
cheerful bird
葉山町堀内936　045-801-1255
11:00～17:00　月火・休

Life afa
葉山町堀内858　046-875-6927
11:00～18:00　月火水・休

タントテンポ
葉山町堀内744-7　046-801-3620
9:00～18:00　水・第3火木・休

陸の家OASIS
葉山町堀内1014　046-807-0164
12:00～23:00　不定休

花とんぼ
ショップ未定

一色BASE
葉山町下山口1506　046-876-6588
11:00～22:00　無休

カノンハウス鎌倉
鎌倉市浄明寺3-10-37　050-1103-8954
10:00～18:00　月・休

chahat ズシ
逗子市小坪1-1-10　046-870-3127
12:00～18:00　水・休

魚　勝
逗子市逗子7-13-23　046-871-2302
11:30～14:30　17:00～21:00
火・休（祝祭日営業）

Blue Moon Zushi
逗子市逗子5-1-13　046-873-9915 
17:30～23:00　水・休

陰陽洞
逗子市逗子6-2-5　046-873-7137
10:00～19:00　日・休

Beach Muffin
逗子市桜山8-3-22　046-872-5204
11:00～18:00　月火水・休

風早茶房
葉山町堀内648　046-890-0499
11:30～16:00　水木金土・休

【 このガイドブックの使い方 】　●このガイドブックは企画カテゴリーと地区別に分かれ、さらに色分けされています。　
●各企画とサポートショップの番号・アルファベットは地図と対応しています。　●このガイドブックはＧマークが付いたガイドブック設置所またはサポートショップで入手できます。　
●葉山芸術祭公式ホームページでは最新情報などもご覧になれますのでご利用下さい。　また、ガイドブックはホームページからPDFでダウンロードすることもできます。（無料）

サ ポ ー ト シ ョッ プ協 賛 企 業 ガ イ ド ブ ッ ク 設 置 所

COCO-HOUSE 葉山店
葉山町長柄1583-17　046-876-6013
9:00～19:00　水・休

湘南ビーチFM　78.9MHz
逗子市池子2-5-6　046-870-3313

日影茶屋
葉山町堀内16　046-875-0014
水・休（祝翌日休）

葉山 うみのホテル
葉山町堀内251-1　046-854-7411
無休

葉山旭屋牛肉店
葉山町堀内898　046-875-0024　
9:30～19:00　水・休

Lah Land
葉山町堀内939　046-876-2525
9:30～19:00　水・休

ホテル葉山館
葉山町堀内980　046-875-5151　
7:30～21:00　無休　

大門商店
葉山町一色2132　046-875-1018
9:00～18:00　水・休

セブンイレブン 葉山一色店
葉山町一色1818　046-875-9655
24時間営業　無休

逗子菊池タクシー
0120-211-775　無休　

葉山国際カンツリー倶楽部
葉山町木古庭1043-1　046-878-8111
9:00～17:00
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COCO-HOUSE 鎌倉本店
鎌倉市御成町11-7　0467-38-8130
10:00～18:00　火水・休

