季節のめぐりを布によせ、花の中にいる
ような優しい着心地をお愉しみください。
Tomoyo cafe がアトリエ前にオープンし
ます。
◆Tomoyo cafe
5/6～5/8、5/13～5/15（11:00～18:00）
http://www.lifeafa.jp

■日時：5月5日(木)～5月8日(日)、
5月12日(木)～5月15日(日)  
11:00～18:00
■会場：Life tree／葉山町堀内858
■主催：(有)アファ
■問合せ：
046-876-2207（アファ アトリエ）、
046-875-6927（ライフトゥリー ショッ
プ）　afa@lifeafa.jp

 038   真砂秀朗「絵と音」展

　
毎年恒例になりました。この期間、仕事場
を解放してOpen house Galleryです。新作
の水彩画(アマテラス シリーズ)や音楽を
主に展示しています。
エントランスではtomoyo cafeも出店し
ています。散歩の道すがらど～ぞ。
http://www.awa-muse.com

■日時：5月6日(金)～5月8日(日)
11:00～18:00
■会場：AWA MUSE studio
／葉山町堀内810
■主催：AWA MUSE
■問合せ：info@awa-nuse.com
046-875-8497

 039    cocotteの旅＆
          花茶じかん

◆cocotteがインドにあったなら、、、
5/7、8（12:00～17:00)
今年は昨年のcocotteが旅に出ます。行先
はインド。カメラマンのayaさんが現地イ
ンドで撮ったポートレイト写真を展示し
ます。accoさんのおいしいスパイスの香
りにつつまれて気分はプチ旅行。ぜひ、イ
ンドの風を感じに遊びにきてください。
【ワークショップ】
◆北欧モスで作る手のひらサイズの１輪
差し（5/4)
フラワーアーチストCHAJINさんによる
お花とお茶を楽しむじかん。鎌倉銘菓＆
おみやげ付き。
◆ちっちゃな世界  スノードームつくり（5/5)
hinaによる世界にひとつだけのスノード
ームつくり。旅の写真、ペットの写真など
スノードームに詰めたいお気に入りの写
真（10cm×10cmくらいのもの）をご持参
ください。こちらでも材料は用意します
ので、ない方は手ぶらでお越しください。
※ワークショップの時間はどちらも 
(1)11:00～13:00、(2)15:00～17:00の１日
２回です。各回先着8名の予約制になりま
す。4/29までに「ワークショップ名、時間、
お名前、参加人数、代表者連絡先」をメー
ルにてお知らせください。

■日時：5月4日(水)～5月5日(木)5月7
日(土)～5月8日(日)　12:00～17:00
■会場：葉山町堀内794-34
■主催：サワイリ
■料金：WS 参加費3,000円（材料費込）
■定員：各8名
■問合せ：a2m.cocotte@gmail.com

 040    ゆるゆるキッチン
 

今年も、ハワイアンライブ、写真展等（奄
美大島、葉山の日常）薪窯で焼いたピッツ
ァを食べながらゆるゆるとした時間をお
過ごし下さいませ。
そして今回新たな企画で、ゆるゆる自転
車＆綱遊びをやります。自動車並みの積
載が出来る、ゆる～い乗り味のロングテ
ールバイクの試乗会とスラックラインと
言う綱渡りスポーツの体験を行います。
店内2階にてイタリアンヴィンテージバイ
クの展示、ノスタルジック蓄音機の試聴も。
ハワイアンとピッツァは5月1日と3日の
みで、その日は展示のみとさせていただ
きます。
http://blog.zaq.ne.jp/tokitama-kitchen/

■日時：4月29日(金)、5月1日(日)、
5月3日(火)、5月5日(木)、5月8日(日)
11:00～17:00
■会場：TOKITAMA KITCHEN（大沼邸）
／葉山町堀内777-8
■主催：大沼千明
■料金：ライブ、試乗、体験無料、食事
代別料金
■問合せ：o-chiaki@dk.pdx.ne.jp
070-5570-4099
o-chiaki@jcom.home.ne.jp

 041   銀のアクセサリー

　
アクセサリーを作っています。
こつこつつないだシルバーチェーン、安
全ピン型ブローチ、ピアスいろいろ。
さらっと身につけられるアクセサリーた
ち。自宅で展示販売します。是非お出かけ
ください、お待ちしています。
http://blog.livedoor.jp/silverbluehayama/

■日時：4月28日(木)～5月5日(木)
11:00～17:00
■会場：太田宅／葉山町堀内759-8
■主催：太田由貴
■問合せ：090-6791-5011
ny_ota1116@ybb.ne.jp
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 042   旅のおすそわけゴハン

　
cafeでは期間限定フードをお出しします。
テーマは「旅のおすそわけゴハン」どこの
国が登場するかはお楽しみ。
◆３階ギャラリー　スケジュール
4/28-5/1 「 Lotus Heart 展示販売会」
http://lepas-manis.com/free/lotus_heart
5/13-5/15 「photo vol.3」
http://griotblog.exblog.jp/

■日時：4月28日(木)～5月15日(日)
11:00～18:00
■会場：griot.／葉山町堀内1022
■問合せ：046-887-0168
info@griot-net.com

 043   PHOTO

 
葉山の小さいけれど、欲張りなスペース
Sorairoで開催されている写真教室「カメ
ラの日」に参加しているメンバーで写真
展「PHOTO」を開催します。
http://sorairo-note.com/
Sorairoは、リニューアルオープンを予定
しています。

■日時：5月13日(金)～5月15日(日)
11:00～18:00
■会場：griot.／葉山町堀内1022
■主催：Sorairo
■問合せ：046-887-0168

 044   葉山の
          ＣＧプロダクション
 
葉山にて映画、テレビＣＭ、ミュージック
ビデオ等のＣＧ制作をおこなっています。
これまでに手がけたものから皆さんがよ
く目にした作品の上映やＣＧの作り方の
解説などをおこないます。
http://www.studiolinda.com/

■日時：5月1日(日)～5月8日(日)
11:00～19:00
■会場：（有）リンダ・葉山アトリエ
／葉山町堀内1070
■主催：（有）リンダ
■料金：無料
■問合せ：（有）リンダ・林田
046-877-0887

 045   スペースハレルヤ
          【ベジ料理、ヴォイスヨガ、
            ベジマンデー】
　
◆おZEN料理教室 From わらじデリ
家庭で気軽に楽しめる、ゆるめの精進料
理です。日本のすばらしいZenのスピリッ
ト香る、ベジタリアン料理。3,500円
http://warajideli.blogspot.com/
◆Vege Mandayにジーマミー豆腐を作るよ！
毎週月曜日はベジマンデーを楽しもう！
スペースハレルヤでは、葉山芸術祭中の
月曜日、ジーマミー豆腐を皆で作り、持ち
寄りのベジ弁当を、わいわい楽しくいた
だきます。ジーマミー豆腐は沖縄のピー
ナッツ豆腐のこと。とても濃厚で、プルプ
ル！ベジマンデーは、ミートレスマンデ
ーとも言われ、世界で広がるつつある、週
に一度の菜食のススメ。
◆Voiceヨガ
五感を研ぎ澄まし、あなたの「音＝声」を
呼吸にのせていきます。体の旋律、リズム
に 耳 を 傾 け 、P u r e な マ イ ン ド に 。 
http://hareruyataiso.jugem.jp/

【キーワード】・・・観音・・・
詳細は http://ameblo.jp/natureartist/
entry-10750479165.htmlをご参照ください。
http://wwwspacehallelujah.web.fc2.com/

■日時：4月23日(土)、
4月25日(月)～4月27日(水)、
4月30日(土)～5月2日(月)、
5月4日(水)、5月7日(土)～5月11日(水)
11:00～14:30
■料金：詳細はHPにて
■定員：4～5名
■会場：スペースハレルヤ
／葉山町堀内1285-101
■主催：高山晴代
■問合せ：スペースハレルヤ
080-5005-7857
space-hallelujah@live.jp

 046   MARIAはるな
         愛を地球に降ろす

◆MARIAはるな：アバターマスター（４月
にフロリダで資格とります）。絵描き（絵
本「天使と繋いだ手」「三人の天使」）
森戸海岸そば、マリアハウス・オープン予定。
毎日3時33分よりクリスタルボール演奏あ
り。（詳細は問合せ）

アイトヒカリガチキュウヲカケメグル。
グングングングン　ジュンカイシテイル
ポンプデマルデ　ヒキアゲルミタイダ。
愛は限りなく　地球を巡るよ。
チキュウカラ　アフレタ　ソノアイノ　
エネルギーヲ　ホカノ☆ニモ　トドケヨウ
遠くの☆の人たちも　わたしたちを祈って
いる。
力を送ってくれている。
カンジル。。
カンジル？
カンジル！！！
あなたとわたし　この広い宇宙で巡りあ
った。
宇宙の果てまで　愛を届けるために

■日時：5月13日(金)～5月15日(日)
13:00～18:00
■会場：マリアハウス
／葉山町堀内1210-3
■主催：MARIAはるな
■料金：未定
■問合せ：090-9380-8107
harunatwinangels@softbank.ne.jp
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 048   S&C

　
車庫を改造して作った貝加工の工房で、
貝のオリジナルアクセサリーと貝のオブ
ジェを展示、販売します。

■日時：5月1日(日)～5月8日(日)
11:00～17:00
■会場：S&C ／葉山町堀内1424
■主催：飯泉陽一
■料金：無料
■問合せ：046-875-9596

 049   たのしいお茶の時間

 
シンプルでありながら 個性的な作品を作
る作家達の器を楽しんでいただきます。
ポットやカップ&ソーサー 、マグカップ、
お湯のみ 、ガラスのカップ それらにぴっ
たりなお皿 等を展示販売いたします。
作家の器でのお茶のサービスもご用意し
ております。
http:///room-tiptoe.cocolog-nifty.com/
blog/

■日時：4月23日(土)～4月26日(火)、
4月28日(木)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月11日(水)、
5月13日(金)～5月15日(日)
11:00～17:30
■会場：ギャラリーtiptoe
／葉山町堀内1422-10
■料金：無料
■問合せ：046-854-8256
exh-tiptoe@memoad.jp

 050   グアテマラ食堂＆
          グアテマラの織物展

中米グアテマラの文化を料理や織物を通
して紹介します。
色鮮やかな織物を使った額装や小物を展
示販売します。
先住民の愛したスープやグアテマラのお
いしいコーヒーを用意してお待ちしてい
ます。

■日時：5月4日(水)～5月5日(木)
12:00～16:00
■会場：松元宅
／葉山町堀内1421－13
■問合せ：090-9665-9476
ahora0614@hotmail.co.jp

 051   アカツキノイエ…
          皐月ノアソビ
　
◆AYAY革小物の手縫いWS
5/11（13:00～） 講師：依田綾、野口暁
◆羊毛を紡いで毛糸を作る
5/13（13:00～） 講師：水谷亜希子
◆えなのお話会＋WS  5/14（11:00～）
ナビゲーター：Aki、ヨガ：Aya
◆『心～くくる～』上映会＠葉山 
5/14（15:00～）
◆散歩 de ダンス
5/15（14:00～）  ナビゲーター：野口暁
※雨天中止の可能性あり。お問い合わせ
ください。
◆鎌田幹子作品展 
5/14～15（11:00～17:00）
◆じゃんぐるままの手相観
などなど。
飛び入り参加もあり。海から徒歩10分弱。
向原から5分。昭和のお家。のんびり縁側
でくつろぎにきて下さい。
詳細は下記へ。お問い合わせください。
http://blog.goo.ne.jp/moongene

■日時：5月11日(水)、
5月13日(金)～5月15日(日)
11:00～17:00
■会場：アカツキノイエ
／葉山町堀内1419-3
■主催：野口 暁
■問合せ：akatsukinoie@gmail.com
080-6556-4114

 047   MOON HOUSE 2011

　
オールハンドメイド 「Conejo」「yoko」
Bag、小物、アクセサリーの展示販売。ふら
っと立ち寄って、おしゃべりして、あはは
と笑って楽しい時間を過ごして下さい。
この時期だけのオープンハウス

「ＭＯＯＮ　ＨＯＵＳＥ」
http://blogs.elle.co.jp/ayaka/

■日時：4月29日(金)～5月5日(木)
11:00～17:00
■会場：MOON HOUSE
／葉山町堀内1423-6
■主催：中川洋子
■問合せ：info@ayaka-conejo.net
046-875-7986
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 053   ナカジ美術
　     ギャラリー＆
　     ショップ2011
　
今年もナカジ★美術　ギャラリー＆ショ
ップとして葉山芸術祭に参加します。
新しい試みとして、逗子にあるパンと焼
き菓子の店Oven'sとコラボレーションし
てナカジ美術カフェをOPENします。詳し
くは、ナカジ美術ホームページとOven's
ホームページでインフォメーションいた
します。
◎ナカジ★美術の過去の作品から新作ま
で展示、販売。
◎ナカジ★美術　金継ぎ漆塗り教室の生
徒さんの作品展示。
◎ナカジ★美術　子供おえかき（工作）教
室の生徒さんの作品展示。
☆金継ぎ漆塗り教室のご案内
毎月第1、2、3土曜日開催中★午前中クラ
ス生徒さん募集中です。（10:00～12:00／
13:00～15:00）
★水曜日クラス生徒さん募集中です。（10:00
～12:00／13:00～15:00）
☆子供おえかき（工作）教室のご案内 『小
学生対象』
毎月第４土曜日開催中（10:00～12:00／
13:00～15:00）

（生徒さん募集中です。是非、見学にいら
して下さい。）
＊随時、教室の御案内を致しますので、気
軽に声をかけて下さい。
http://nakaji-bijyutu.shimabar.com/
http://ovens.blog66.fc2.com/

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)
12:00～17:00
■会場：ナカジ★美術ハウス
／葉山町堀内1735-83
■主催：中島靖高
■料金：無料
■問合せ：ナカジ美術ハウス
046-876-8330
nakaji_bijyutu@lake.ocn.ne.jp

 054   Dear Friends
          in Mekong

～メコンに暮らす私たちの仲間を紹介し
ます～
ポンナレットとクロマニヨンの大切なパ
ートナーである、カンボジア/ラオスの工
房の活動や織り手の生き生きとした様子
を写真とともに紹介します。それぞれの
工房の特色ある手織り布や、厳選した手
仕事の品々を展示販売します。
ポンナレット葉山の家では、カンボジア
CYRの絹絣や、Goelの草木染の綿布、ラオ
スの紙布帯（しふおび）などを中心に、オ
リジナルの半幅帯や着尺も揃えてお待ち
しています。
カンボジア座談会や、着付けデモンスト
レーションなどのイベントも開催します。
※この企画は、ポンナレット葉山の家と、
HOUSE1891、２会場連動企画です。
HOUSE1891では、カンボジアのクロマー
の手織工房を中心に紹介致します。
http://ponnalet.com
◆“カンボジアの織りと人々の暮らし”
座談会
私たちの大切なパートナーである、カン
ボジアの手織り工房のこと、ストーリー
のある伝統的なカンボジアの絣織やひと
びとの暮らしの様子などをお話します。
5/14（15:00～16:30） 40名（要予約） 　
参加費 500円（お茶付）
会場1：ポンナレット葉山の家
話し手：峯村里香さん/大木明子さん（認
定NPO法人幼い難民を考える会）＋クロ
マニヨン

■日時：5月7日(土)、5月8日(日)、
5月12日(木)～5月15日(日)
11:00～17:00
■会場：HOUSE 1891
／葉山町一色1891
■主催：クロマニヨン＋ポンナレット
■問合せ：046-807-1867
ukiuki@ponnalet.com

 055   malstrom + 
         わん wan one

マルストロムによる手作りフェルトのバ
ッグや小物、わん wan oneの犬と暮らすオ
ーナーと犬のためのグッズなど展示販売
いたします♪ お気軽にいらしてください。
http://malstrom.jp
http://honeone.com

■日時：5月1日(日)～5月2日(月)、
5月5日(木)～5月7日(土)
12:00～17:00
■会場：葉山町堀内2100-89
■主催：malstrom
■問合せ：046-875-6436
malstrom@nifty.com

 052   HOME WORKS

　
縫い物したり、植物愛したり、パン焼いた
り…。HOME WORKS
◎前半のHOME WORKS「縫　い　物」

（4/25～5/4)
～青森県弘前市から講師をお招きして、
つがるの伝統工芸、こぎん刺しの展示と
実際の布に刺すワークショップを行いま
す～
◆こぎん刺しの展示
◆HOME WORKS「こぎん刺しを刺してみ
る」（5/3、5/4）1,500円（材料費込み）予約
不要、各日13:00～16:00の間に申し込み
＆作業開始です。
※前半期間中オーガニックの天然酵母パ
ン（ソフト）あり

（4/30、5/1、3、4）
◎後半のHOME WORKS「庭　を　飾　る」

（5/5～5/13)
～ガラスと植物をテーマにワークショッ
プや展示を行います～
◆四角いステンドグラスのポッド＋多肉
植物
◆四角いステンドグラスのポッド＋キャ
ンドル
◆庭を飾るオブジェや鉢
◆handmade glassのピアス
◆洒落たエプロン　
◆HOME WORKS 「アロマテラピー教室」

（5/5～5/8）(1)11:00～ (2)13:00～ 各回4名
様、3,000円（材料費込み、1drink付き）
植物のエッセンスを入れたクリーム、ル
ームスプレー、化粧水のいずれかが作れ
ます
◆「マナカード」（5/9～5/13)
ハワイの自然、植物などが書いてあるセ
ラピーカード
※期間中オーガニックの天然酵母パン（ハ
ード）あり。（5/7、8）

「WORKSHOPについて」
・こぎん刺しのワークショップに関して
は予約不要です。各日の時間内に手ぶら
でお越しください。
・アロマテラピーのワークショップにつ
いては定員がありますので予約制とさせ
ていただきます。メール、又はお電話で日
時をご予約ください。
http://www.na-no-co.com/
☆カフェスペースでは通常通り自家焙煎
珈琲とアップルパイもご用意してお待ち
しております☆
http://blog-nanoco.jugem.jp/

■日時：4月25日(月)～5月13日(木)
11:00～18:00
■会場：服と珈琲 nanoco
／葉山町堀内1968-8
■主催：齊藤香織
■料金：1,500円～3,000円（ワークショ
ップ代金）
■問合せ：046-876-4136
info@na-no-co.com
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[参加企画] 　葉山  一色  下山口  上山口  木古庭 ・ 横須賀
海と山を感じて、のんびり、じっくり回りたい。

 057   「手と手で繋がる」写真展─
                ハンドマッサージで
                ハートに触れよう！
　
アロマテラピーのハンドマッサージはマ
ッサージをされるのはもちろんマッサー
ジすることもとても気持ちの良いものです。
難しい事は何もありません。ハートを開い
てアロマテラピーハンドマッサージをし
ましょう！そして、その輪を近くの大切な
人へつなげましょう！
手はハートと繋がっています。ハートと
ハートとの触れ合いの素晴らしさをつな
げます。手と手が、ハートとハートが繋が
った写真をラ・メールのセッションルー
ムでご覧ください！
※ハンドマッサージワークショップ開催
します！ 初めての方大歓迎！
4/24、25、5/15日（10:00～、14:00～）
参加費無料・オイル代金1,000円
有料駐車場（1時間100円）が隣接していま
す。
http://www.la-mer.jp/

■日時：4月24日(日)、4月25日(月)、
5月15日(日)　10:00～17:00
■会場：ラ・メール／葉山町一色2511-
77  ビクトリアライトハイツ502号室
■主催：沖礼子
■料金：参加無料・WSオイル代金
1,000円
■定員：20名（WS）要予約・写真展の
観覧は定員なし
■問合せ：ラ・メール　沖礼子
046-876-4735
la-mer@jg7.so-net.ne.jp

 056   今年もこの会場

　
トロピコリタンが始めているトロピカル
な街造りを目指して葉山町に住んでいな
がらも“知らない魅力”の発見に参加して
いただいてるファミリー店舗・アーテスト・
個人の紹介や作品発表や即売。
◆貝がら絵の具
柱 富久子さんの貝がら絵の具。さくら貝、
あさり貝、カラス貝、牡蠣貝等の天然貝を
使用した画法葉山海岸や一色海岸で採取
した色とりどりの貝殻を細かくつぶし、
貝殻絵の具を作る。ビーチクラフトの先
駆け作品、接着剤を使用し少しづつ絵を
描く（貼付ける）完成後、透明ラッカーを
塗り安定させる。貝のもつ自然の色合い
を鮮明に表現する事に成功。 ＜当画法を、
日本で初めて考案する。＞
◆水のない水族館
水のない水族館とは・・・？お魚アーティ
スト浅井洋司さんの作品。神奈川県葉山
町在住、創作歴17年。ジャズが流れ主人に
忠実な愛犬が待つアトリエには沖縄石垣
島でダイビング中に見た海底の風景画広
がっていました。海底の背景や魚達の動
きにはリズムさえ感じます。そうだ！我
が家に魚を飾ろう。水族館で魚の剥製と
いう存在に気付いた時、自分でそれを作
ってみようと思った。目的は勿論、我が家
に魚達の世界を再現するための手段であ
る。自己流ではじめた剥製作りへの挑戦
は容易ではありませんでした。結局、プロ
の剥製師から製作方法の基本を教わりよ
うやく満足な剥製ができたのです。それ
にしても大堀水心先生という素晴らしい
剥製師がすぐ近くに住まわれていること
が幸運でした・・・
◆葉山自転車市場
最高の保存状態を維持してるビンテージ
自転車をプジョーを始め３台展示販売し
ます。
◆ムロケン バンド「東北関東大震災支援
チャリティー公演」  
4/30開場12:00・開演13:00  「ビ－チサイド・
バウンド」ライブ
MUROKEN・MUSICA（歌姫かおるの三人組）
★チャ－ジ2,000円（コ－ヒ－セットまた
はビ－ルセット付き）
http://www.hayamamachi.com/

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月29日(金)～4月30日(土)、
5月3日(火)～5月4日(水)、
5月7日(土)～5月8日(日)、
5月14日(土)～5月15日(日)
土日祭日のお昼12時から日没まで
■会場：葉山シーサイドレストラン
／葉山町一色2511-129
■主催：株式会社トロピコリタン
■料金：入場無料
■問合せ：050-5532-8818
hayamamachi@gmail.com

 058   創って 感じて 繋がる
             じかん

葉山と逗子のアーティストやセラピスト
が集まった仲間達GREEN WINGS　今年も、
皆さんとユッタリと楽しく過ごせる空間
創りをいたします。ヒーリングアートや
美しい花の写真、シルバーや天然石のア
クセサリーの展示やもの創りワークショ
ップ。フラワーエッセンスやカードのリ
ーディングなどのミニセラピーやヒーリ
ングの体験。今年も五感で楽しむアート
を体験してくださいね。
心地良いテラスで、海を眺めながらラン
チやティータイムも楽しんでいただけま
す。家族とお友だちと葉山時間をタップ
リと楽しんでくださいね。
今年は海と富士山と江ノ島が一望できる、
葉山らしい場所、真名瀬の真名瀬会館に
場所が変更になります。

■日時：4月28日(木)～4月30日(土)
10:00～17:00（最終日は16:00まで）
■会場：真名瀬会館／葉山町一色2477-1
■主催：GREEN WINGS 代表 後藤南帆
■問合せ：080-6727-8643
fairyisland@jcom.home.ne.jp

 059   うふふ in 葉山 
           ～1000人へつなげる
           ポストカード展～

幸せで楽しい気持ちになって「うふふ」と
自然に笑顔になれば。そんな思いを活動
にしようと、アート大好きな仲間5人が集
まりました。
葉山を題材に、それぞれが制作したポス
トカードを展示・販売します。沢山の人へ
笑顔をつなげたい、広げたい、私たちの「う
ふふ」なポストカードプロジェクトです。
葉山の海が目の前に広がるとってもステ
キな場所SNACKSで行います。散策がてら、
ぜひ見にいらしてください。
★ワークショップ開催

「うふふーとう（封筒）をつくろう！」
5/7（14:00～・16:00～の2回）
葉山の貝や葉っぱなどを使ってオリジナ
ル封筒をつくります。スタンプしたりこ
すったり、簡単なアート技法も学べる楽
しいワークショップです。
※対象：こどもからおとなまで
※講師：美術大学に勤務するうーふのメ
ンバー
※人数により当日参加も可能です。お気
軽にスタッフにお声かけ下さい。お申し
込み・質問はメールにて承っています。
☆展示・ワークショップ開催場所
http://snacks.jp/

■日時：5月5日(木)～5月8日(日)
10:00～17:00
■会場：SNACKS／葉山町一色2400-7
■料金：ワークショップ参加費 500円
■定員：10名程度(ワークショップ )
■問合せ：090-7002-7060
oeuf5@hotmail.co.jp
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 060   海のようちえん／
         「ここからみえるよ」
          ～うみとそらに描こう～
　
三が岡の磯に面した「SNACKS」の一階ス
ペースには、水平線が一望出来る大きい
ガラス窓があります。目の前に広がる海
や空の、刻々と変化する様子を感じなが
らガラス窓にテープで絵を描き加えたり、
磯に降りてガラス越しに見ていた海と空
に触って遊びます。
◆ドゥイ　小野亜斗子と轟岳によるユニ
ット。2006年より、横浜・石川町の洗濯屋
さん店舗跡を改装した「ドゥイの実験室」
にて、こども造形教室を運営。その他、鎌
倉山ナワールガーデンでの「本気根気狸」、
葉山学童あおぞらでの「ドゥイの出張こ
ども造形教室」などの出張教室や、各地イ
ベントなどでワークショップを考案／実
施。こどもそれぞれの面白さやひらめき
と即興性を大切に考える、クリエイティ
ブな遊びの時間を研究しています。
http://duilab.com
※午前の部と午後の部では、太陽の位置
や潮の満ち引きの具合で、それぞれ違っ
た体験になります。
※天候（雨、風や波の状態）によっては、磯
に降りるのを中止にする場合がございま
す。
http://snacks.jp/umino/

■日時：5月8日(日) 
午前の部/9:00～11:30・
午後の部/13:00～15:30
■会場：SNACKS／葉山町一色2400-7
■主催：海のようちえん
■料金：未定
■定員：各回10名（子ども人数）
■問合せ：090-8945-2769
umino@snacks.jp

 061   春季展　軸から額へ
　　－山口蓬春コレクション
　　 にみる絵画の形態－
　
山口蓬春記念館では、日本画家・山口蓬春
(1893-1971)が蒐集した美術品の数々を
所蔵していますが、そのなかでも絵画に
おける形態は軸・巻子・屏風・扇子・額など
実に様々です。絵画を装飾・保存する表装
の技術の成立は定かではありませんが、
各々の時代における描かれた内容の変化
や用途の拡大に応じて様々に発展してき
たことがわかります。
蓬春に関しても最初は軸や屏風などを主
体とした制作から、戦後はほぼ一貫して
額に絞って制作しています。この形態の
変化の背景には日本の急速な近代化が挙
げられ、蓬春自身は「明治期に入つて以来、
展覧会という新らしい鑑賞の形式が生れ
て、今迄床の間という限られた場所での
み掛物の形式で眺められてきた〈日本画〉
も、油絵や水彩画と同様、枠張りと称する
一時的額表装を施されて、会場に陳列鑑
賞されることになつた。(中略)そしてこの
方法、つまり展覧会出品の形式としての
額装が、今日までなお日本額装の現状と
して観られるのである。」(山口蓬春「現代
日本画と多聞堂」『額装の話』〈岡村辰雄、
1955年〉)と述べています。明治以降、「日
本画」と「洋画」という新しい概念が生ま
れると、制作方法や内容などで互いに影
響を与え合うようになり、和室の床の間
に掛けられていた軸装の日本画が洋室の
壁面にあう額装へと移行していきました。
このような時代の変動の中で蓬春は、新
しい日本画の創造を模索しますが、戦後
から顕著になる額装による頑丈な木製パ
ネルを使った厚塗り表現もその一つの表
れと捉えることができます。
本展では、当館所蔵品の中から、蓬春や同
時代を生きた近代の作家たちの作品を中
心に、彼らが模索し続けた絵画という創
作の世界を形態の面から探ってゆきます。
団体割引50円割引(20名以上の団体で1週
間前までに予約した場合)
障害者割引50円割引(同伴者1名を含む)
連携館割引50円割引
※連携館：葉山しおさい公園・博物館(大人
券のみ)、神奈川県立近代美術館 葉山(一
般券・学生券のみ)
年間入館券　1,500円(発行月から翌年の
同月末日まで有効)
※会期中、一部展示替えを行います。
前期：4月2日(土)～5月8日(日)
後期：5月10日(火)～6月19日(日)
後援：神奈川県教育委員会、葉山町教育委
員会
http://www.hoshun.jp/

■日時：4月2日(土)～6月19日(日)
休館日：毎週月曜日、5月6日(金)
10:00～17:00(但し、入館は16:30まで)
■会場：山口蓬春記念館
／葉山町一色2320
■料金：一般500円　高校生以下無料
■問合せ：046-875-6094

 062   児童・生徒のための
           美術体験教室

日本画で使用する岩絵の具、膠(にかわ)を
使って制作します。
講師：松坂 慎一 先生(都立芸術高校日本画
科講師)
対象：小学5年生～中学生
申込：葉書又はFAXに (1)住所 (2)氏名(ふ
りがな) (3)学年(年齢) (4)学校名 (5)電話・
FAX番号を明記し、下記までお申し込みく
ださい。
締切：4月20日(水)
後援：葉山町教育委員会
※個人情報につきましては、当財団の生
涯学習事業の目的に限り使用いたします。
◆ 山口蓬春記念館　｢美術体験教室」係
〒240-0111 
神奈川県三浦郡葉山町一色2320 
TEL.046-875-6094　FAX.046-875-6192　
http://www.hoshun.jp/

■日時：5月7日(土)
13:00～16:00
■会場：山口蓬春記念館生涯学習室／
葉山町一色2320
■料金：無料
■定員：25名
■問合せ：046-875-6094

 063    colors-magazine

　
サーフィンを軸にスケートボード、スノ
ーボード、ミュージック、アートをひとつ
のクロスオーバーカルチャーとして発信
していくことをテーマとするオンライン
マガジンcolors-magazine.comによるオ
フライン・イベントです。
会場では3S（Surf, Skateboard, Snowboards）
をモチーフにした写真、絵、造形物などの
展示、またミュージシャンによる生ライ
ブの開催を予定しており、こういった一
連の活動を通して、3Sといった横乗りス
ポーツ全般と音楽、そしてアート（写真、絵、
造形物など）の素晴らしさと共通性をよ
り多くの方々に発信していきたいと思っ
ております。
http://www.colors-magazine.com

■日時：4月30日(土)～5月6日(金)
11:00～19:00
■会場：ギャラリー 134
／葉山町一色2256
■主催：吉田憲右／土川雅章
■料金：入場無料
■問合せ：090-9343-3150/吉田・090-
3522-4691/土川
info@colors-magazine.com

 064   おやつ屋＆
          みちくさバザール＋α

芸術祭参加３年目。今年は会場を｢おやつ屋｣
に移してOPENです！おやつ屋のおやつ。
みちくさバザールのおべんとう、そして
ゆかいななかま達の個性豊かなてづくり
小物を展示販売します。
【おやつ屋】おやつ
【Sayapatri】フェルトの髪ゴム
【葉日】裂き編みなべつかみ
【まるぬ】あぐらズボン
そのほか　いろいろアリマスよ
◆おやつ屋まつり
【みちくさバザール】おひるごはん
【おやつ屋】自家製ジンジャーエール、果
実酒、おやつ
てづくり小ものもあります。期間中「がら
くた市」も開催！ぜひ 遊びに来てください。

■日時：4月25日(月)～4月28日(木)、
5月13日(金)～5月14日(土)
11:00～16:00
■会場：おやつ屋／葉山町一色1657-14
■主催：浅井里美子
■問合せ：080-3088-0798

山口蓬春《計志》昭和25年(1950)
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自転車を使った参加型パフォーマン
スイべント。自転車走行時の空力で
膨らむ衣装を制作、参加者はその衣
装を着て、30～50人程で街中を走る。
アメリカ各州、東京、ミラノ、オース
トラリアなどで同イベントを開催。
各都市で同じイベントを開催するこ
とによって、その場所の文化や景色
をそれそれ別視点で体験する作品と
なっている。
http://aeolian-ride.info/
　
【協力】岬自転車商會、switch-
relax- 他
【出演】Jessica Findley(ジェシカ・フ
ィンドレー)
　
アメリカ・ネブラスカ州オマハから、香港
を経由してニューヨークヘ活動拠点を移
しているアーティスト・デザイナー。エバ
ーグリーン州立カレッジで学士号を取得
し、ニューヨーク大学・インタラクティヴ・
テレコミュニケーションズ・ブログラム
で大学・修士号を取得。ニューヨーク・ミ
ュージアム（アメリカ）、ジ・アリフツ（ド
イツ）、ビッグ・ラヴ（スウェーデン）、BAPIab、
ブルックリン・スクール・オブ・アート、イ
ンスティテュート・オブ・シガゴ等で展覧
会を開催。プロジェクト「Aeolian Ride(エ
オリアン・ライド)は2007年ダイチ・アート・
パレードを先導した。

■日時：5月14日 (土)
■会場：葉山町の公道のあちこち
／葉山公園（スタート地）
■主催：葉山芸術祭実行委員会
+waiting room
■問合せ：アートカフェ
046-877-1441
art-cafe@ki.rim.or.jp

自転車、好きですか？
自転車に乗ってますか？
初めて自転車にのったとき、両足を投
げ出して坂道を下ったとき、翼を得た
ような自由な気持ちだったんじゃな
いでしょうか。
そんな気持ちを思い出すような自転
車店がオープンします。
岬自転車商会は葉山界隈の自転車好
きが集まってこんな自転車屋さんが
あったらいいなぁー、から生まれまし
た。たとえば...パンク修理のワークシ
ョップ、美味しく走れるサイクリスト
専用の補給パン、可愛いサイクリング
バッグ（サコッシュ）の手作り教室、安
全なのり方やマナーを教える自転車
教習所、三浦半島のおススメサイクリ
ングコースのガイド、超マニアックな
パーツやオールド自転車の販売、自転
車王国デンマークの自転車事情...な
どなど。楽しく自転車にのることであ
ればなんでも。今までありそうでなか
った、自転車にのりたくなる気持ちに
させる自転車屋。
固定のお店はもたず、ギャラリーや雑
貨店、カフェ、駐車場、など神出鬼没に
移動するのも特徴です。ある日突然、
看板とともに現れては消える「動く自
転車屋」なのです。