COCO-HOUSE 葉山店
（葉山ステーション内）
葉山町長柄1583-17　046-876-6013
9:00～19:00　水・休

葉山町立図書館  
葉山町堀内1874　046-875-0088 
9:00～18:00　月・休（祝翌日休）

葉山まちづくり協会（図書館2F）
葉山町堀内1874　046-876-0421
9:00～18:00　月・休（祝翌日休）

神奈川県立近代美術館  葉山
葉山町一色2208-1　046-875-2800
9:30～17:00　
月・休

葉山しおさい公園・博物館
葉山町一色2123-1  046-876-1140
8:30～17:00　月・休（祝翌日休）

セブンイレブン葉山一色店
葉山町一色1818　046-875-9655 
24時間営業　無休

セブンイレブン葉山マリーナ店
葉山町堀内61-1　046-876-1887
24時間営業　無休
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【 制作スタッフ 】
●葉山芸術祭実行委員会：朝山正和、兼子朋也、清水衣里、清水淳、長谷川直子、畑野真人、
堀祐一、松澤利親　●広報：清水衣里、長谷川直子、畑野真人、堀祐一　●事務局：矢部
史子　●顧問：伊藤裕夫、近藤大輔、待寺真司　●表紙制作：デザイン／冨安修一、ロゴ／
Kads MIIDA　●ガイドブック制作：編集／堀祐一、デザイン／上田純平、イベントデザイン／
冨安修一、マップ制作／上田純平、印刷／ (株 )アーテック　●WEB：堀祐一　●芸術祭マーク：
真砂秀朗　●森山神社イベントマーク：出口雄大　●バナー製作：アトリエ・アンドゥ　
●HAFS：兼子朋也、清水明絵、竹内陽、畑野真人、松澤利親、松澤まゆみ　
●森山イベントスタッフ：朝山正和、蒲谷龍児、菅原恵利子、藤川星、堀祐一、リード紀子　
●音響：スタジオわーぷ 藤川星　●設営：一色建築（＊氏名表記は50音順）

05

06

07

08

葉山芸術祭案内所
もしもスペース
葉山町堀内 1005
4/29（金）～5/5（木）  
5/7（土）～8日（日）11:00～16:00
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真名瀬

ユニオン

葉山小学校

相福寺

葉山小学校前

葉山大道

森戸海岸

森戸神社

芝崎

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

元
町

葉山マリーナ

風早橋

長
柄
橋

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

葉山元町

風早橋
葉山大道

熊野神社

光徳寺

森戸神社

大峰山
▲

堀内郵便局清浄寺

134

森戸海水浴場

真名瀬港 芝崎

向原

案内所
もしもスペース

●主催：葉山芸術祭実行委員会
●後援：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
●総合問い合わせ：葉山芸術祭実行委員会　contact@hayama-artfes.org
＊公共の場を使った催し等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、それぞれの問い合わせ先にお願いします。

ご意見・ご感想・思い出をお寄せください！
・来場者アンケート
・ご意見・ご感想の投稿フォーム
・思い出写真&コメントの投稿フォーム
を用意しています。葉山芸術祭をより良くするために、ご協力お願いします。
葉山芸術祭調査研究（HAFS）
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Hayama PhotoAction

4月23日（土）（天候による予備日あり）
展示詳細はWEBにて
仙元山展望台 / 葉山町堀内1935-4
菱沼 良樹／ブルース・オズボーン
葉山芸術祭実行委員会
khf12061@nifty.com（松澤）

主催A

4月24日（日）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森山神社 / 葉山町一色2165
佐藤  正治（シュガースタジオ）
葉山芸術祭実行委員会
sugar.studio@jcom.home.ne.jp

4月23日（土）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森山神社 / 葉山町一色2165
ミヤジ シンゴ
葉山芸術祭実行委員会
photo@s-miyaji.com

4月29日（金）～5月5日（木）
5月7日（土）～8日（日）
11:00～16:00
もしもスペース / 葉山町堀内1005
葉山芸術祭実行委員会
もしもPOPUPスペース
用美社
khf12061@nifty.com（松澤）

4月23日（土）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森戸神社 / 葉山町堀内1025
ブルース・オズボーン
葉山芸術祭実行委員会
yoshiko@intheozone.net

4/23（土）～
PhotoAction

5/15（日）

❷-②ミヤジ シンゴ　＠森山神社

❷-①佐藤 正治　＠森山神社

❶ブルース・オズボーン　＠森戸神社

❸菱沼 良樹 × ブルース・オズボーン
　＠仙元山展望台

❹HAYAMA 1952-1953　チャールズ ユンカーマン 写真展
　＠もしもPOPUPスペース

概要

今年葉山芸術祭は 30 年目の第 30 回を迎えます。この 30 年間、
地域発住民主体アートプロジェクトとして場を創造し続けて来ました。
振り返ると、葉山芸術祭において「参加」こそ最も重要なキーワー
ドと思います。今回この基本を見つめなおし、新たな市民参加型アー
トイベントとして立上げたのが Hayama PhotoActionです。

写真表現はスマートフォンやデジカメ、編集ソフトウエアが広く普及
する今、誰にとっても最も身近なアート活動と考えます。だからこそ
写真家は更なる創造的表現が求められるのだと思います。プロ・ア
マを問わず多くの参加者によって創られて来た葉山芸術祭で写真を中
心としたメディア表現の企画で新たな様々な「参加」を創りあげたい
と考えています。