予定開催地ーファイブビーンズギャ
ラリーCENTRO（葉山一色）、レインボ
ーカフェ（葉山森戸）、3knot（横須賀
久留和ほか
今回のテーマは岬自転車商会のシン
ボルマークでもある灯台を目指す、「灯
台一直線！」三浦半島の素敵な灯台ま
でのサイクリングを全力で応援します。
岬自転車商会には心強いサポートシ
ョップがあります。三浦の充麦パン、
三崎のミサキプレッソではサイクリ
スト限定のパンや笑顔を用意して、あ
なたの到着を待っていてくれます。三
浦半島で自転車のりを暖かく受け入
れてくれるショップも同時募集中です。
活動の場所や詳しい内容は随時更新
していきます。
また、twitterでも最新情報をお知らせ
します。
http://twitter.com/misaki_jitensha
ぜひフォローしてくださいね。

■日時：4月23日 (土)～5月15日 (日)
■会場：CENTRO、レインボーカフ
ェ、3knotほか
■会場：葉山一色、森戸、久留和海
岸ほか
■主催：寒川一
■問合せ：3knot内　岬自転車商
會部
046-845-5550
san@navy.plala.or.jp

葉山には、丘陵から河川、海岸域まで
一体となった豊かな自然があります。
そして、それぞれの地区ごとの景観
特性は、実に多様です。葉山の町は、
各エリアの特性と歴史・文化が時代
とともに重なり合いながら、モザイ
ク状に形作られてきた町だと言える
でしょう。
丘の上の住宅団地。里山の風景の残
る地区。御用邸とその周辺旧別荘地。
漁師町の面影を残す町並みと漁港。
海水浴場として賑わった往時を偲ば
せる商店街。ヨットハーバー、海水浴
場、漁村などが混在する海浜地区。そ
の多様さは景観だけではありません。
勤め人、自営業者はもちろん、美術・
音楽・出版などに携わる多くの人々
をはじめとする自由業者。そう、葉山
に暮らす人々もまた多彩なのです。
各地区ごとの多様な景観や住民層を
反映するため、「葉山らしさ」と言っ
ても決して共通のイメージで統一さ
れた言葉にはなっていないことに気
づきます。例えて言うなら、里山の風
景の残る地区の方々が抱く「葉山ら
しさ」と漁師町の面影を残す地区の
方々が抱く「葉山らしさ」には、かな
りの差異があるのではないでしょう
か。
こうした葉山の景観の多様さを並列
的に俯瞰し、もう１度ながめ直して
みることで、私たち葉山住民がどれ
ほど素敵でかけがいのない環境資源

（または環境、または環境資本）を持
っているのか、それをあらためて見
直したいと思っています。
今回は「景観まちづくり研究会・葉山」
の考えを元に、私たちにとっての「葉
山の景観意識」について考えます。

[共催企画]

かけがえのない土地、
「葉山」を今あらためて。
Talk × Talk「くらしと景観」
～私の好きな葉山～

C

第1部／研究会・葉山の景観への提案
第2部／パネラー+参加者のディスカ
ッション
第3部／後日、研究会と参加者による
『あるく学校』

※なお、「Talk × Talk（トーク・バイ・トーク）」
は葉山芸術祭の創始メンバー・故杉浦敬
彦氏が、ディスカッションやフォーラム
を持つ時に好んで使った名称です。実行
委員会は、氏の近代建築の保存、葉山らし
い景観、芸術祭への尽力と貢献に敬意を
表し、使用することとしました。

■日時：5月8日(日)　14:30～16:30
■会場：葉山港湾管理事務所3階
／葉山町堀内50
■主催：葉山芸術祭実行委員会+
景観まちづくり研究会・葉山
■料金：無料
■問合せ：アートカフェ
046-877-1441
art-cafe@ki.rim.or.jp

Aeolian Ride
岬自転車商會
[参加企画]

ハコブでまわろう! 芸術祭!!
　
■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
9:30～17:00
■会場：switch-relax-
／葉山町堀内862-2
■主催：田原 耕史郎
■料金：500円/1day
■問合せ：switch-relax-
046-876-5033
kuromegane8@yahoo.co.jp
→P9参照

33[サポートショップ]

※現在海外では、日本の特に原発の影響が大変
危惧されており、日本国内にいる外国人の方は
続々と自国へ帰っている状況です。そんな状況
の中、AeolianRideのJessica Findleyはかなり前向
きに検討していました。しかし、これからの状況
が見えないことなど考慮し、このままでは来日
は難しいとのことです。最終決定をし次第、こち
らのサイトで随時報告致します。（waitingroom）

J

一色小学校入り口交差点にある洋食屋さ
んで、佐久間浩的世界をお楽しみ下さい。

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
11:30～14:30、17:30～20:30
■会場：夕凪亭／葉山町一色1050-2f
■問合せ：夕凪亭　046-875-5067

【実行委員会主催イベント】
佐久間浩展
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◆展示
■日時：4月28日(木) 
12:00～16:30
■会場：総合研究大学院大学／葉
山町(湘南国際村) 学融合推進セン
ター棟2階クリエィテブスペース
■主催：総合研究大学院大学
学融合推進センター
■料金：無料 ※担当者(奥本)まで事
前に問合せください
■問合せ：046-858-1630(直通)
okumoto_motoko@soken.ac.jp

◆対話の続き
今回の作業において、くりかえされた
対話の続きを、葉山芸術祭らしい会場

「オープンハウス」で行います。颯田先
生の進化学の話はそれだけで素晴ら
しいのですが、それに作家達のユニー
クな対応を見せ、対話が爆発してゆき
ます。作家必聴。
　
【出演】 
国立大学法人総合研究大学院大学　
生命共生体進化学専攻 
颯田葉子教授
世代を超えた変化のことを進化と呼
びます。進化を研究対象に、遺伝的、動
物行動的、考古学的視点から研究を進
めています。
＊以下順不同
市川治之(彫刻家) 
北川純(インスタレーション) 
飯田ミヨ(画家) 
胡桃澤千晶(インスタレーション・写真) 
藤原裕策(画家)
　
■日時：対話・5月1日(日)
14:00～17:00
■会場：mamanchi house
／葉山町下山口1385
■主催：葉山芸術祭実行委員会
■料金：無料 要予約
■定員：30名
■問合せ：アートカフェ
046-877-1441

「この地域でアートイベントを始め
たらどんな風になるんだろう？」そ
の純粋な興味から民間のアートイベ
ントの試みはスタートします。
　
そうして始まった住民発の“草の根”
アートイベントは、現在どのような
状況にあるでしょう。安定した地域、
立ち上げたばかりで模索中のグルー
プ、構想中の人たちが集まり、逗子市
のアートイベント構想のサポートと
して、経験やポイントを話し合います。
　
葉山芸術祭は、地域・コミュニティを
基盤として、プロアマを問わない地
域の生活芸術の参加を主体とする“地
域住民の芸術祭”として始まりました。
２０回が目前の現在では規模が拡大、
地域外からの参加、様々な組織・団体
との共同企画の増加など、時代的な
要請もあって過渡期的な様相にあり
ます。
　
隣接する逗子市のビジョンは行政と
民間の中間にある様に見えます。葉
山町の現状と相まって興味深いです。
生活芸術、住民の芸術祭を基盤の上で、
より普遍的なコンテンツが地域、コ
ミュニティに流通する可能性などを
探ります。会議終了後、懇親会を予定

（有料）

科学者とアーティスト、一見無関係に
見える 2つの職業ですが、未知な問題
への探求や自分なりの答えの発見な
ど、活動の先に目指すものは共通する
部分があります。レゾナンス※とは、
科学者とアーティストが対話し、科学
者の話から、アーティストが自身の解
釈を経てアート作品を生み出すとい
う活動です。本プロジェクトの目的は、
分野を超えた対話から生まれる、双方
向的な発展にあります。研究者はアー
ティストから刺激を受け、アーティス
トは研究者から新たな視点を獲得し
ます。また、対話から生み出された作
品を通じて、科学と研究をつなぐ、人
間の探求心と創造性を伝えることが
できれば、と考えています。今回、地元
葉山で19回目を迎える葉山芸術祭実
行委員会との共同作業により、この発
表に至りました。(総合研究大学院大学・
学融合推進センター※)

【出演】
葉山芸術祭、
逗子市（団体個人いろいろ）、
逗子・浜の映画祭、
大磯芸術祭、金沢文庫芸術祭、
中之条ビエンナーレ
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/
syokan/kouryu/koutu.html

■日時：5月21日(土)
13:00～17:00
■会場：逗子文化プラザ市民交流
センター2階／逗子市逗子4-2-11
■主催：葉山芸術祭実行委員会+
逗子市
■料金：無料　要予約
■問合せ：逗子市文化振興課
／046-870-6622
アートカフェ／046-877-1441

レゾナンス「サイエンスとアートと の対話」 芸術祭をつくろう！会議

HEAT IT !

昨年の台風でちょっとだけ悲しかった佐
久間小屋。ゲンキ！！を取り戻しました～

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)

【実行委員会主催イベント】

※レゾナンス【resonance】
共振。共鳴。共鳴状態。物理系がその固有振
動数と同じあるいは非常に近い振動数を
持つ力により振動させられたとき、振動の
振幅が著しく大きくなる現象。

※総合研究大学院大学 
新しい視点を持って未来を語れる研究者
を育成する総合研究大学院大学は、葉山町
に本部(葉山キャンパス)を置き、全国の研
究機関が基盤となって教育研究を行って
います。教育理念は「高い専門性、広い視野、
豊かな国際性を持った研究者の育成」です。
基盤機関の最先端の設備の中で世界で活
躍する研究者から直接、教育指導を受け専
門性を高めることができます。同時に、広
い視野を養うために異なる専攻の学生間
の交流を促進する授業や、豊かな国際性を
身に付けるための事業があります。

※学融合推進センター 
全学共同教育研究施設として学融合推進
センターは、平成22年度4月より発足しま
した。全学に開かれた自由闊達な学術交流
を行う本学の教育研究拠点として、また学
融合による学際的で先導的な学問分野を
開拓することを目的に今後様々な事業実
施に取組んでいく予定です。

F

最先端科学に触発、
アートはどう表現する？

アートで町がつながる
新たな展開に期待。

ICHEESE

震災、津波、原子炉のトラブルで心も体
もくじけそうな時だけど、LAHの壁の前
でCHEESE！！

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
■会場：LAHの外壁
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★ウェブでは全体マップと各企画が同時にご覧になれます。→http://www.hayama-artfes.net/map/

● 協 賛
菊池タクシー
フリーダイヤル/0120-2117-75　逗子/046 -871-2117　葉山/046-875-0079
土方歯科医院
葉山町堀内2001　046-875-8855　9:30～13:00/14:30～18:30　日祝休
葉山国際カンツリー倶楽部
葉山町木古庭1043-1　046-878-8110（予約）　9:00～17:00
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2011

[関連記事]

よく似た環境の町で
新たに始まる芸術祭

昨年『葉山芸術祭』大磯会場として始
まった私たちは、今年からは葉山に連
動、あらたに「大磯芸術祭」としてスタ
ートすることになりました。
大磯も海とそれに続く古くからの別
荘地。丘陵や田園がコンバクトにまと
まる湘南の箱庭のような一帯です。本
家・葉山にならい、自宅や庭先、ガレー
ジなどの空間を開放して、自らの作品
やコレクション、料理も含めた自由な
表現と交流を行ないます。
大磯駅から代官山『海のみえる森』ま
で旧別荘街に絵画展や青空古書店、ラ
イブやコンサートなどの「オープンハ
ウス」が並びます。葉山の皆さまもぜ
ひ、大磯芸術祭にもおこし下さい。
※『海のみえる森』は2012年に大磯に
誕生する、重い病気や障害を抱えた子
供たちと家族が安心して宿泊できる

“子どものホスピス”。自然に触れ、生
きる力を養う施設です。

◆海のみえる森／三岸節子展＆９人
の若手アーティストによるコラボレ
ーション
◆カフェぶらっと Friends Week／竹
谷進のユーラシア定食、大磯の絵はが
き写真展、大磯駅長の絵画展、邦さん
の大津絵「大磯ゆかりの70人展」、百
瀬志津子「織と染の作品展」、くすきし
んいち投げ銭フォークライブ
◆大磯ARCHE／作家ものアクセサリ
ー展
◆CHAIRO／4人のガラス作家による
展示
◆つれづれや／小石原焼とティータ
イム
◆佐藤愛　織工房／草木染、手紡ぎ、
手織り
◆大磯珈琲亭／渡邉賢司陶芸展、箱根
入子細工最後の匠・田中一幸展
◆須藤邸／須藤素弘絵画展
◆ももの家／近隣作家の作品展「それ
ぞれの海」
◆お勝手家　 和伊／ブレッド＆バタ
ーコンサート、4月24日(日) 聖ステパ
ノ学園「海の見えるホール」14時開演
(13時30分開場)
◆凸凹堂／気に入った本だけの青空
古本屋
◆ギャラリーさざれ石＆カフェあお
ばと／「芸術を生活の中に」三沢龍夫・
三沢裕子展、岡村昭夫 作陶展
◆エピナール／「世界とつながるスマ
イルアートの町」ワークショップ

◆開発と景観変化
開発企業と地域住民の想い ～「是か
非か」論を超えるために～
従来、一定の規模を持った宅地開発(マ
ンション含む)では、近隣住民のコン
センサスを得られない場合が多々あ
ることから、開発業者と住民は対立的
な関係の中で問題を処理してきまし
た。ごく簡単に言えば、「是か非か」の
みで語られてきたのが、「景観保護・自
然保護」と「開発」の関係でした。ここ
にご紹介する「葉山コンパウンド・ハ
ウジング」プロジェクトは、そのよう
な従来からの対立構造を乗り越え、土
地所有者と住民がプロジェクトの企
画・設計を任された建築事務所を通し
てともに知恵と力を出し合うことで、
互いのコンセンサスとパートナーシ
ップを損なうことなく完成に至った
希有な開発例と言えます。開発企業が

「命題」にせざるを得ない「商品として
の住宅価値」と「経済効率」は、時とし
て地域環境と景観を大きく変えるも
のとなります。緑地を犠牲にすること
の多い宅地細分化一辺倒の開発は、そ
の代表例でしょう。地域住民の目には、
それが環境破壊・自然破壊に映ること
から「企業エゴ」の所業としてやり場
のない感情を抱きます。そして企業側
は、開発反対の声を上げる住民を正当
な経済活動を阻む「住民エゴ」として
見ることになります。こうして「企業」
対「地域住民」の対立構造が作り上げ
られてきました。「旧音羽楼跡地」売却
当初、実は開発事業者と住民との関係
は、やはりこうした対立の構図の中に
あったのです。では、なぜ「葉山コンパ
ウンド・ハウジング」プロジェクトが、
ありがちな対立構造を回避できたの
か。開発者(土地所有者・建築事務所)
と地域住民の双方が納得を勝ち得な
がら完成までにいたったのはなぜな
のか。
ご紹介するのは、土地所有者と地域住
民が手を取り合いながら計画を組み
上げた協働の記録です。明日の葉山の

「景観を守る」こと「宅地開発」の関係
を考える、良きケーススタディーとな
ることを祈っています。ぜひ現地へ赴
き、パネル展示によるその「記録」をご
高覧ください。

企画：(有)コミュニティー・ハウジン
グ
協力：NPO法人 葉山環境文化デザイ
ン集団、葉山芸術祭実行委員会、森山
神社氏子会
工事記録：ポトマック株式会社
※設計
意匠：(有)コミュニティー・ハウジン
グ
構造：(株)増田建築構造事務所
設備・電気：(株)K&K クリエイツ建築
研究所
ランドスケープ：(株)ソシオトープ
※施工
開発・建築・ランドスケープ：(株)技覚
設備：(株)藤森工業
電気：(株)ウラデン
道路：(株)門倉組
測量・町道寄付登記申請：(有)ポラリ
ス

■日時：5月14日(土)
パネル展示 11:00～16:00
説明会 13:00～14:00
■会場：葉山コンパウンドハウジ
ング
■問合せ：アートカフェ
046-877-1441