しかしながら、今回は新型コロナウイルス感染拡大のため、多くの「参
加」の試みは残念ながら中止しました。それでこれまで継続的に葉山
芸術祭に参加いただいた地元葉山の写真家 3 名とその友人作家に屋
外展示の協力をお願いし、第 1回目開催となりました。今回を始まり
としてこれから様々な方々が参加できるメディア表現のイベントとし
て続けたいと考えています。

テーマ

“ありがとう” ?　ことばは かけはし?
“おはよう”でも“ごぶさたです”でも“こんにちは”でも“さようなら”
でも良かったんですが、“ありがとう”にしました。たまたまです。
新型コロナ禍あけに、久々出会う時の、口ごもりながらかけることば
です。ただ黙って、すれ違うのは駄目だなと思いました。 室内に 2 年
もいると他人とどう接したらいいか わからなくなる。なんでもいいか
ら声をかけよう。“ありがとう！”でいいんじゃないかな。

作品制作
葉山芸術祭は参加企画の集合体です。基本参加さ
れる表現者自身が全てを決めて作品制作・展示し
ます。今回、Hayama PhotoAction はこれまで
と違い葉山芸術祭実行委員が担当写真作家との会
話を基に作品に関わっています。
テーマ「ありがとう」を作品と共にテキストでも表
現します。担当の葉山芸術祭実行委員と一緒にス
トーリー／写真作家はその作品を通じて、だれに
向かって“ありがとう”と言っているのか？　を相
談して進めました。
これらは Hayama PhotoAction 特設 WEB　⇒
で見る事が出来ます。

参加作家

●ブルース・オズボーン（写真家）
●佐藤 正治（写真家）
●ミヤジ シンゴ（写真家）
●菱沼 良樹（造形作家）

※画像は第27回（2019年）の展示

※画像は展示イメージ図

※画像は展示イメージ図

※画像は展示イメージ図

※Hayama PhotoAction企画の詳細や
　関連情報は特設WEBをチェック！
hafs.jp/hpa

hafs.jp/hpa

© The estate of Charles Junkerman
　 & Yobisha 2021

主催企画
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屋台村
フードコーナー

イベント本部

ステージ

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01

02

青空アート市 
PART-1 × 森山神社

4月23日（土）
青空アート市 Part1：10:00～17:00
森山神社 / 葉山町一色2165
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
contact@hayama-artfes.org

主催B

4/23（土）10:00～17:00
（屋台村 11:00～20:30）  

マイ箸
マイ皿
マイカップ
大歓迎

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。最上段の本殿から見渡せる里山と海、そして境内へと目を移せば、そ
こには劇場的な空間が広がっています。葉山芸術祭にとって森山神社は中心的な存在であ
り、青空アート市は最も人気のイベントです。
今回は4/23に「青空アート市PART-1」として、そして
5/14と5/15に「青空アート市PART-2」として2回にわた
り合計3日間開催されます。 

入場
無料

雨天
決行

屋
台
村

フ
ー
ド
コ
ー
ナ
ー

※出店内容は予告なく変更になる場合がございます
※神社境内を汚さないよう気をつけましょう、小さなゴミ袋を
持参ください。

●フードブース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、カップをお持ちください。 
●境内と会場内は禁煙です。 
●パーキング(旧役場)は参加者用です。 
●飲酒での運転はお断りします。

協力：森山神社氏子会、玉蔵院、神社周辺の皆さま

青
空
ア
ー
ト
市

4/23
（土）

葉山芸術祭の中心的な場所森山神社で、毎年人気の
「青空アート市 PART-1」を今年も開催します。

01-砂絵ワークショップ／砂絵　1回500円
02-Lagoon／海を感じるアクセサリー、ビーチコーミングの勧め
03-彩花／押花、グラスアート、uvレジン、手編みニット小物等
04-mitti ceramic／自作の陶器販売
05-SPACE AO／複数名の作家による小物、服飾品色々
06-MOTA／手紡ぎ・手織り・手編みの帽子、マフラーなど
07-kashi／バリのプラカゴ、ビーズアクセサリー、竹編みBOX
08-Warehouse北欧紅茶／スウェーデン王室御用達北欧紅茶
09-ほのあかり／木工小物、どんぐりコマ、キノコペンダント他
10-KONNO FELT WORKS／羊毛フェルトと流木オブジェ
11-
12-nana&jewels／天然石、美濃焼、14kgf、チタンのアクセサリー
13-yamanoi／陶芸、絵画
14-N.toujours／リネン、コットンなど天然素材の洋服、小物など
15-ツヅリ装身具／マクラメという手芸技法の糸の装身具
16-Ｔ Ｓ／ヴェネツィアンガラス・天然石等のアクセサリー
　