【事務局企画】
◆大磯の秘境散歩
◆蓄音機のコンサート
http://oiso-artfes.jimdo.com/ 

■日時：4月23日(土)～5月8日(日)
■会場：神奈川県中郡大磯町
■主催：大磯芸術祭実行委員会
■問合せ：事務局（カフエぶらっと）
0463-62-0020

葉山コンパウンド・ハウジング第1回  大磯芸術祭 A

環境保護と宅地開発。
協調という新しい視点。
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ハンガリーからバウハウスへ、そし
てシカゴ・ ニューバウハウスの設立
へと、大陸を越えて20世紀モダニズ
ムの造形思考を架橋したモホイ = ナ
ジ、日本初の大規模個展 !
20世紀美術に「新しい視覚 ( ニュー・
ヴィジョン )」をもたらしたハンガリ
ー出身の芸術家、モホイ＝ナジ・ラー
スロー (1895-1946) の全体像を紹介
いたします。構成主義の美術家・写真
家、バウハウスの教師として知られ
るモホイ＝ナジは、20世紀前半の前
衛芸術運動に参加して「光と運動に
よる造形」という創作理念を確立し、
ハンガリーからウィーンへ、そして
ドイツ、オランダ、イギリスを経てア
メリカへと、自らも世界の都市を移
動しながら、多様な造形・教育活動を
行いました。絵画、写真、彫刻、映画、
グラフィック・デザイン、舞台美術と
多岐にわたる活動は、芸術と工業技
術の関係性、情報伝達やコミュニケ
ーションの問題といった、20世紀美
術が直面した重要な課題を提示して
います。伝統やジャンルにこだわら
ずに同時代の新しい素材や主題に取
り組んだモホイ＝ナジの仕事は日本
でも早くから紹介され、1930年代の
新興写真運動をはじめ、瀧口修造と
の交流を通じて、戦後は「実験工房」
の芸術家たちに大きな影響を与えま
した。本展は、多数の貴重な未公開作
品を含む遺族所蔵のコレクションを
中心に、ハンガリー時代の絵画、キネ
ティック彫刻の代表作《ライト・スペ
ース・モデュレータ》、カメラを使わ
ない写真技法「フォトグラム」、アメ
リカ時代のカラー写真など、国内外
の美術館から集められた約300点の
作品・資料によってモホイ＝ナジの
仕事を展望する日本で最初の回顧展
です。その多くが国内初公開となり
ます。表現の可能性をいまなお新鮮に、
未来に向けて訴えかけるモホイ＝ナ
ジの世界を、ぜひご高覧ください。

[ 関連企画 ]
◆対談「モホイ＝ナジを語る」
講師：アンドレアス・ハグ氏 ( モホイ
＝ナジ財団理事長 )
聞き手：井口壽乃氏 ( 本展監修者、埼
玉大学教授 )
4/16（13:00～14:00）
会場：神奈川県立近代美術館 葉山講堂
定員：80名 ( 当日先着順 ) 通訳あり
無料
◆担当学芸員によるギャラリートーク
4/29、5/5、6/18、いずれも15:00から
申込不要、無料 ( 観覧券が必要です )
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

■日時：4月16日(土)～7月10日(日)
9:30～17:00（入館 16:30まで）休館：
月曜日(5/2 は開館)
■会場：神奈川県立近代美術館  葉
山
■主催：神奈川県立近代美術館
■後援：ハンガリー共和国大使館/
日本建築学会/日本デザイン学会
■協賛：資生堂/郵便事業株式会社
/ミサワホーム
■協力 : モホイ=ナジ財団 / 日本
貨物航空株式会社
■料金：一般 1,100円 /20歳未満・
学生 950円 /65歳以上 550円 / 高
校生 100円 ※中学生以下、障害者手
帳をお持ちの方は無料です。団体割引
有り。
■問合せ：046-875-2800

視覚の実験室 
モホイ＝ナジ / イン・モーション

[協力企画]

第1回  葉山＋逗子
ART BOOK FAIR

EBA

今年も逗子の浜辺に映画館が出現し
ます。ワークショップやアート展も
色々企画していますのでwebの方を
ご確認ください。
※夜の浜辺は寒くなります、防寒対策を
しっかりしてきてください。

http://www.cinema-caravan.com/zushi

■日時：4月29日(金)～5月5日(木)
開場18:00・上映開始19:00～　
■会場：逗子海岸
／逗子市桜山1-11-25
■主催：逗子海岸映画祭実行委員
会
■料金：一般1,000円/中高生500
円/小学生以下無料

第2回  逗子海岸映画祭
「海の映画館」

G

モホイ＝ナジ・ラースロー
『光の戯れ　黒・白・灰』1930年　フィルム 

●昼市　アート古本市
11：00～16：00
葉山・森山神社一色会館
アート関連本の古本市。出店者も募集
します。絵画・写真・デザイン・建築・音
楽・詩集etc.……それぞれが“アート”
と感じる本を持ち寄って、個性豊かな
ブックマーケットにしましょう！自
主製作の本や関連グッズ、新刊本の店
も大歓迎です。
http://artbookfair.jimdo.com/
同時開催：感光写真体験「光をつかま
えにいこう！」  13：00～14：00
当日先着20名様まで。参加費無料。ア
ート×印刷の原風景を体験。天候によ
っては中止する場合があります。ご了
承ください。
　
●夜話　トークイベント「アート
ブックのつくり方」   
18：30～20：00（18：15開場）
逗子文化プラザさざなみホール
葉山藝術大学のつくり方POJECT 講
座vol.1 ／アート本の制作サイドから
見た（アーティスト・編集者・発行者）
アート×印刷の過去・現在・未来。

【パネラー】
羽原肅郎（はばら・しゅくろう） 明星大学
造形芸術学部名誉教授。
上野昌人（うえの・まさと） 里文出版編集
者。美術誌月刊『目の眼』、新刊『サヨナラ、
民芸。こんにちは、民藝』などに携わる。
岡田満（おかだ・みつる） 出版社「用美社」
代表。独自の美意識に貫かれたアート
本制作が業界内でも一目置かれる存在。
　
■日時:5月15日(日) 
アート古本市／11:00～16:00 
アート対談／18:30～20:00(18:15 
開場)
■会場:森山神社一色会館
／葉山町一色2167
逗子文化プラザさざなみホール
／逗子市逗子4-2-10
■主催:葉山+逗子ART BOOK FAIR 
実行委員会
■協力:用美社、葉山芸術祭実行委
員会
■料金:入場無料
■参加募集:出店の申込み・問合せ
artbookfair@gmail.com
または046・877・5340（寺山）
　
※葉山藝術大学のつくり方PROJECT とは......
アートに携わる人、志す人が、 活発に学び、
交流し、表現していく環境を葉山につく
ろうというPROJECT。
 http://hayamageidai.blogspot.com/
http://artbookfair.jimdo.com/
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 065   七輪陶芸展
         ＠engawa

七輪陶芸とはその名の通り七輪で本格的
な焼物が作れる技法です。七輪陶芸の大
きなの魅力の一つは七輪があれば庭先で
その日のうちに制作した陶器を焼き上げ
ることができるという点です。陶芸の基
礎からその深みまで、遊びと語らいの中
で身近に掴むことができます。
今回は古き良き文化を皆様に身近に体感
して頂きたいと考えているengawa cafe 
& restaurant にて、七輪陶芸で制作された
作品の展示を開催します。実際にengawa
の庭先で七輪で焼き上げた作品達も展示
される予定です！
古き葉山の時をそのままに残す縁側にて、
七輪陶芸の奥深さをゆったりと感じて頂
くひとときをお過ごしください。
展示期間中、七輪陶芸のワークショップ
開催も予定しております。詳しくはお問
い合わせ下さい。（天候により中止）
※11:30～15:00 (L.0.14:00)はランチタイ
ムの営業を行っております。
※15:00～16:30は展示鑑賞のみのご入店
が可能です。
http://www.engawa-hayama.com

■日時：4月25日(月)～4月29日(金)
11:30～16:30
■会場：engawa cafe & restaurant
／葉山町一色1664-1
■主催：engawa cafe & restaurant
■問合せ：046-827-7188
info@engawa-hayama.com

 066    葉山生まれの
          手ぬぐい展

手ぬぐいは、ずっと昔からある“手をぬぐ
うための木綿の布”です。ほぼ決められた
長方形の中に、様々な意匠が染めの技術
で展開します。伝統的な古典柄、モダンな
オリジナル柄、どこかのお土産、お店の粗
品....、どんな柄も同じ四角い布の中で主
張してます。これは、まさしくアートな世
界。
そして、葉山には、変化に富んだ豊かな自
然と、明治以降の別荘文化が残した景観
があります。手ぬぐい・りんりんの手ぬぐ
いは、そんな葉山暮らしの中から生まれ
たオリジナル。葉山生まれの手ぬぐいです。
その手ぬぐいを展示するのは、葉山の別
荘建築をそのまま活かしたカフェレスト
ラン「engawa」です。古い建物にひらひら
と手ぬぐいが並びます。
さて今年は、「手ぬぐい屋の手ぬぐいコレ
クション」というテーマで、私がこれまで
集めたユニークで珍しい手ぬぐいを展示
しようと思います。テキスタイルデザイ
ンとしても見ごたえ充分な四角い布“手
ぬぐい”。畳んだり包んだりした手ぬぐい
変化も紹介します。
今年も、縁側の日だまりでお茶しつつ、葉
山な時間を愉しみませう。＜海辺の手ぬ
ぐい屋／手ぬぐい・りんりん＞
※5/9～13は、通常通りのランチ営業です。
※15:00～17:00は展示鑑賞のみの入店が
可能です。
※5/8は、ランチ営業はお休みですが、手
ぬぐい展のオープニング企画として、い
つもとは違うengawaになります。12:00
に開場します。
http://www.hayama-shop.com/shopbrand/
021/X/
http://www.engawa-hayama.com/

■日時：5月8日(日)～5月13日(金)
11:30～17:00
■会場：engawa cafe & restaurant
／葉山町一色1664-1
■主催：engawa cafe & restaurant
■問合せ：046-827-7188

 067   MIKIKO YOSHIDA 
          －海のいろいろ－
          ART EXHIBITION
　

「Studio Seagreen」 yossy☆
海や自然、波乗りを通して感じたことを
絵やオブジェにしています。
期間中、オープンスタジオとして、作品の
展示・販売をします。また、スタジオで随
時開催しているアートワークショップの
様子も展示予定です。
潮風を感じに、リラックスしに、お散歩が
てらお気軽に観に来てください。
http://www.mikiko44.com

■日時：5月3日(火)～5月5日(木)
12:00～17:00
■会場：Studio Seagreen
／葉山町一色2204
■主催：吉田美紀子
■問合せ：
studio_seagreen@mikiko44.com
046-876-6079

 068    manis 
         デジタル写真展2011

リゾートインテリア・雑貨を発信する
manis（マニス）は、昨年に引き続き『葉山』
と『バリ』の海・空・花など癒しの風景をご
紹介します。パソコンのスクリーンセー
バーやスライドショーと音楽を組み合わ
せ、リゾートで非日常を味わう気分を味
わっていただきます。
また、展示中の写真でお気に入りを見つ
けたら、その場でポストカードにしてお
渡しします。（ポストカードは有料となり
ます）
http://www.manis-interior.com

■日時：5月12日(木)～5月14日(土)
12:00～17:00
■会場：葉山町一色2178
■主催：manis（マニス）
■料金：入場無料
■問合せ：080-1254-0240
hello@manis-interior.com

 069    lovono JAMAICA Vol.2
          welcome JERK
 
ハイ。vol.2です。
昨年、初めてのオープンハウスでは好評
をいただき、んじゃ今年もなんかやりま
しょって事で、さてテーマは何だ？と色々
考えました。去年とちょっと違う事がい
いな．．．．．．。
で、決めました。ジャークな世界へようこ
そです。ジャークといえばジャークチキン。
だがジャークチキンだけがジャークじゃ
ない！ジャマイカ料理屋を営む月日の中
でライス＆ピース一家の言わば家ご飯で
生まれた数々のジャークテイストのアレ
ンジはどれもほんとに美味しいのです。
今年はそれを皆様にご披露したいと思い
ます。ジャークシーズニングもオリジナル。
これは万能調味料です。春の日差しを浴
びながらレッドストライプとジャークワ
ールド。サイコー！？だといいな。
昨年のレコードかけよう！は、そのまま
続行。
※夜会イベント計画中。決まったらアッ
プします。チェックしてね！

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月29日(金)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月8日(日)、
5月14日(土)、5月15日(日)　12:00～
■会場：KOME MAME
／葉山町一色2170-2
■問合せ：090-4597-0010
reid777@w6.dion.ne.jp
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 070   「自然を感じる手漉き紙」
           展とワークショップ
           いろいろ

木や花などの植物がそのまま漉き込まれ
たネパールの素朴な手漉き紙。自然を感
じるこの紙を使った照明やパネルなどの
インテリア雑貨、またオリジナルバッグ
の展示販売を行います。展示スペースは
趣きある築80年の古民家で、住まいの一
部をそのままギャラリーとしてオープン
いたします。
◆紙バッグ作りのワークショップ
～日本の和紙に比べて丈夫で破れにくく、
豊富な色や柄が揃うネパールの手漉き紙
を使い、約3時間程度で、オリジナルのバ
ッグや照明、アートパネルを手作りする
ワークショップです。
日時：連日13:30～16:30開催（3日前まで
に要予約）  料金：3,500円～（使用する紙
によって異なる）。
http://www.org-life.net
◆旬を食べる「和の薬膳ごはん」in 古民家
日時：4/29、5/7・12:00～14:00  料金：2,000
円／定員：10名
旬の素材を生かした、家庭で手軽に取り
入れられる「和の薬膳ごはん」講座です。
季節に合った食養生法を学びながら、無
農薬の旬の素材を使った和ごはんをいた
だきます。
◆ぬか漬けを作ろう! ワークショップ in 
古民家
日時：4/24、30、5/4,5・13:00～14:30  料金：
1,000円(保護者同伴の子どもは無料)／定員：
10名
おいしくて栄養満点！皮や葉、残り野菜も
余さず利用できて経済的と、いいこと尽く
しのぬか漬けを手作りする講座です。作り
方もとっても簡単だから、子どもやお父さ
んの参加も大歓迎！一度作ってしまえば、
半永久的に長持ちします。ぜひこの機会に、
ぬか漬け作りに挑戦してみませんか。

※持ち物／エプロン、三角巾、漬物用容器（蓋
ができれば何でもOK）　
※ご希望の方には、我が家のぬか床を、「種ぬ
か」としてお分けします。　
※食の講師／国際中医薬膳師。NPO法人食べ
ごと研究所主宰。昔ながらの日本の食文化を
守り、受け継ぐための活動を続ける。著書に『野
菜の力を生かす　和食薬膳レシピ』がある。
※食材の準備がありますので、開催日の3日
前までにご予約ください。　
※予約先：090-3402-6547
info@tabegoto.com
http://tabegoto.com

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
11:00～16:00
■会場：古家1681（色あい）
／葉山町一色1681
■主催：オーグ＆食べごと
■料金：展示／無料ワークショップ
／3,500円～
■問合せ：090-8740-5024
yas@org-life.net

 071    佐藤正治写真展
          B＆W(ブラック&ホワイト）

今年はモノクロの葉山の風景を集めた、4
月始まりの「葉山カレンダーB＆W(ブラッ
ク&ホワイト）」(A4サイズ・13枚）をつくっ
てみました。日ごろ見慣れた葉山の景色
の素晴らしさを、モノクロの世界の中で、
あらためて感じていただけたらと思って
います。どうぞいらしてください。
http://sugarstudio9.blog74.fc2.com/

■日時：4月29日(金)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)、5月7日(土)
～5月9日(月)　13:00～17:00
■会場：シュガースタジオ
／葉山町一色1690
■主催：シュガースタジオ
■料金：無料
■問合せ：046-876-1484
sugar.studio@jcom.home.ne.jp

 072   金魚／黄桃
         『 Trap - 枕辺 』

金魚／黄桃は、複数のアーティストがひ
とつのブログのなかで、写真、絵画、テキ
ストなどの作品を応答的に連ねて行く、
連歌や和歌の応酬のような試みをしてい
ます。今回の参加作品は、金魚／黄桃によ
るFlotsam and jetsam。野外とネットを結
び、開催期間中、一色海岸とブログにおいて、
作品を同時展示する予定です。尚、開催期間、
会場所在はあくまで予定です。都合によ
り展示されない場合もございます。あら
かじめご了承ください。
http://kingyooutohinhayma.blogspot.com/

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
日の出～日没
■会場：葉山町一色海岸浜辺
■主催：金魚／黄桃
■問合せ：cadavre_exquis@nifty.com

 073   葉山町芸術祭参加
          茶会茶道連盟

今年で19回目です。初めての方もどうぞ
ご参加ください
http://members2.jcom.home.ne.jp/souki-yosi/

■日時：5月11日(水)　10:00～14:00
■会場：葉山町「しおさい公園」内茶
室／葉山町一色2123
■主催：葉山町茶道連盟
■料金：2,000円 弁当 薄茶（２席）
■定員：250名
■問合せ：吉村宗喜　046-875-8710
souki-yosi@jcom.home.ne.jp

 074   日本庭園に
         響く琴の音色

かつて御用邸内であった「しおさい公園」
庭園にて、お琴の調べをお聴き頂きます。
演奏は、葉山と鎌倉でお琴に親しんでい
る琴アカデミーのメンバーです。庭園内
のお茶室ではお茶会が開催されています。
日本の伝統美をどうぞお楽しみ下さい。
http://www.koto-nobuko.com/

■日時：5月11日(水)　11:00～11:30、
13:00～13:30の2回
■会場：葉山町しおさい公園内日本庭
園／葉山町一色2123
■主催：琴アカデミー
■料金：しおさい公園入園料300円のみ
■問合せ：nb@koto-nobuko.com
0467-25-1234

 075    アースデイ葉山2011

　
海に親しみ、海に感謝する。
ビーチクリーンで海をきれいに、
磯遊びで生きものとふれあい、
砂遊びでアートに目覚める。
葉山から地球を感じるすてきな時間を過
ごしましょう。
http://oceanfamily.jp

■日時：5月4日(水)　10:00～12:00
■会場：一色海岸・小磯／葉山町一色
海岸
■主催：NPO法人オーシャンファミリ
ー海洋自然体験センター
■料金：ビーチクリーン参加者は無料
■定員：たくさん来てください！
■問合せ：葉山キッズプログラム事務
局　046-876-2287
info@oceanfamily.jp
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 077   手芸「モラ」の展示＆
          今日の一色海岸写真展示

何色もの布を重ね合わせ、逆アップリケ
の手法で作っていく「モラ」。モラはパナ
マ先住民、クナ族の民族衣装に施された
手芸のことです。今回は複数の方々の作
品を展示します。
また 今回は「今日の一色海岸」と題して海
の写真を展示します。 築80年の古民家で、
ゆっくりのんびりしてみませんか？
http://ameblo.jp/mitiko1211/

■日時：4月24日(日)、4月29日(金)、
4月30日(土)、5月3日(火)、5月4日(水)、
5月7日(土)、5月8日(日)、5月15日(日)　
11:00～17:00
■会場：行谷宅／葉山町一色2131
■主催：行谷　美知子
■料金：無料
■問合せ：090-4178-2800

 078   写真展／
          Hayama by the sea
          渚の四季

葉山に生まれ育つた一人として、葉山の
かけがえの無い自然を大切にしたいと思
います。とりわけ、四季折々の渚の美しさ
に感動します。撮り続けて来た渚を作品
にしました。見ていただき感動を共有し
ていただけたら嬉しいです。
http://blog.livedoor.jp/pop2095/

■日時：4月29日(金)～5月7日(土)
11:00～17:00
■会場：photo gallery 町屋倶楽部 葉
山／葉山町一色2095
■主催：鈴木増一
■料金：無料
■問合せ：046-875-9955
pophayama@yahoo.co.jp

 079   ミユキハウス

　
６回目の参加になります。古民家風のミ
ユキハウスです。100冊ほどの手作り絵本
の展示と、身の回りの捨てられないもので、
こつこついろいろ手作りして展示販売し
ます。石のおさかな、リボンやレースのノ
ート、浴衣やシャツからのエプロン、バッグ、
ボタンのカード、こいのぼり、なべつかみ、
コースター、封筒、などなど。ぜひ見に来
てくださいね！

■日時：4月29日(金)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月8日(日)
11:00～16:00
■会場：ミユキハウス
／葉山町一色2027
■主催：上野美裕紀
■料金：入場無料
■問合せ：080-6505-5140
papaueno@mac.com

 081   ゆるみ力体験ワークショップ              
           ♪プチ生演奏あり
           （各テーマ別楽器）

講師：金子竜太郎(和太鼓奏者）
ゆるんでいるのに発揮する力！
他者とのよりよい関係を発見！
より自分らしいココロとカラダ“自然体”を
思い出しませんか？
竜太郎メソッド「ゆるみ打法」をベースにし
た太鼓を使わないワーク。太鼓経験者はも
ちろん未経験者も大歓迎です。
芸術祭特別企画、３つのテーマでお届けし
ます。楽しんで背筋が伸びる気持ちよいワ
ークをどうぞお見逃しなく～♪

【プログラム】
◆テーマ1：「ゆるみ ～自然体を思い出す～」
5/3（13:30～15:30）♪担ぎ桶太鼓
◆テーマ2：「軸 ～ココロとカラダの真ん中～」
5/4（11:00～13:00）♪チャッパ
◆テーマ3：「動作 ～無理をしない合わせ方～」
5/4（14:00～16:00）♪平胴大太鼓

【料金】
＊1テーマのみ参加　各3,500円
＊2テーマ参加（500円off）
＊3テーマ参加（1,000円off）
参加希望の方は事前にお申し込みくださ
い。最新情報は、HPのキーワードで。また
はブログにUPします！
http://iminenote.exblog.jp/

【プロフィール】
1987年、和太鼓集団「鼓童」の奏者として
デビュー。中心的プレイヤーの一人であ
り作曲、編曲、演出、音楽監督（坂東玉三郎
演出“アマテラス”など）も手がける。2007
年独立。豊かな響きと多彩なリズムを追求。
世界中の音楽やダンスアートなどジャン
ルを超えたセッションで6大陸38ヶ国に
て演奏する。心身の探求に基づく、奥深く
かつシンプルでわかりやすいワークショ
ップも国内外で高い評価を得ている。
2010年夏、スティービーワンダーと共演。
http://www.ryu-beat.com/

■日時：5月3日(火)～5月4日(水)
3日13:30～15:30／4日11:00～16:00
■会場：一色会館（森山神社内
）／葉山町一色2167
■主催：岩瀬峰子
■料金：1テーマ 3,500円　
■定員：各20名
■問合せ：岩瀬峰子
090-2232-8171
mine0anne@yahoo.co.jp

 080   葉山Bag工房
         ＠cafe 旬彩

BAG作家達によるオリジナルハンドメイ
ドのバッグや小物の展示販売です。バッ
グはさらに個性豊に可愛いものから存在
感のあるものまで。今年は天然石ジュエ
リーやヨーロピアンテイストの帽子も加
わります。そして、朗読会もやります。ラ
ンチやカフェも楽しめるくつろぎの空間
へ是非どうぞ。
＊4月29日～5月3日〈BAG・小物の展示販売〉
◆葉山Bag工房 ◆kigi ◆革式 　
＊5月4日～5月8日
◆Hayama Breeze〈真珠・天然石ジュエリー〉
◆bonito〈帽子〉
＊5月6日 『RAKU読＆RAKU聴』 はるきの
子  芥川龍之介(杜子春・蜘蛛の糸・羅生門・
トロッコ) (1)11:00～・(2)15:00～
料金100円／回(お菓子代)
詳しくはお問い合わせください

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)
11:00～17:00
■会場：cafe 旬彩／葉山町一色2012
■問合せ：090-1736-1157
-MaSa-@t.vodafone.ne.jp

 085   山とひと

　
登山ガイド・野中径隆が、各地の山で撮影
した写真の中から選りすぐりの作品を、
期間中、CAFE内で展示しています。CAFE
での一時を楽しみながらゆったりとご覧
下さい。また、期間中に、スライドショー、
トレッキングツアーも開催予定です。
※CAFE内での展示となりますので、CAFE
での飲食をご利用の上、ご覧ください。
◆かぜよし（風義）ライブ＆山フォトスラ
イドショー
5/5（時間未定・詳細はお問い合わせ下さい）
森からやって来たうたうたい、かぜよし（風
義）と葉山町在住の登山ガイド・野中みち
たか　歌と写真を交えたライブ＆スライ
ドショーを開催します。
http://www.myspace.com/kazeland
http://www.natureguide-lis.com/

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
10:00～18:00
■会場：UMIGOYA CAFE
／葉山町一色1918
■主催：Nature Guide LIS
■料金：無料、ライブは未定
■定員：なし
■問合せ：046-876-7231
michi@natureguide-lis.com

葉山御用邸脇、一色海岸を目の前に位置す
る歴史ある日本家屋「Nowhere but Hayama」
にて、フラワーアートユニット・planticaを
お迎えして、「支えあうこころ」をテーマに
生け花をします。
日本庭園に用意されたスペースに、ご来場
して頂いた方と一緒に花を生けながら、東
北関東大震災により被災された方々へのみ
なさんの想いを一つの作品にします。plantica・
木村貴史氏の作品が展示されたカフェもオ
ープンします。
被災地では、甚大な被害がもたらされており、
今なお懸命な復旧作業が行われています。
Nowhere resortでは、このチャリティーイベ
ントを通して被災地の皆様の復興支援をの
ため寄付金を募集いたします。
◆plantica・木村貴史氏による生け花ワーク
ショップ開催　日本庭園を舞台に参加者全
員で竹と花を使った大きな生け花を創ります。
初心者の方も大歓迎です。ここ葉山から、フ
ラワーアートによって被災地へ復興の祈り
を捧げましょう。  5/7（13:00～14:00）、5/8（11:00
～12:00、14:00～15:00）（各回定員15名） 参加
費：お一人様4,500円（うち、500円は東北関東
大震災の被災地への寄付金となります）
◆カフェ　葉山御用邸交差点前のコーヒー
専門店、THE FIVE☆BEANSのコーヒーをお出
しします。カフェをご利用いただいたお客
様も、お一人様一口200円から寄付金をお受
けいたします。
◆寄付金アイテム販売　売上の一部が東北
関東大震災の被災地へ寄付されるplantica
のオリジナルアイテムも販売いたします。
http://www.nowhereresort.com/

■日時：5月7日(土)～5月8日(日)
11:00～18:00
■会場：Nowhere but Hayama／葉山
町一色2112
■主催：Nowhere resort
■共催：plantica
■料金：ワークショップは参加費
4,500円（内、500円は被災地への寄付金）
■問合せ：Nowhere resort コンタク
トデス　03-5785-2320
nowhere_contact@nowhereresort.com

Nowhere but Hayama
東北関東大震災チャリティー
イベント"フラワーアートで
被災地へ捧げる復興への祈り"

076
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 084    いきている屋根、
           かまどのぼうし

昨年の企画で土から生まれた版築かまど、
そのかまどを雨に濡らさぬようにぼうし（屋
根）をかぶせます。草屋根という工法で、土、
木、石といった素材に加えて、そこに生き
た植物も使い、“生きている”そして“土に
還っていく”屋根を作るワークショップです。
ぼうしのほか、かまどの周りに三和土（た
たき）による土間なども作ります。
ワークショップの参加は申し込み不要です、
汚れても気にならない服装でどうぞお気
軽にご参加ください。もちろんかまどや工
法に興味のある方、見学もお気軽にお立ち
寄りください。
そして、昨年多くの方に御参加いただき好
評だった、“築上げの宴”今年もワークショ
ップで出来上がったかまどに火を入れて、
労をねぎらう宴を催します。かまどの火か
ら生み出される料理の味は格別です。マイ
箸マイカップ御持参で遊びに来てください。

＊お願い＊会場は好意で使わさせていた
だいている個人の住宅です、開放部分以外
への立ち入りはご遠慮ください、また、お
車でのご来場はできませんので、公共交通
機関をご利用いただきますようお願い申
し上げます。

■日時：5月3日(火)～5月5日(木)、
5月8日(日) 10:30～15:00（昼休みあり）
5/8は12:00～17:00
■会場：岸本邸／葉山町一色1811
■主催：安達造園
■料金：無料、5/8の飲食はカンパ願い
ます
■問合せ：090-4624-8506
adachizoen@hb.tp1.jp

 086    HAYAMA1885HOUSE

　
HAYAMAをイメージしたナチュラルでシ
ンプルなブランド"HAYAMA SUNDAY"も
今回の芸術祭で６年目を迎える事が出来
ました。今年は原点でもある北欧を感じ
る華やかなフラワープリントや手仕事が
可愛い春～初夏に着たい一点物の衣たち
を提案。雑貨なども揃えます。古いアメリ
カンハウスの自宅にて私たちのライフス
タイルを感じて下さい。気持ち良い庭に
てリフレフソロジー、ネイル、カフェなど
一日限りのお祭り楽しんで下さい。
http://hayamasunday.jugem.jp

■日時：5月7日(土)　11:00～17:00
■会場：杉本宅／葉山町一色1885-4
■主催：杉本　善英・伸子
■問合せ：046-876-2047
zen-nobu@pop21.odn.ne.jp

 087   Dear friends in Mekong

　
～メコンに暮らす私たちの仲間を紹介し
ます～
ポンナレットとクロマニヨンの大切なパ
ートナーである、カンボジア/ラオスの工
房の活動や織り手の生き生きとした様子
を写真とともに紹介します。それぞれの
工房の特色ある手織り布や厳選した手仕
事の品々を展示販売します。
HOUSE1891では、カンボジア・Prolung 
khmerのクロマーや、Goelやカンポットの
草木染クロマーを中心に、水草のバスケッ
トや布人形などバラエティ豊かなカンボ
ジア雑貨を取り揃えてお待ちしています。
※この企画は、ポンナレット葉山の家と、
HOUSE1891、２会場連動企画です。ポン
ナレット葉山の家では、カンボジアの絹
絣やラオスの着尺や帯などを中心に紹介
します。
http://www.krama100.com
◆プレオープンイベント
矢谷佐知子さんの草のワークショップ　
～草や木の実につつまれる１日～
矢谷さんと一緒に葉山で採れた草木で、
カンボジアの手織りクロマーを思い思い
に染めてみましょう。
5/6（10:30～16:30）10名・要予約　参加費 
6,000円 （材料・手織クロマー費込）
会場2：HOUSE1891　講師：矢谷佐知子
※矢谷さんの「草弁当」あります。1,000円（要
予約）

 083   庭あそび
          「樹の上・ 流れ・花　遊び」

広い庭のあちこちで、オトナが本気で造
形あそびをします。庭の環境を活かした
インスタレーション（環境アート）「かま
どの帽子」企画と共存の展示です。５月８
日には合同パーティも。
※造形遊び人
＊chiho ogawa  ＊ momo obuchi 
＊ hideaki kashiwagi ＊ kunio kishimoto
＊ tomomi takamatsu

■日時：5月3日(火)～5月10日(火)
10:00～18:00
■会場：アトリエBIANN／葉山町一色
1811
■主催：岸本邦男
■問合せ：080-5407-4888
kunibiann@nifty.com

 088   すこし高台ショップ

　
こんにちは。葉山、一色のすこし高台にあ
る、植物に囲まれた不定期開催のショッ
プです。たくさんの植物と鉢、日常の中で
ちょっと心がはずむような、ニットバッ
グとアクセサリー、ペーパーなどを販売
しています。普段づかいの小物さがしに、
また、お散歩がてらの暇つぶしに、ふらっ
とお立ち寄りください。ときたま、ご近所
さんとのお話の場にもなっているような、
気軽なお店です。雨の日はお休みです。

【お店の場所】 国道134号線沿い、文教堂
さんの斜め向かい、葉山ガーデンさんの
右の脇を進むと左に石段があらわれます。
そこをトトンと上ったすこし高台にある
お家が当ショップです。
http://sukoshi-takadai.com/
◆HOME GROUND  多肉植物の販売、植物
をベースにした絵画、ペーパーの販売を行
っています。鉢をご購入の方には無料で寄
せ植えも行っています。
http://chirumichiru.jp/
http://home-ground.jp/
◆short finger ニットバッグとアクセサリ
ーの展示・販売。オーダーも受け付けます。
http://short-finger.com/
http://hayama-kurashi.jp/

■日時：4月30日(土)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)  
12:00～日没まで
■会場：すこし高台ショップ
／葉山町一色1392-8
■主催：HOME GROUND×short finger
■料金：入場無料
■問合せ：担当：橋口（はしぐち）
info@sukoshi-takadai.com

■日時：5月7日(土)～5月8日(日)、
5月12日(木)～5月15日(日)  
11:00～17:00
■会場：HOUSE 1891／葉山町一色1891
■主催：クロマニヨン＋ポンナレット
■問合せ：046-807-1867
ukiuki@ponnalet.com

 082   「世界を笑わそう！」
          まずはここから始めよう．
          葉山アップップ

みなさん、ご無事ですか？
日本各地で、世界各地でいろいろなこと
が起きていて、不景気だし皆さんみょー
にハイテンション。そこで撮る人も撮ら
れる人も見る人も腹の底から笑っちまお
う！ってことで葉山のステキな人たちの
面白顔200人～300人の写真を展示。
昨年同様、簡単ポートレート撮影も芸術
祭チョーspecial価格5,000円でやります！
ぎりぎり4/30まで変顔撮影やっています
ので皆さん是非モデルになって～（もち
ろんこちらは無料です）希望者はメール
くださいネ。
http://bulastudiohayama.blog14.fc2.com/

■日時：5月1日(日)～5月5日(木)
11:00～17:00
■会場：BULA!!STUDIO Hayama／葉
山町一色1818（一色セブンイレブン裏）
■主催：仁礼　博
■料金：無料
■問合せ：046-875-3080
givethanks@mac.com
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 089   ハーブで作るリースの
         ワークショップ

フレッシュとドライのハーブを使用して、
目だけでなく香りも楽しめるリースを作
ります。材料はみなさん一緒でもスタイ
ルはさまざま。製作後は自家製ハーブを
使ったハーブティーをご用意しています。
一息入れに是非いらしてください。
葉山芸術祭の期間中、葉山の海岸などで
集めた流木を使った多肉植物などの寄せ
植えを、店頭にて展示・販売いたします。
ゆるい雰囲気のお店ですので、散策のつ
いでにのぞいて見てください。

■日時：4月26日(火)、4月30日(土)
14:00～ 約1時間半くらい
■会場：葉和屋（はなや）2階
／葉山町一色1392-80
■料金：材料費2,000円
■定員：各回6名
■問合せ：046-876-4285