むすびや／酒類
葉山マラサダKUJIRAYAH／ドーナツ
ami hayama／ナチュラルワインとおつまみ
cocina／沖縄そば
15ブルワリー／樽詰めクラフトビール
fish disco 桜花丸／さざえと時魚料理
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー
たこやきおこちゃん／たこ焼き
YavaS農園／特製餃子 
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース

主催C

4月23日（土）
DJ：14:00～
ペタシW.S.：15:00～15:45
ライブ：（二部構成）18:00～/19:00～
一色会館 / 葉山町一色2167
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
W.S.参加費無料
ライブ：ドネーション歓迎
contact@hayama-artfes.org

森山神社・よいみやまつり
「森山神社・よいみやまつり」が葉山芸術祭初日のオープニングイベントとして、 葉山
コミュニティーの交流場所である森山神社にて今年よりスタート。 
同時開催の「青空アート市 PART-1」では様々なお店でのお買い物を、選りすぐりの
屋台村で美味しいフードやドリンクを楽しむことができます。 
ワークショップでは各自に楽器を持ち寄り、当日ライブ参加のために平井ペタシ陽一
氏を中心に課題曲を合同演奏練習。 
夕方からはペタシグループの音楽、ダンス、パフォーマンスと共に地元コミュニティー
のダンサー達やワークショップ参加者と皆でおまつりを作り上げます。 
最高の季節を迎える葉山・森山神社で過ごしてみませんか？

youtu.be/8vFbF1YWFFE

DJ : Tommy Returntables (SANKOFA)

・

●ワークショップ: 
　アラブのリズム演奏会

参加無料 
・本番での参加型演奏練習
・打楽器（タイコ、タンバリン、カスタネット、鍋など
　音の出るものならなんでも）お持ちください。
・参加希望者は当日14:50にステージ前に
　お越しください。
講師：平井ペタシ陽一
練習曲：Sun dance
（この曲の掛け合い部分
みんなで演奏します）

●ライブ：ペタシグループ
ドネーション（投げ銭）歓迎
※二部構成 18:00～ / 19:00～

・平井ペタシ陽一（per）
・ミッチェル（per）
・神吉尚（dr）
・藤川星（wind）

・志場 SIVA （dance）
・Nana（dance）
・Momo（dance）

・常夏パパ &ママ& 逗子葉山ダンサーズ
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Hayama PhotoAction

4月23日（土）（天候による予備日あり）
展示詳細はWEBにて
仙元山展望台 / 葉山町堀内1935-4
菱沼 良樹／ブルース・オズボーン
葉山芸術祭実行委員会
khf12061@nifty.com（松澤）

主催A

4月24日（日）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森山神社 / 葉山町一色2165
佐藤  正治（シュガースタジオ）
葉山芸術祭実行委員会
sugar.studio@jcom.home.ne.jp

4月23日（土）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森山神社 / 葉山町一色2165
ミヤジ シンゴ
葉山芸術祭実行委員会
photo@s-miyaji.com

4月29日（金）～5月5日（木）
5月7日（土）～8日（日）
11:00～16:00
もしもスペース / 葉山町堀内1005
葉山芸術祭実行委員会
もしもPOPUPスペース
用美社
khf12061@nifty.com（松澤）

4月23日（土）～5月15日（日）
葉山芸術祭開催中は常時展示
森戸神社 / 葉山町堀内1025
ブルース・オズボーン
葉山芸術祭実行委員会
yoshiko@intheozone.net

4/23（土）～
PhotoAction

5/15（日）

❷-②ミヤジ シンゴ　＠森山神社

❷-①佐藤 正治　＠森山神社

❶ブルース・オズボーン　＠森戸神社

❸菱沼 良樹 × ブルース・オズボーン
　＠仙元山展望台

❹HAYAMA 1952-1953　チャールズ ユンカーマン 写真展
　＠もしもPOPUPスペース

概要

今年葉山芸術祭は 30 年目の第 30 回を迎えます。この 30 年間、
地域発住民主体アートプロジェクトとして場を創造し続けて来ました。
振り返ると、葉山芸術祭において「参加」こそ最も重要なキーワー
ドと思います。今回この基本を見つめなおし、新たな市民参加型アー
トイベントとして立上げたのが Hayama PhotoActionです。

写真表現はスマートフォンやデジカメ、編集ソフトウエアが広く普及
する今、誰にとっても最も身近なアート活動と考えます。だからこそ
写真家は更なる創造的表現が求められるのだと思います。プロ・ア
マを問わず多くの参加者によって創られて来た葉山芸術祭で写真を中
心としたメディア表現の企画で新たな様々な「参加」を創りあげたい
と考えています。

しかしながら、今回は新型コロナウイルス感染拡大のため、多くの「参
加」の試みは残念ながら中止しました。それでこれまで継続的に葉山
芸術祭に参加いただいた地元葉山の写真家 3 名とその友人作家に屋
外展示の協力をお願いし、第 1回目開催となりました。今回を始まり
としてこれから様々な方々が参加できるメディア表現のイベントとし
て続けたいと考えています。

テーマ

“ありがとう” ?　ことばは かけはし?
“おはよう”でも“ごぶさたです”でも“こんにちは”でも“さようなら”
でも良かったんですが、“ありがとう”にしました。たまたまです。
新型コロナ禍あけに、久々出会う時の、口ごもりながらかけることば
です。ただ黙って、すれ違うのは駄目だなと思いました。 室内に 2 年
もいると他人とどう接したらいいか わからなくなる。なんでもいいか
ら声をかけよう。“ありがとう！”でいいんじゃないかな。

作品制作
葉山芸術祭は参加企画の集合体です。基本参加さ
れる表現者自身が全てを決めて作品制作・展示し
ます。今回、Hayama PhotoAction はこれまで
と違い葉山芸術祭実行委員が担当写真作家との会
話を基に作品に関わっています。
テーマ「ありがとう」を作品と共にテキストでも表
現します。担当の葉山芸術祭実行委員と一緒にス
トーリー／写真作家はその作品を通じて、だれに
向かって“ありがとう”と言っているのか？　を相
談して進めました。
これらは Hayama PhotoAction 特設 WEB　⇒
で見る事が出来ます。

参加作家

●ブルース・オズボーン（写真家）
●佐藤 正治（写真家）
●ミヤジ シンゴ（写真家）
●菱沼 良樹（造形作家）

※画像は第27回（2019年）の展示

※画像は展示イメージ図

※画像は展示イメージ図

※画像は展示イメージ図

※Hayama PhotoAction企画の詳細や
　関連情報は特設WEBをチェック！
hafs.jp/hpa

hafs.jp/hpa

© The estate of Charles Junkerman
　 & Yobisha 2021
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青空アート市 
PART-1 × 森山神社

4月23日（土）
青空アート市 Part1：10:00～17:00
森山神社 / 葉山町一色2165
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
contact@hayama-artfes.org

主催B

4/23（土）10:00～17:00
（屋台村 11:00～20:30）  

マイ箸
マイ皿
マイカップ
大歓迎

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。最上段の本殿から見渡せる里山と海、そして境内へと目を移せば、そ
こには劇場的な空間が広がっています。葉山芸術祭にとって森山神社は中心的な存在であ
り、青空アート市は最も人気のイベントです。
今回は4/23に「青空アート市PART-1」として、そして
5/14と5/15に「青空アート市PART-2」として2回にわた
り合計3日間開催されます。 

入場
無料

雨天
決行

屋
台
村

フ
ー
ド
コ
ー
ナ
ー

※出店内容は予告なく変更になる場合がございます
※神社境内を汚さないよう気をつけましょう、小さなゴミ袋を
持参ください。

●フードブース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、カップをお持ちください。 
●境内と会場内は禁煙です。 
●パーキング(旧役場)は参加者用です。 
●飲酒での運転はお断りします。