 090   青空を泳ごう!!
         （絵画教室＆作品展）

絵画教室と作品展を行います。
◆A : 「何になって空を泳ぎたい？」  
みんなで大きな旗に絵を描こう!! おひさ
ま保育室のおやつ付き!!
4/30（9:30～11:00） 料金：６歳から中学生
まで2,000円（はらっぱ入会者は通常通り）
◆Ｂ：「親子で作ろう子どもの背丈こいの
ぼり」  
お子さんの等身大の和紙でこいのぼりを
作ってみよう!! コルネットさんのおやつ
パン付き!!
5/5（9:30～11:00） 料金：親子企画なので
親子参加でお願いします。3,000円（はら
っぱ入会者は1,500円）
◆C：「作品展」　
昨年2010年9月に始まったばかりですが、
子ども達の作品を展示しています。ご覧
頂き、自由で伸びやかな子ども時代を一
緒に体験してください。
5/5～5/8（11:00～16:00） 料金：無料

■日時：4月30日(土)、
5月5日(木)～5月8日(日)　
9:30～11:00、5/5～5/8は11:00～16:00
■会場：おひさま学童　あおぞら
／葉山町一色1489
■主催：絵画教室　はらっぱ
■定員：A : 20名／B : 親子15組　
■問合せ：おひさま学童あおぞら／
泊口直江　046-876-2207（あおぞら）
naoe-to@jcom.home.ne.jp

 092    おとなが体験する
          もりのほいくえん

葉山の自然の中で遊びながら育っていく
子どもたちがいます。どんなことをして、
どんなことを感じて大きくなっていくの
かな？ かけがえのない葉山の自然を感じ
ながら、子どもに戻った一日を体験しま
せんか？おひさま保育室の山遊び、おい
しいご飯を体験してください。

■日時：4月29日(金)、5月1日(日)
9:30～13:30
■会場：葉山町一色1531-11
■主催：子育て支援の会　おひさま
保育室
■料金：参加費3,000円（昼食代込み）
■定員：20名程度
■問合せ：046-876-3277

 093    Playhouse in Hayama
          と、こども商店。

2つのイベントを、開催します～
◆Playhouse in Hayama
英語に触れてあそぼう！ 英語の絵本や音
楽に合わせて踊ってみよう！ その他、工
作などをします！　

（インターナショナルスクールで教えて
いたママが、子供を対象とした英語と工
作のリトミックをやります）
※5月2日 (1)10:00～10:45頃・未就園児(2
才位～)・定員4人 (2)15:00～15:45頃・幼稚
園児・定員6人
※5月7日 (1)10:00～10:45頃・幼稚園児・
定員6人 (2)15:00～15:45頃・小学校低学年・
定員6人  
料金：500円(材料費込)
※要予約：090-9852-0277 松本まで
◆こども商店
もの作りが大好きなママ達の作品が集ま
った商店です。『こども』をテーマとした、
洋服や小物、雑貨、アクセサリー、オブジェ、
額絵、などがあります。
5/2と5/7（10:00～16:00）

■日時：5月2日(月)、5月7日(土)
10:00～16:00
■会場：松本家／葉山町一色1505-2
■主催：松本陽子
■問合せ：090-9852-0277
playhousehayama@gmail.com

 091   カフェマスカット2011

　
今年初めて参加します。
期間限定でオリジナルアレンジのカゴバ
ックを展示販売します。
スタジオＭ’の器・小物・洋服等も販売し
ていますのでカフェで休みながらお気に
入りを見つけてみては…。
http://members2.jcom.home.ne.jp/cafe-
muscat/

■日時：4月28日(木)～5月1日(日)
11:00～18:00
■会場：カフェマスカット
／葉山町一色1316-13
■主催：土方 稔・信子
■問合せ：046-876-3282
cafe-muscat@jcom.home.ne.jp

 094   牛島正人＆スペース
          ハレルヤライブ From 
         ベジタリアートミュージック

・・・【命をありがとう】・・・
もうひとつの風景にて5/14（土）ライブ。
※出演：牛島正人＆スペースハレルヤ
輝くステキな命、今、この時を生きている
幸せ、歌にのせて・・・。
Pure Voice, Pure Sound, Pure Mind
おいしい珈琲の飲める、珈琲やさんのおい
しいコーヒー、紅茶、ケーキがついています。
http://vegetariart.com/

■日時：5月14日(土)
18:00開場・18:30開演
■会場：もうひとつの風景
／葉山町一色1179-5
■主催：牛島正人
■料金：前売り3,500円/当日券4,000円
■定員：40名
■問合せ：080-5005-7857
vegetariart@gmail.com

 095   マヨぶた展

　
今年は一色にあるチーズケーキ屋さん

「Como'n bebe（コモンベベ）」にてマヨぶ
たグッズの展示・販売を致します。
★マヨぶたグッズ一例 ・12cmマスコット 
・携帯ストラップ ・ミニトートバッグ ・ベ
ビーギフト
http://mayobuta.com

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月26日(火)～5月1日(日)、5月3日(火)
～5月5日(木)、5月7日(土)～5月8日(日)、
5月10日(火)～5月15日(日)　
10:00～18:00
■会場：Como'n bebe（コモンベベ）
／葉山町一色1180-2かやの木テラス
２番館
■主催：沖のりこ
■料金：入場・見学 無料／即売品350円～
■問合せ：へなのや　046-875-8569
info@mayobuta.com
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 096   atelier doudouと樹工房

　
◆atelier doudouより
日々の暮らしの中から生まれてきたもの
たち。身の回りにある布を草木で染め、裂き、
織る。今年はバックになりました。ポスト
カードのテーマは「身近なもの」。卵・乳製
品・白砂糖は使わない「マクロビ菓子」 。
◆樹工房より
本格的なイタリア古典技法のひとつ金銀
箔装飾を施した額縁から、素朴な流木風額
縁まで。昔ながらの工法で、ひとつひとつ
すべて手作業で行う制作工房です。毎週水
曜日は額縁づくり教室開催。随時受付中。
http://atelier-doudou.com

■日時：4月25日(月)～4月27日(水)、
5月2日(月)～5月5日(木)、
5月9日(月)～5月11日(水)
12:00～18:00
■会場：atelier doudou
／葉山町一色956
■主催：野口妙子
■料金：入場無料
■問合せ：樹工房　046-876-2721
info@atelier-doudou.com

 097   紙芝居＆
         葉山ママンズ・カフェ

作詞家・上田紅葉による八百万の神々誕
生を祝福するオリジナル紙芝居「地球ー
愛と生命のオペラ」の上演。新聞紙を使っ
た各アートの展示、作り方教室。地元のつ
わもの主婦軍団ママンズによるプロ顔負
けのヘルシー焼き菓子のカフェ。

■日時：4月29日(金)～5月3日(火)
10:00～16:30
■会場：ホームギャラリー（上田家）
／葉山町一色762-1
■主催：上田紅葉＆葉山ママンズ
■料金：入場無料・カフェ別途料金
■定員：20人
■問合せ：090-9838-6279（うえだ）
046-807-6279
momiji888love@angel.ocn.ne.jp

 098   「内野健児」水彩画展

　
葉山文化園では、画家「内野健児」氏による、
葉山をはじめ、日本各地の風景をスケッ
チした水彩画を展示致します。
会期中、会場ではお茶とお菓子のご用意
も致しております。（有料）
心安らぐひとときをお過ごし下さい。

■日時：4月23日 (土)～5月15日(日)
（会期中の火、金、土、日のみオープン）
10:00～17:00
■会場：葉山文化園／葉山町一色1007
■料金：入場無料
■問合せ：046-876-3188

 099   yen ware 展

　
グラフィック・デザイナー中村善郎がて
がける器。黄色や水色などの色と焼き締
められた白土の組み合わせや、シャープ
なラインの外見と丸みを帯びた内側など
異なるもののまとまりがyen wareの特徴
です。二つの色をグラデーションにした「お
ぼろ」も展示します。

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
（会期中の火、金、土、日のみオープン）
10:00～17:00
■会場：創作ギャラリー蓮
／葉山町一色1004-2
■料金：入場無料
■問合せ：046-877-5715

 100   「Floral Ocean」 
          ARQU 田中敦子＆
          Celtic Windライブ♪

ARQU田中敦子の色使いはインパクトが
有り、自然、人物、光をテーマに無限の創
造性から生まれる、未知なる宇宙への想
いがファンタジックでナチュラルな世界
を表現しています。
◆Celtic Wind(ケルティック・ウィンド)
ドネーションライブ  4月30日(土)16:30～
Paulの優しい歌声とギターに合わせて
Yukoの流れる様なフルート、アイルランド、
ウェールズ、ケルト、スコットランドなど
のフォーク音楽を演奏します。聞く人を
どこか懐かしく暖かい気持ちにさせてく
れるユニットです。
※プロフィール
ARQU 田中敦子: 20才で渡米、オレゴン州
West Oregon Universityとニューヨーク
州Long island Universityにて美術と映像
を学び、卒業後は絵画、テキスタイルデザ
イン、写真、映像制作に携わり、日本とア
メリカにて作品展示を行う。自然を大事
に思う気持ちを持ちながら作品を制作。
Paul: ウェールズ出身、30年にわたる演奏
活動をハワイや日本で様々なミュージシ
ャンと共演。現在は広島、東京、湘南を中
心にアイリッシュをはじめ多岐の音楽活
動をし、マンドリンやバズーキの演奏で
も活躍中。
Yuko: 8才からフルートを始め、武蔵野音
楽大学フルート専攻卒業、現在はフルー
トとオカリナの教師と並行してクラシッ
ク音楽、ハワイアン、ジャズ、アイリッシュ、
ラテン系バンドともライブで活動中。
http://celticwind.wordpress.com/

■日時：4月22日(金)～4月23日(土)、
4月29日(金)～4月30日(土)、
5月6日(金)～5月7日(土)、
5月13日(金)～5月14日(土)
12:00～18:00
■会場：Snitsカフェ
／葉山町一色1261-19
■料金：カフェ有料、ライブはドネー
ション制
■問合せ：046-876-0700
hokulanikirara@yahoo.co.jp

 102   藤代冥砂×KANAGAWA
         DOG PROTECTION
          写真展

ご好評いただいた「RESCUED DOGS カレ
ンダー」の続編的写真展を開催いたします！
活き活きとした犬たちの日常を切りとっ
た写真です。  開催期間中に KANAGAWA
DOG PROTECTIONの犬たちも遊びにくる
かも！？みなさん是非お立ち寄りください
ませ～。

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
12:00～18:00
■会場：Marelle deux／葉山町一色426
■主催：藤代冥砂、田辺あゆみ、ペッ
トシッター・ハナ、KANAGAWA DOG
 PROTECTION
■問合せ：ハナ　090-9399-5030

 101    砂絵

　
去年も参加しましたが、今年も砂絵体験
とホームギャラリーをやります。簡単な
砂絵をやってみてください。

■日時：5月3日(火)～5月5日(木)
10:00～16:00
■会場：砂絵工房J's
／葉山町一色455-40
■主催：宮地淳子
■料金：１回200円
■定員：なし
■問合せ：miyaji35331@yahoo.co.jp
080-6582-2306
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 103  【陶芸体験】
         2011～悠楽窯

芸術祭特別料金で陶芸体験を行います。初
めての方でも、粘土の塊から器をひねり出
すおもしろさに、時間がたつのを忘れるで
しょう。焼き上がりは上質で、使うほどに風
合が増し、自分だけの器になっていきます。
大切な方への贈り物にも好評です。
◆手びねりコース　料金：2,980円(特別料金・
税込)　湯呑、飯碗、小鉢などいずれか1点制作。
成形から高台削りまで体験できます。
◆電動ろくろコース (対象　中学生以上）
料金：4,980円(特別料金・税込)　2点分の焼成
料込み。小鉢程度のものを４～５点挽けます。
◆陶芸体験スペシャル【刷毛目の器】を造ろ
う　4月23日 (土)10:00～13:00　料金：3,500
円(税込)・定員：６名
芸術祭特別企画として、【刷毛目の器】の一
日陶芸教室を行います。刷毛目とは、鉄分が
強く、焼き上がると黒っぽくなる土に、白土
をクリーム状にしたものを刷毛で塗り、刷
毛目文様を表した装飾法です。刷毛の勢い
やかすれ具合、生地とのコントラストを楽
しみます。
◆葉山のアトリエから～使いたくなる器
葉山一色、悠楽窯のアトリエで作家オリジ
ナル作品を展示・販売します。芸術祭期間中は、
50％～20％Offの期間限定価格で販売して
います。(一部除外有り）
緑に囲まれたアトリエは、散歩にもとても
気持ちの良いところです。この機会にぜひ
お越しください。
※駐車場有 ※体験コースは要予約。TELかメ
ールにてご予約ください。
http://www.geocities.jp/yuurakuyou/

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
10:00～12:30、14:30～17:00
■会場：悠楽窯アトリエ（一色滝の坂）
／葉山町一色360
■主催：悠楽窯
■料金：手びねり2,980円、電動ロクロ
4,980円、刷毛目の器体験3,500円
■問合せ：悠楽窯　角田
046-875-7250
tsunoda235@ybb.ne.jp

 106    「Wear The Earth」
          ルナティカナパの服と
           高木由利子の写真

「Wear The Earth」～地球を着る～
ヘンプとオーガニックコットン、カラフ
ルな自然染めの心地よいウェアを着て、
ヨガのようにしなやかに過ごす。
Luna Yoga,Luna Mama, Luna Babyの新作
のアイテムと高木由利子の表現力豊かな
写真を展示いたします。
※あなたのカルテ、つくりませんか？
ご予約くださった方に、芸術祭期間中の
み無料でカルテを作らせていただきます。
ご自身のカルテを作ることにより、毎回、
お客様によりぴったりの服を作ることが
できます。通常の既製服では体型に合わ
ない、とお悩みの方、この機会にぜひご利
用くださいませ。
http://lunaticanapa.com

■日時：4月29日(金)～5月5日(木)、
5月7日(土)～5月9日(月)、
5月11日(水)～5月15日(日)　
11:00～18:00
■会場：ルナティカナパ
／葉山町下山口1742
■主催：株式会社ルナティカナパ
■問合せ：046-876-9933
luna@lunaticanapa.jp

 105   絵本と天然石アクセサリー
          JUN&L'ovestの森
          ～narrative poem～

絵本作家【JUN】の、「あたたかくて優しい
気持ち」になる物語と、ひとつひとつ愛情
込もった手作り天然石アクセサリー【L'ovest

（ロベスト）】の、自然をテーマにした世界
をお楽しみください☆
ポストカードの他、しおりやミニ絵本も
販売します！
http://accessory-lovest.com/

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月29日(金)～5月1日(日)、
5月5日(木)、5月7日(土)～5月8日(日)、
5月15日(日)　11:00～17:00
■会場：aikukuru／葉山町下山口1548
■主催：JUN、L'ovest
■問合せ：090-2247-4209
lovest.info@gmail.com

 104   KOU工房
　
　
◆豆カフェ　在来種という言葉をごぞんじ
でしょうか。今年も在来種のお豆を使って
ご飯を作ります。
◆ワークショップ　長く歩いても疲れな
いサンダルを一日ゆっくりつくります。
詳細は てのひらワークスHPで。
http://tenohira.noor.jp

■日時：4月29日(金)～5月1日(日)
11:00～17:00（ワークショップは10:00
～16:00）
■会場：Kou工房
／葉山町下山口1510-3
■主催：須田弘美
■料金：入場無料（豆カフェ、ワークシ
ョップは有料）
■問合せ：090-4820-3335
hiromi-uu@jcom.home.ne.jp  109   mono-doorの

          良いモノ展
　
mono-doorが考える、暮らしや生活、おも
てなし、心地よく過ごすための「良いモノ」
を普段のセレクトにプラスして期間中に
展示・販売をします。１つのモノから、豊か
な生活は広がります。それは贅沢なものに
限らず、一人一人にとっての豊かな暮らし
の広がりの、ひとつのきっかけになれば...
という、mono-doorからの提案です。
http://www.mono-door.org

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月29日(金)～5月1日(日)、5月6日(金)
～5月8日(日)、5月13日(金)～5月15日
(日)　11:00～17:00
■会場：mono-door／葉山町下山口992
■主催：mono-door
■料金：入場無料
■問合せ：mono-door  046-877-0432
info@mono-door.org

 107    2011年 燻製体験・
           絵画展

◆燻製体験：家庭でもすぐ出来る簡単な燻
製を体験して頂き、出来上がった食材をビ
ール・ワインで皆様と召し上がっていただ
きます。
日時：4/30、5/14（11:00～14:00）　料金：大
人 3,000円 子供 1,500円(食材費・飲物込)
定員：各部20名
※予約制です。TEL/FAX/MAIL下さい
※ワイン・ビールをお出しますのでお車
では決してご来店しないでください
◆三浦半島の食用植物絵画/陶器展
園田幸朗（ナチュラリスト）の作品展示・
販売　日時：5/3～4（10:00～16:00）　料金：
無料　
http://smokehousehayama.fc2web.com/