協力：森山神社氏子会、玉蔵院、神社周辺の皆さま

青
空
ア
ー
ト
市

4/23
（土）

葉山芸術祭の中心的な場所森山神社で、毎年人気の
「青空アート市 PART-1」を今年も開催します。

01-砂絵ワークショップ／砂絵　1回500円
02-Lagoon／海を感じるアクセサリー、ビーチコーミングの勧め
03-彩花／押花、グラスアート、uvレジン、手編みニット小物等
04-mitti ceramic／自作の陶器販売
05-SPACE AO／複数名の作家による小物、服飾品色々
06-MOTA／手紡ぎ・手織り・手編みの帽子、マフラーなど
07-kashi／バリのプラカゴ、ビーズアクセサリー、竹編みBOX
08-Warehouse北欧紅茶／スウェーデン王室御用達北欧紅茶
09-ほのあかり／木工小物、どんぐりコマ、キノコペンダント他
10-KONNO FELT WORKS／羊毛フェルトと流木オブジェ
11-
12-nana&jewels／天然石、美濃焼、14kgf、チタンのアクセサリー
13-yamanoi／陶芸、絵画
14-N.toujours／リネン、コットンなど天然素材の洋服、小物など
15-ツヅリ装身具／マクラメという手芸技法の糸の装身具
16-Ｔ Ｓ／ヴェネツィアンガラス・天然石等のアクセサリー
　

むすびや／酒類
葉山マラサダKUJIRAYAH／ドーナツ
ami hayama／ナチュラルワインとおつまみ
cocina／沖縄そば
15ブルワリー／樽詰めクラフトビール
fish disco 桜花丸／さざえと時魚料理
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー
たこやきおこちゃん／たこ焼き
YavaS農園／特製餃子 
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース

主催C

4月23日（土）
DJ：14:00～
ペタシW.S.：15:00～15:45
ライブ：（二部構成）18:00～/19:00～
一色会館 / 葉山町一色2167
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
W.S.参加費無料
ライブ：ドネーション歓迎
contact@hayama-artfes.org

森山神社・よいみやまつり
「森山神社・よいみやまつり」が葉山芸術祭初日のオープニングイベントとして、 葉山
コミュニティーの交流場所である森山神社にて今年よりスタート。 
同時開催の「青空アート市 PART-1」では様々なお店でのお買い物を、選りすぐりの
屋台村で美味しいフードやドリンクを楽しむことができます。 
ワークショップでは各自に楽器を持ち寄り、当日ライブ参加のために平井ペタシ陽一
氏を中心に課題曲を合同演奏練習。 
夕方からはペタシグループの音楽、ダンス、パフォーマンスと共に地元コミュニティー
のダンサー達やワークショップ参加者と皆でおまつりを作り上げます。 
最高の季節を迎える葉山・森山神社で過ごしてみませんか？

youtu.be/8vFbF1YWFFE

DJ : Tommy Returntables (SANKOFA)

・

●ワークショップ: 
　アラブのリズム演奏会

参加無料 
・本番での参加型演奏練習
・打楽器（タイコ、タンバリン、カスタネット、鍋など
　音の出るものならなんでも）お持ちください。
・参加希望者は当日14:50にステージ前に
　お越しください。
講師：平井ペタシ陽一
練習曲：Sun dance
（この曲の掛け合い部分
みんなで演奏します）

●ライブ：ペタシグループ
ドネーション（投げ銭）歓迎
※二部構成 18:00～ / 19:00～

・平井ペタシ陽一（per）
・ミッチェル（per）
・神吉尚（dr）
・藤川星（wind）

・志場 SIVA （dance）
・Nana（dance）
・Momo（dance）

・常夏パパ &ママ& 逗子葉山ダンサーズ
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一色海水浴場

大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

向原

森山神社（一色会館）

平野邸 Hayama

旧東伏見宮別邸

子どもWS

D

E

協力G EAT LOCAL MARCHE

【葉山の食が集まるマルシェ！】
葉山をはじめ湘南エリアで活動するローカ
ルシェフたちの逸品を集めた「食」がテー
マのマルシェを開催いたします。食材や作り
方を聞いたり質問したり、出品者との交流を
通して葉山の食にふれて頂けます。
場所は葉山堀内にある古民家をリノベーショ
ンした地域交流拠点、平野邸Hayama。
広く明るいお庭と縁側でのイートインスペー
スもご用意します。
葉山ののんびりとした空気の中で EAT 
LOCAL を楽しみましょう。出店するロー
カルシェフの情報は平野邸 Hayama の
Instagramにて随時更新していきます。

5月7日（土）
13:00～17:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
株式会社エンジョイワークス
平野邸Instagramにて発信
080-9392-0985（担当：わたべ）
info@hiranoteihayama.com

facebook.com/hiranoteihayama
instagram.com/hiranotei_hayama

共催 F Local Action Forum
地域発住民主体アートプロジェクトとまちづくり～葉山芸術祭30年と展望から～

葉山芸術祭最後の企画は少々硬派です。
葉山芸術祭は今年30年の30回を迎えます。
これを機会に地域で行われている住民参加•
住民主導型アートプロジェクトの意味•意義を
振り返り、これからのかたちを葉山芸術祭を
通して皆さんと話し合い、考えたいと企画し
ました。

進行：伊藤裕夫／葉山芸術祭顧問
パネル：
水澤勉／神奈川県立近代美術館館長
清水敏男／学習院女子大教授
松澤利親／葉山芸術祭実行委員
コメンテーター：
平井宏典／和光大学教授
朝山正和／葉山芸術祭実行委員
川崎直美／NPO法人葉山まちづくり協会理事

5月22日（日）
13:30～17:00（途中休憩あり）
旧東伏見宮別邸 / 葉山町堀内1968
葉山芸術祭実行委員会
NPO法人 葉山まちづくり協会
参加無料（WEBからの事前申込制）
contact@hayama-artfes.org

主催E 葉山芸術祭ガイドツアー
& 子どもワークショップ 

●オーダーメイド・ガイドツアー
葉山芸術祭実行委員会では葉山芸術祭期
間中にガイドツアーを様々な形で行います。
日程、内容等ご希望に合わせたガイドツアー
を作ります。詳細はWEBで。

●葉山ART WALKガイドツアー
葉山にアトリエをもつアーティストを中心に
ガイドツアーを開催します。
詳細・申込はWEBで。

●子どもワークショップ
『海洋彫刻家の神山豊さんと一緒にたのしむアート』
日時：5月7日（土）10:00～12:00
場所：葉山町立図書館ホール
対象：葉山町内在住のお子様
詳細はWEBで。

WEBにて（ガイドツアー）
5月7日（土）（子どもWS）
WEBにて（ガイドツアー）
10:00～12:00（子どもWS）
葉山芸術祭実行委員会
contact@hayama-artfes.org

影絵あそび 
＠森山神社

主催D

5月1日（日）
4月に人形制作のWSをオンライン開催
（参加募集は別途）
影絵あそび / 18:00～20:30
森山神社（一色会館） / 葉山町一色2167
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
観覧・視聴は無料 / WS参加：2,500円
＊入場制限を行なう可能性があります。
contact@hayama-artfes.org

5/1
（日）

葉山芸術祭に「影絵」が帰ってきます。本場インドネシアで伝統的な影絵とガムランを学び、
独自のパフォーマンスへと展開し国内外で活躍するアーティスト川村亘平斎が、2年ぶりに子
ども達とコラボレーションをします。今回はコロナ感染拡大を避けるため、人形制作は事前の
オンラインワークショップで。（参加申し込みはWEBで受付け。先着25名）
5/1の「影絵あそび」への参加は完全予約制で開催。（当日の模様を森山神社で観覧は可能
ですが、密をさけるため入場規制の可能性あり）その様子はSNSでライブ配信のほか、記録
映像を後日公開します。夕闇せまる森山神社に流れる音楽、そして灯りのなかで、即興演奏の
ように紡ぎだされる影絵の物語、お楽しみに。

川村亘平斎　プロフィール
影絵師・音楽家。1980 年東京生まれ。
インドネシア共和国・バリ島にのべ 2 年間
滞在し、影絵人形芝居「ワヤン・クリット」
と伝統打楽器「ガムラン」を学ぶ。
アジアを中心に世界各国で影絵と音楽のパ
フォーマンスを発表する。また、日本各地
でフィールドワークやワークショップを通じ
て、土地に残る物語を影絵作品として再生
させる活動も高く評価されている。
音楽ユニット「滞空時間」主宰。

kawamurakoheysai.com

影絵あそび

“町に住んでいた動物たちと外からきた
動物たちの物語”を子どもたちと創作した
3年前の葉山芸術祭「影絵と音楽」。
今回は“海と山に挟まれたとある神社に
集まる鳥たち”が繰り広げるストーリーが
展開されます。
海の上を悠然と飛ぶ鳥、
声が自慢の街中の鳥、
森の中をすいすい飛ぶ鳥……
さて、どんなユニークな鳥が、
どんなお話をしてくれるのか。
お楽しみに！