■日時：4月30日(土)、
5月3日(火)～5月4日(木)、
5月14日 (土)　11:00～16:00
■会場：スモークハウス葉山／葉山
町下山口1757
■主催：スモークハウス葉山
■料金：入場無料（燻製体験・大人 
3,000円 子供 1,500円）
■定員：20名（燻製体験）
■問合せ：046-875-6715
smokehouse_hayama@ybb.ne.jp
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 108   ルゥアイ・ルゥアイ
             マーケット＆ 
          BAN ROM SAI 絵画展

◆ルゥアイ・ルアイマーケット
5月8日（日）12:00～18:00
タイを旅行すると町でみかける市場。色とり
どりの野菜が並んでいたり、食べ物の屋台が
あり、ちょっとした雑貨や衣類のお店もあり、
そんなワイワイした感じのマーケット。
出店するひとも、見に来てくれた人もみん
なで楽しんで、普通に食べにきてくれたお
客さんも“なんかおもしろそうだな～”との
ぞいていってくれて、そしてフラフラと一
階と２階をのぞきながら、飲みながら、食べ
ながら楽しんで行ってもらえたら。そんな
思いで昨年からはじめたイベントです。ど
うぞ皆様お気軽に遊びにいらしてください。
１階カウンターにタイ惣菜の屋台、２階テ
ラスにタイ風焼き鳥の屋台が出現。その他、
新鮮無農薬のお野菜販売、タイ雑貨の販売、
フリマスペース、バーンロムサイ支援ブー
ス（バーンロムサイのオリジナル衣類雑貨、
子供達の描いた絵の展示販売。子供達の絵
は芸術祭期間中４月23日～5月15日の間ず
っと展示・販売しています）
※バーンロムサイ・・・タイ・チェンマイの
HIV感染孤児の家。売上はすべて運営費とし
て寄付させていただきます。※ルゥアイ・ル
ゥアイは5月14日青空アート市の屋台村に
も出店します。グリーンカレーお楽しみに！
http://ameblo.jp/luai-luai/
http://twitter.com/kaogrishka
http://www.luai-luai.com/

■日時：5月8日(日)、4月23日(土)～5
月15日 (日)　12:00～18:00
■会場：タイ料理＆バーLuai-Luai
／葉山町下山口2050
■主催：ルアイルアイ
■料金：入場無料
■問合せ：046-875-0838
hayamaluailuai@g-mail.com

 110   庭マーケット

　
下山口の緑に囲まれた庭に、帽子と陶器
とモビールのが並びます。石鹸やお菓子，
水だしコーヒーなどもありますので、子
供連れでピクニック気分でお出かけ下さ
い。是非、運動靴でどうぞ！
◆NOUNOURS（ヌヌース）→ハンドメイ
ドフェルトの帽子
◆村田今日子→てびねりの器。画用紙の
ざらっとした質感をイメージした白い釉
をかけたシリーズ。
◆岡田愛子→ミツロウのモビール型オブ
ジェ。
◆上田ちづる→100％植物油やオーガニ
ックハーブ、スパイス、ハチミツ、ナッツ
等食材を中心に作った美味しそうな石鹸。
◆お菓子屋 糸 → 「私が食べたいおやつ」
◆アズキ堂→水だしコーヒーと天然酵母
パン
◆かねこ ワーク ショップかみさまハン
ト→古来から日本には「万物に霊や神が宿
っている」というカンカクが存在していま
す。むかしの人たちは、どのように感じ、神
さまを見ていたのかな？それじゃ～僕ら
も！カンカクを頼りに街や野に隠れてい
る神さまを光や影、カタチをヒントに見つ
けに行こうか！野外活動造形プログラム
です。こどもから大人まで(未就学児童は
保護者同伴)。汚れてもよい服装でご参加
下さい。（料金：1,500円・定員約10名）
問合せ：090-2459-6592／
haru.ka@i.softbank.jp
多肉植物、少々あります。
場所：下山口の新善光寺近く、滝の坂バス停

（屋根のある上り方向の）の横道を下り続け
た所。黒くて四角い家、「クロシカク」にて。
※雨天中止、小雨はやります。（お問い合
わせ下さい）
https://sites.google.com/site/hiraharaiko
/2011hayama-geijutsu-sai

■日時：4月29日(金)～5月1日(日)、
5月6日(金)～5月8日(日)、
5月13日(金)～5月15日(日)　
10:00～17:00
■会場：クロシカク（平原宅）／葉山町
下山口460-1
■主催：平原愛子
■問合せ：dakao716gmail.com
046-854-5901

 111   笠谷耕二の野外彫刻と
          いさむファーム
　
美しい葉山の下山口にあたらしくパワー
スポット誕生！アーティスト笠谷耕二の
野外彫刻（希望へのファスナー）と岩田い
さむ農園からのめぐみ、（いさむファーム）。
年間通して楽しめる空間と新鮮野菜、2011
年葉山芸術祭にてデビューいたします！

■日時：4月23日(土)～5月15日(日)
明るい時間
■会場：いさむファーム
／葉山町下山口473
■主催：笠谷耕二
■料金：入場無料
■定員：なし
■問合せ：岩田さん　046-878-8145
kkoojjii1223@yahoo.co.jp

 112  色を食べるお守りごはん
         ＆おやつ＠3p.m.
　
◆ゆる中医学講座と薬膳ランチの会
4月29日（金）・5月15日（日） 11:00～14:00
会費　3,500円（天空洞×3p.m.）
◆フードセラピー＋12星座ランチの会
4月30日（土）・5月10日（火） 11:00～14:00
食べ物の色・自然リズムの話
会費　3,500円
★上記以外の会期中は、お守りおやつの
販売！
★カフェは完全予約制
☆4月29日は逗子にて開催（お問い合わせ
下さい）
http://www.3pmsanji.com

■日時：4月23日(土)、4月26日(火)～4
月30日(土)、5月6日(金)、5月7日(土)、
5月10日 (火)～5月15日(日)
11:00～17:00
■会場：3p.m. box
／葉山町上山口1454-17
■主催：3p.m.さんじ
■問合せ：046-813-1147
sanji3pm@mb.scn-net.ne.jp

 114   ワークショップ「みんな、
          青空でつながっている」
         ＆GOOD TIME vol.3

◆今回は予定しておりました「青空てぬぐ
い」を変更して、地震被災地への災害支援
チャリティのワークショップを開催いた
します。大自然の中、青空の下、みんなさん
のメッセージを手ぬぐいにえがいてみま
せんか。みなさんの思いが、きっと多くの
人の希望になれるはず。このワークショッ
プで回収した参加費及び売上は、義援金と
して納められます。
葉山と茅ヶ崎にあるレイドバックスタジ
オ ロペスロケーションと鎌倉のデザイン
ユニット ツナグプロジェクトによるワー
クショップです。
会場は普段、一般の方が入ることのできな
いハウススタジオ。最高のロケーションに
波の音、ゆっくりと流れる時間の中で、青
空に思いをえがこう。
◆当日、会場では葉山生まれ葉山育ちの
Photografer、岩松喜平の写真展【GOOD 
TIME vol.3】もおこないます。17才から波乗
りを始め、海に魅せられて、地元葉山の海
と自然、サーファー達の姿を印画紙に焼き
付けています。今回も葉山のみならず、フ
ィリピン・ミンダナオ島や、インドネシア・
ジャワ島、バリ島の写真も含め、岩松喜平
が感じた【GOOD TIME】を紹介します。海の
目の前で、海の風と音を感じながら、海の
写真をご覧になってみてください。
※地元のサーファーの方へ　あなたの写
真もあるかもしれません。ぜひ声をかけて
ください。
ロペスロケーション
http://www.lopezlocation.com/
ツナグプロジェクト
http://www.tsunaguproject.com/

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
4月30日(土)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)　
12:00～18:00
■会場：ロペスロケーション
／横須賀市秋谷5604-1
■主催：ロペスロケーション／岩松
喜平／tsunagu project
■料金：展示／無料　ワークショップ
／未定
■問合せ：0467-33-0146
090-3232-2050
cozylopez@i.softbank.jp
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  116   PataPri
           スクリーンプリント
          work shop

海の見渡せる秋谷の古いお家でスクリー
ンプリントでタオルなどを作っています。
タオル、ガーゼまくらカバーなどの販売
の他、スクリーンプリントのワークショ
ップもやります。是非お立ち寄り下さい！
ワークショップ参加の方はタオル１枚
500円で今治タオル購入していただきます。
http://www.patapri.com

■日時：未定（詳細はHPか電話で確認）
■会場：PataPri house
／横須賀市秋谷5413
■主催：Yuko Uemura
■問合せ：0468-56-8889
patapritowel@gmail.com

 117   Atelier-R

　
Preparation for Summer
陽射しの中で、着る・持つ・付ける
Blouse,Bag,Corsage etc.

■日時：5月10日(火)～5月14日(金)
12:00～17:00
■会場：横須賀市秋谷5342-1 ライオンズ
マンションMS 403
■主催：小川名律子
■料金：無料
■問合せ：046-857-1485

 118   The Art of Natural
         Living - Akiya

ここは緑あふれるコミュニティスペース。こ
の空間で出会う人たちとともに、心落ち着く
自然について考えたり、感じたり、リラック
スするスペースです。オーガニックハンモッ
クに乗りながらチャイを楽しんだり、地元の
ベジタブルフードを味わいながら音楽や香
りを楽しんだり・・お気軽にお越し下さい♪
◆ 2011参加アーティスト
Jun：スタジオデザイン＆ヨガ　
Libby：陶芸家（温かい陶器でフード提供）
Moe：Moelewaオーガニックハンモック
＆ガーデンデザイナー
Michel：フォトグラファー＆ベジタブル
フード提供
Kumiko:アロマセラピー提供　
※イベント詳細については問合せでご確
認ください

■日時：4月29日(金)～5月8日(日)、
5月14日(土)　10:30～日没まで
■会場：AKIYA4482Studio
／横須賀市秋谷4482
■主催：Libby Katayama
■問合せ：046-884-4560
libbypic@hotmail.com

 119   海猫家三人展

　
世代の違う三人の作家によるコラボレー
ション。
◆夏らしい水彩画
◆green cakes photo
◆銀のアクセサリーとコラージュ作品
海辺のゆったりとした空間の中でお楽し
み下さい。葉山の小さな雑貨店 cadeau屋
から楽しい雑貨と夏のファッション等も
販売・展示致します。

■日時：5月6日(金)～5月14日(土)
10:00～17:00
■会場：旧森田邸
／横須賀市秋谷4310
■主催：高橋素子
■問合せ：046-875-6421
kikukenkoh@jcom.home.ne.jp

 120   わたし流ここちいい

秋谷のアロマセラピスト・Makiと安曇野
在住の陶芸作家・Michiとの「ここちいい」
親子コラボレーションです。海辺の暮ら
しをここちよくするMichi作の日々のう
つわとあかりを展示販売しながら、海辺
のデッキでMakiがヘッドマッサージとフ
ットマッサージをします。あなた流の「こ
こちいい」を、みつけにいらしてください。
＊「ここちいいのおすそわけ」ハンドマッ
サージレッスンも開催します。マッサー
ジオイルを作っておうちでマッサージで
きるようにお教えします。詳細は会期前
にブログ内にてお知らせします。
http://akiyasea.exblog.jp/

■日時：5月1日(日)～5月5日(木)
11:00～17:00
■会場：アロマセラピーサロン ステラ
マリス／横須賀市秋谷3-4-9
■主催：Maki
■料金：無料（マッサージとレッスンは有
料）
■問合せ：アロマセラピーサロン ステ
ラマリス　046-807-1470
info@aroma-stellamaris.com

 121   KURAKURA 
         storehouse

【土のもの　木のもの】
やきものと木でつくったものの展示販売。
２度目の参加となります。どうぞ宜しく
お願いいたします！秋谷バス停すぐです。
http://kurakurastore.jugem.jp/

■日時：4月29日(金)～5月5日(木)、
5月13日(金)～5月15日(日)
12:00～18:00
■会場：KURAKURA storehouse
／横須賀市秋谷2-11-1
■主催：白倉祥充　えみ
■問合せ：046-856-0560
kurakura_storehouse@ybb.ne.jp

113   里山の古民家で聴く
         コラの響き

葉山の竹山を背に静かに佇む古民家。初
めてなのに何故かなつかしいコラの響き。
いのちに呼びかけるやさしい歌。
◆出演：川岸宏吉(コラ・歌)
※コラ(楽器)：ハープやギターの原型とも
言われ、アフリカの民族楽器の中でも最
も美しい音色を持つとされる。
※入場料の一部を古民家保全のために使
わせていただきます。

■日時：5月14日(土)　
建物見学とお茶/13:30～
演奏/14:30～16:00
■会場：池田邸／葉山町上山口1680
■主催：コンサート・パル・はやま
■料金：3,000円
■定員：要予約　先着40名
■問合せ：野中康司
090-2312-2257
nonakaya@jcom.home.ne.jp

115   「あしたの町」写真展 + 
          オーガニックカフェ
　
光溢れる海辺にあって、よく虹がかかり、
素足で暮らせる町に明日を感じました。
そこで撮った写真の展示と、小さな写真
集の販売。そしてこの地の自然に沿った、
風通しのよい暮らしが香る「オーガニッ
クカフェ」も併設します

■日時：4月29日(金)　10:00～18:00
■会場：ピースカフェ
／横須賀市秋谷5549
■主催：池田徹、矢谷左知子
■問合せ：tttooru@aol.com
080-5527-6175
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 122   LiniE×strange×
          にじいろや

◆LiniE（5/3～8） 昨年末より、東京から秋
谷にアトリエを移して活動しているジュ
エリーブランド”LiniE（リニエ）”。2011A/W
の新作の展示や、お手持ちのジュエリーリ
メイク、その人にあった原石を選びジュエ
リーにするためのStone Readingも行ない
ます。 http://www.sidecar.co.jp/foo
◆strange（5/3～5） その場で、何にでもシ
ルクスクリーンを使って刷っちゃうユニ
ット”ストレンジ”がやってきます。お家に
眠っている洋服などお持ち込み大歓迎！ 
オーガニック100%のTシャツボディもご
用意してます。
◆にじいろや みつろうや植物油、エッセ
ンシャルオイルなどの天然素材のみを使
った万能クリームや虫よけスプレーを販
売します。みつろうの万能クリームのワー
クショップもあり。（要予約） 材料費込み 
1,500円。定員5名。約1時間程度。
お申込み＆お問合せ：junko_a@smile.odn.ne.jp

■日時：5月3日(火)～5月8日(日)
11:00～18:00
■会場：LiniE Akiya Salon
／横須賀市秋谷2-14-3
■主催：LiniE/foo.（新美文栄）
■料金：入場無料
■問合せ：SIDECAR inc./LiniE
046-804-2552
linieinfo@gmail.com

 123   kamome works 
          アトリエ bag 展

革や帆布などさまざまな素材を組み合わ
せ１点物のbagを製作しています。帆布を
かごに見立てたグルグルbagやショルダー、
bigサイズトート、ストールや布小物など、
kamome worksのアトリエ開催ならでは
のバリエーションで展示販売致します。
http://kamome-works.blogspot.com/

■日時：5月3日(火)～5月8日(日)、
5月10日(火)～5月15日(日)
11:00～17:00
■会場：kamome works アトリエ
／横須賀市秋谷2-21-11
■主催：塩崎めぐみ
■問合せ：090-9366-0929
taromegu2001@yahoo.co.jp

 124   sea side house634
　
　
sea side house634 今年は去年も参加し、訪
れた人たちに生命の神秘さと生命の完成
された美を感じさせた『透明標本』。今年は
sea side house634全体を使い「新世界透明
標本」の世界を作り上げようと思います。
また、皆さんにゆっくりと透明標本の世界
を堪能してもらうためCAFE&BRAスペース
作る予定です♪さらに、スペシャルゲスト
によるライブコンサートも開催します。乞
うご期待！！
以下、ー新世界透明標本  富田伊織よりー
『透明標本』 標本という印象からはあまり
にもかけ離れた存在です。生物でありな
がら、目に写る造形は、まるで鉱物によっ
て形作られたかのような美しさです。元来、

「たんぱく質を酵素により透明にし、硬骨
を赤紫、軟骨を青色に染色をする」 という
骨格研究の手法として確立された形態で
あり、完全な透明感にする為には、短いも
のでも数ヶ月、長いものでは一年近くを
要するものまであります。現在この美し
さを、「命」を身近に表現するアートに出
来るのではと活動をしております。今回
は古民家の一軒家を使い新世界『透明標本』
が作り出す、美しくも不思議な世界をど
うぞご覧ください。
http://www.shinsekai-th.com/about.html

■日時：
■会場：sea side house 634／横須賀
市芦名1-18-36
■主催：sea sidehouse634
■問合せ：080-1143-5463
info@eichel.co.jp

 125    koyabiyori+...。
          クマとカメラの作品展

koyabiyori+...。～小さなクマとアンティ
ークカメラの作品展～
手作りの小屋での～んびりテディベア製作。
・テディーベアはどれもみな、手のひらサ
イズ。小さな小さな展示＆販売いたします。
・アンティークカメラは所有の面白いカ
メラを展示します。
・「akko.」さんのぬいぐるみ“なごみくま”(写
真)やストラップも展示・販売します。
・お車の場合は駐車スペース２台あります。
詳しくはブログのカテゴリー"koyabiyori”
をご覧ください。　
＜“小屋”は半オープンスペースですので、
大雨や強風の場合は、開催を見送る場合
がございますので、悪天候の場合は事前
にお問い合わせお願いします＞
http://koyabiyori.no-blog.jp/

■日時：4月30日(土)～5月1日(日)、
5月8日(日)、5月13日(金)、5月15日(日)
11:00～17:00（15日は16:30まで）
■会場：koya／横須賀市芦名1-6-16
■主催：シバタ
■問合せ：090-4590-6572

 127   平作女子寮

　
平作女子寮に住む「ご飯こしらえ人」と「絵
描き」、＋その仲間の「癒しを運ぶインス
トラクター」＋「暮らしががおいしくなる
器をつくる陶芸家」。。。によるコラボレー
ション空間。
◆ヨガ（＋退行催眠）＋旬菜ごはん
5/8（10:00～）、5/15（１回目10:00～、2回
目15:00～）参加費：2,500円
各回とも１時間のヨガのあと、退行催眠
とごはんになります。退行催眠では、前世
がみられるかも！その後は、体の毒素を
だし、元気がでる旬の野菜ごはんを食べ
てください。予約制、定員になり次第締め
切らせていただきます。なお、男性は女性
の参加者と一緒にお越しください。
◆大窪顕子作品展ё＆プチプチ雑貨屋プ
チプチ点店ё
4/23～24（10:00～18:00）
絵画展示、手作り雑貨、販売（携帯ペイン
ト片面1,000円より）

■日時：4月23日(土)～4月24日(日)、
5月8日(日)、5月14日(土)～5月15日(日)
10:00～18:00（詳細は本文参照）
■会場：横須賀市平作5－3－1
■主催：大窪顕子
■料金：ヨガ＋旬菜ごはん 2,500円　
■問合せ：nananasese@hotmail.com
akikooukubo@gmail.com
090-4081-1957

 126   癒しの空間(陶芸教室）

　
毎日が遊びの世界。大好きなロクロを回し
ながら、独り、遊びの空間に存在する。
たまには誰かと遊ぼうかな？いつでもど
うぞ遊びに来てください。お弁当を持って！
出かけましょう！狭い仕事場なので少人
数でお願いします。同時に器も販売します・・ 
白を基調とした和にも洋にも使えるシン
プルな器です。 貴方も同じ釉薬で貴方の
器を作りましょう。お待ちしております。
お弁当を忘れずに持参してください！

■日時：4月28日(木)～5月1日(日)、
5月3日(火)～5月5日(木)
11:00～16:00
■会場：宝扇窯 重松忠道
／横須賀市芦名2-28-15
■主催：重松
■料金：5,000円（含諸経費）/人
■定員：1日　1～3名まで
■問合せ：046-857-0676
housenyoh@jcom.home.ne.jp
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パンフレットを置いてある店および公共施設

【 協 賛 企 業 】
　
逗子市

魚勝　　逗子市逗子7-13-23  046-871-2302　11:30～14:30/
　17:00～21:00
　
葉山町

日影茶屋　　葉山町堀内16　046-875-0014　水休（祝祭日
は営業）　ご昼食11:30～14:30、ご夕食17:00～21:00
　
旭屋牛肉店　　葉山コロッケでも有名。　葉山町堀内898 
046-875-0024 　9:30～19:00　水休　駐車場有
　
ホテル葉山館　　葉山町堀内980　046-875-5151
受付時間8:00～20:00　info@hotel-hayamakan.jp
　
海狼　　葉山森戸橋畔、中国料理海狼　葉山町堀内999
046-875-0015　11：30～15：30/17：00～21：30　火休
　
大門商店　　米、酒、食料品、燃料、雑貨  配達します。
葉山町一色2132　046-875-1018　水休
　

【 サ ポ ー ト シ ョ ッ プ 】

鎌倉市

chahat　　鎌倉市御成13-31　11:00～19：00　水休
　0467-61-2272
　

逗子市

天空洞　　逗子市久木4-21-11 受付平日10:00～17:00、土曜
　10:00～16:00　日・祝 休　046-875-7567　tenkudo@sukoyaka.jp

chahat　　逗子市桜山3-1-5　12:00～18:00　046-870-3127
　水・日  休
　
谷山スタジオ　　記念写真の時はお越し下さい。
　逗子市逗子3-2-23　046-871-6008
　
珠屋洋菓子店　　逗子市逗子1-5-8　046-871-2242
　10:00～19:00　第3月  休
　
くじらのマルシェ　　逗子市逗子5-9-24　
　046-872-5502　10:30～17:30（火水金土）

Cinema Amigo　　逗子市新宿1-5-4　11:30～24：00
　046-873-5463（～18：00）
　
自然食品・陰陽洞　　逗子市逗子７-1-58
　046-873-7137　第3日  休
　
Pont-Aven（アンの部屋）　　逗子市桜山8-4-7
　046-873-2037　11:00～17:00　

葉山町・堀内

switch-relax-　　葉山町堀内862-2　046-876-5033
　9:30～17:00

Rice & Peas　　ジヤマイカ料理のケータリングカー。森山
　神社で会いましょう! 堀内ユニオン駐車場で時々営業
　11:00～19:00
　
LAH land　　葉山の不動産はラーランドに。　
　葉山町堀内936　046-876-2525／fax.046-876-2591
　9:30～19:00　水 休
　
TANTO TEMPO　　会話と食事が楽しめるアリメンター
　リ（イタリアの街角食料品店）　葉山町堀内744-7
　046-801-3620　9:00～19:00　水 休
　駐車場：建物に向かって右、奥の塀の裏側2、6番
　

葉山町・一色
　
engawa　　葉山町一色1664　046-827-7188
　11:00～17:00

カフェマスカット　　葉山町一色1316-13
　 046-876-3282　11:00～18:00

ビーチマフィン　　マフィン、ケーキ、パイなどは動物
　性のものを全く含まない物がほとんど。有機栽培や無農薬
　の材料を使って作るホームメイドのお店。森山神社で会い
　ましょう！　葉山町一色1462　046-875-0521
　毎木～日  営　11:00～18:00
　
天空洞治療室　　ほっとできる地域の保健室
　葉山町一色1028-26　受付平日10:00～17:00、 土曜10:00～
　16:00　日・祝：休　046-875-7567　tenkudo@sukoyaka.jp
　
スニッツカフェ　　葉山町一色1261-19（自宅の1階）
　046-876-0700　毎金・土：営業　12:00～18:00
　
葉山うまかもの屋　　復興! 東日本。
　葉山町一色1930-4　046-875-7475
　
創作ギャラリー《蓮REN》　　会員制陶芸塾《蓮REN》1F
　のギャラリー　葉山町一色1004-2　046-877-5715　10:00
　～18:00（入場17:30まで）　毎月  休、第２.４金  休
　
Chamotte葉山　　葉山町下山口1510-6　046-877-1600
　土・日・祝の13:00～18:00  営
　
　
葉山町・下山口
　
スモークハウス葉山　　葉山町下山口1757
　10:00～17:00　 046-875-6715　

葉山町・木古葉
　
みくにようちえん　　葉山町木古庭1768
　046-852-6633　園の日  毎月～金曜日  9:00～14:00
　

横須賀市秋谷
　
コアアウトフィッターズ　　横須賀市久留和海岸
　のシーカヤックショップ。恒例のビーチクリーンで参加。
　横須賀市秋谷4296-5　046-858-0180　11:00～19:00　火休

アーセンプレイス　　横須賀市秋谷1653－13
　046-856-9210
　

【 公 共 施 設 】

鎌倉市
　
神奈川県立近代美術館  鎌倉
　
逗子市
　
逗子市市民交流センター
　
逗子文化プラザホール

葉山町
　
葉山図書館
　
葉山町役場
　
神奈川県立近代美術館  葉山
　
しおさい博物館

【制作スタッフ】＊氏名表記は50音順。

●葉山芸術祭実行委員会
朝山正和、飯塚茂之、藤川正雄、堀祐一、
待寺真司、松澤利親

●パンフレット制作
編集：朝山正和、堀祐一
編集補助：平井壮輔
デザイン：向井則博
テキスト：山根佐枝
マップ製作：山本昌生
校正：堀祐一
印刷：(株)アーテック

●ウェブ
平井壮輔、平尾貴史、堀祐一、(株)関心空間

●シンボルマーク
真砂秀朗
●バナー
菅原恵利子、Afa、PataPri

　　　　…　…　…　…　…　…　
●森山イベント実行委員会
朝山正和、菅原恵利子、藤川正雄、待寺真司、
村野義哉、リード紀子　他
●音響：スタジオわーぷ　藤川正雄
●撮影：ポトマック　堀祐一
●設営：一色建築

　　　　…　…　…　…　…　…　
●主催企画　海感
デザイン：平井壮輔、山本昌生
撮影：仁礼博、ミヤジシンゴ
印刷：（株）横浜プリント

chahat  鎌倉店

みくにようちえん

アーセンプレイス
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アトリエ水平線

素材は使い切ろう!!!

天空洞2011

サビた鉄でランプを

銀河の豆（たね）展

小菅一夫 絵画展

犬猫時間 4

音楽の散歩道　シリーズ13

鍵盤音楽史 in 逗子 V  - 明治100年、歌合せ/Genealogy of Aurals -

KOKOPELLIでわくわく!

閑　銀のアクセサリー展＆初夏の衣展-ウサギシャツ-

シキヤリエ + chahat

マシキーズのぬちぐすい vol.7

水野貴男展  from studio COOCA

智工房×zisen 自然から生まれるもの・森の展示会

花の時間【鳥かごとリースのワークショップ＆展示販売】

絵本ライブatロコママカフェ

merci∞ plants∞ garden

くじらのマルシェ～ここちよいくらし　あれこれ～

キャンドルとちっちゃい【eco】暮らし

Le festival de cafe Pont-Aven

AN

Botanic Green 「若葉による緑色染」展示&WS @COYA

愛犬家たちの小さな庭展

～夕日を感じる～ギャラリーカフェLABO

Tsumiki ～　アンティークになる踏み台を作ろう～

裂き織りたんたんMatou+絵画工芸展

ANIMAL WARNING　- 銀で種を蒔く'11

GOLDEN GOAT jewelry

きらくなたてものや展　～伝統に学び、現代を表現する～

カヌーとお守り

茶の間ギャラリー　Blue jelly drop

ハコブでまわろう! 芸術祭!!

一粒舎　工房オープンデイ

海の見えるテラスレストラン・カフェ＆絵画展

Life afa - colorful organic cotton

「真砂三千代　衣展」

真砂秀朗「絵と音」展

cocotteの旅＆花茶じかん

ゆるゆるキッチン

銀のアクセサリー

旅のおすそわけゴハン

PHOTO

葉山のＣＧプロダクション

スペースハレルヤ【ベジ料理、ヴォイスヨガ、ベジマンデー】

MARIAはるな愛を地球に降ろす

MOON HOUSE 2011

S&C

たのしいお茶の時間

グアテマラ食堂＆グアテマラの織物展

アカツキノイエ…皐月ノアソビ

33
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HOME WORKS

ナカジ美術　ギャラリー＆ショップ2011

Dear Friends in Mekong

malstrom + わん wan one

今年もこの会場

「手と手で繋がる」写真展 ─ ハンドマッサージでハートに触れよう！

創って 感じて 繋がる　じかん

うふふ in 葉山　～1000人へつなげるポストカード展～

海のようちえん／「ここからみえるよ」 ～うみとそらに描こう～

春季展　軸から額へ－山口蓬春コレクションにみる絵画の形態－

児童・生徒のための美術体験教室

colors-magazine

おやつ屋＆みちくさバザール＋α

七輪陶芸展＠engawa

葉山生まれの手ぬぐい展

MIKIKO YOSHIDA -海のいろいろ－ART EXHIBITION

manis デジタル写真展 2011

lovono JAMAICA Vol.2 welcome JERK

「自然を感じる手漉き紙」展とワークショップいろいろ

佐藤正治写真展 B＆W(ブラック&ホワイト）

金魚／黄桃『Trap - 枕辺』

葉山町芸術祭参加　茶会

日本庭園に響く琴の音色

アースデイ葉山2011

Nowhere but Hayama　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

手芸「モラ」の展示＆今日の一色海岸　写真展示

写真展／Hayama by the sea 渚の四季

ミユキハウス

葉山Bag工房　＠cafe 旬彩

ゆるみ力体験ワークショップ　♪プチ生演奏あり（各テーマ別楽器）

「世界を笑わそう！」まずはここから始めよう．葉山アップップ

庭あそび「樹の上・流れ・花　遊び」

いきている屋根、かまどのぼうし

山とひと

HAYAMA1885HOUSE

Dear friends in Mekong

すこし高台ショップ

ハーブで作るリースのワークショップ

青空を泳ごう！！（絵画教室＆作品展）

カフェマスカット2011

おとなが体験する　もりのほいくえん

Playhouse in Hayama と、こども商店。

牛島正人＆スペースハレルヤライブ From ベジタリアートミュージック

マヨぶた展

atelier doudouと樹工房

紙芝居＆葉山ママンズ・カフェ

「内野健児」水彩画展

yen ware 展

「Floral Ocean」ARQU 田中敦子展＆Celtic Windライブ♪

砂絵

藤代冥砂×KANAGAWA DOG PROTECTION　写真展

東北関東大震災チャリティーイベント　 
"フラワーアートで被災地へ捧げる復興への祈り"　
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【陶芸体験】2011～悠楽窯

KOU工房

絵本と天然石アクセサリー　JUN&L'ovestの森　～narrative poem～

「Wear The Earth」ルナティカナパの服と高木由利子の写真

2011年燻製体験・絵画展

ルゥアイ・ルゥアイマーケット＆BAN ROM SAI 絵画展

mono-doorの良いモノ展

庭マーケット

笠谷耕二の野外彫刻といさむファーム

色を食べるお守りごはん＆おやつ＠3p.m.

里山の古民家で聴くコラの響き

ワークショップ「みんな、青空でつながっている」＆ GOOD TIME vol.3

「あしたの町」写真展 + オーガニックカフェ

PataPri スクリーンプリント work shop

Atelier-R

The Art of Natural Living - Akiya

海猫家三人展

わたし流ここちいい

KURAKURA storehouse

LiniE×strange×にじいろや

kamome works アトリエ bag展

sea side house634

koyabiyori+...。　クマとカメラの作品展

癒しの空間　(陶芸教室）

平作女子寮

海感　雑木囃子LIVE

Talk × Talk「くらしと景観」　～私の好きな葉山～

Aeolian Ride

岬自転車商會

レゾナンス「サイエンスとアートと の対話」

芸術祭をつくろう！会議(5/21)

第1回　大磯芸術祭

葉山コンパウンド・ハウジング

第1回　葉山＋逗子 ART BOOK FAIR

視覚の実験室　モホイ＝ナジ / イン・モーション(4/16～7/10)

第2回　逗子海岸映画祭「海の映画館」

青空アート市

EAT  IT !

CHEESE

佐久間浩展

【葉山芸術祭】日常生活の背景では、自然環境や生活環境がゆっくり、時に激しく変化しています。私た
ちは変化に触発され、おそらく何かつぶやき、描きあるいは奏で、そうした「表現」によって活力を生み
だし、環境と自己とのバランスを保っています。「葉山芸術祭」は、そうした地域住民の「表現」の交流の
機会です。交流は「多様なつながり」を育み、地域の「芸術・文化意識」の深まりや成長を促し、私たちの
世界を確実に豊かにします。アートフェスティバルの可能性をそこに求めた地域住民たちによって創
りだされた祭です。個人の自由な創作が地域社会にシナジェティックにつながる「あたらしいかたち
の祭」です。復興東日本。
＊シナジェティック：多数の要素が相互作用しあうときの働き。協同作用。シナジー(synergy 相乗効果)と同じ語源。



5 / 14 sat.  10:00～17:00
雨天決行　入場無料
　
●会場／森山神社境内（葉山町一色2167）
●主催／森山境内イベント実行委員会
●問合せ／アートカフェ　046-877-1441
●協力／森山神社氏子会、玉蔵院、神社周辺の皆さま、
　葉山芸術祭実行委員会

●持続可能な運営を心がけています。小さなゴミ袋を持参く
ださい。神社境内を汚さないよう気をつけましょう。●屋台村
ではゴミにならないカップや皿を用意していますが、できれ
ばマイ箸、皿、カップをお願いします。● タバコは指定の場所
でお楽しみください。●パーキング（旧役場）は、ありますが、
台数に制限があります。近くの方は車での来場はお控えくだ
さい。●飲酒での運転はお断りします。

【青空アート市】
森山神社では、境内入口から本殿までの高低差に、民家、神
社会館、樹木、桟敷席がひな壇のように並んでいます。上が
りきった本殿からは、横須賀市と葉山町の境・長者ケ崎につ
ながる里山と海がひろく見渡せるここは、ある種の劇的空間
です。青空アート市は葉山芸術祭の中で最も人が集まる野外
イベントです。100余りの出店がならび賑わっています。
そして…、夏祭りでも人気の演芸は野外バージョン。お楽し
みに。天気でありますように。

TIME TABLE
10:00～　はっぴー・くらふとバザール
11:00～　屋台村　開店
～17:00　終了　