影絵あそび・オンラインセミナー

5月1日に森山神社で行われる「影絵あそ
び」は、WSに参加して影絵人形をつくった
子ども達が自作の人形とともに出演して、
劇を賑やかに盛り上げます。
あらかじめ開催されるオンラインWSで人
形をつくり、当日夕方からはその人形を使っ
て「夜の影絵あそび」を森山神社で行ない
ます。（事前に参加申し込みしてください）
影絵のオンラインセミナー日程
第１回　4月  9日（土）　17:00～
第２回　4月15日（金）　17:00～
第３回　4月27日（水）　17:00～

オーダーメイド ART WALK 子どもWS
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山口蓬春記念館

旧東伏見宮別邸

神奈川県立近代美術館

協力H 生誕100年　朝倉摂

画家・舞台美術家として活躍した朝倉摂の全貌に迫
る、はじめての本格的な回顧展です。彫刻家・朝倉
文夫の長女として東京・谷中に生まれた朝倉は、
17 歳のときから日本画家・伊東深水に学び、モダ
ンな人物像を洗練された色彩感覚で描き出し、若く
してその才能を認められました。戦後は新制作協会
に所属し、パブロ・ピカソやベン・シャーンなど海外
作家の研究を通して、新しい絵画表現を模索します。
炭鉱や漁村の労働者に取材を重ね、60年安保闘争
などの社会問題に取り組む中で、演劇やデザインな
ど多様なジャンルの芸術家との共同制作に可能性を
見出し、60 年代半ば以降は舞台美術へと活動の比
重を移しました。本展では、これまでほとんど知られ
ていなかった絵画作品 40 点余りと素描に加え、舞
台美術の模型やデザイン画、資料、絵本原画を含
む約200点を展示し、その多彩な魅力を紹介します。

4月16日（土）～6月12日（日）
※最新情報はウェブサイトをご確認ください
月曜休館
9:30～17:00（入館は16:30まで）
神奈川県立近代美術館 葉山 
/ 葉山町一色2208-1
神奈川県立近代美術館、東京新聞
一般1,200円（各種割引あり）
046-875-2800moma.pref.kanagawa.jp
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協力 I 山口蓬春と四季の移ろい
̶蓬春が描いた自然の息吹̶

山口蓬春 (1893-1971) は東京美術学校日
本画科に在籍中、日本絵画の伝統を学んだ
後、新しい時代にふさわしい、独自の日本画
を追究してきました。美校で学んだやまと絵
の形式に関して、「今日の感情なり思想なり
に一致させる事は困難だと思う。」(『アトリヱ』
昭和7年 3月 )」と述べているように、その
画法から自らを遠ざけます。その一方で、蓬
春は四季に生じる万物の代表として描かれた
中国宋元時代の花鳥画に魅せられ、自然観
照の境地に重きを置くようになります。
本展では、蓬春の感性に映る四季の表現を
展観するとともに、蓬春が入手した重要文化
財《十二ヶ月風俗図》を始め、東洋絵画に
みる四季の機微を味わい、古典芸術への思
慕を追体験します。

4月9日（土）～6月5日（日）
月曜休館
9:30～15:30（入館は15:00まで）
山口蓬春記念館 / 葉山町一色2320
山口蓬春記念館
公益財団法人JR東海生涯学習財団
600円(高校生以下は無料、他割引あり)
一度に入れる人数は20名まで
046-875-6094hoshun.jp

協力J オルフェオの音風景
辻康介と葉山古楽婦人会

吟遊詩人オルフェオが、竪琴を片手に歌え
ば、鳥や獣も耳を傾け、谷や川や石ころも
歌に応えました。1600年頃のイタリアでは、
オルフェオ神話を題材に「オペラ」の歴史
が始まります。ハープは竪琴のイメージそ
のもの、チェンバロはハープを鍵盤で弾く
ような楽器です。イタリアでヴァイオリンの
名器が生み出されるのもこの頃からです。
コンサート会場は木造の館で、屋外の音が
届きます。歌と古楽器の音色を、穏やかな
音風景＝サウンド・スケープの中で。
開演前には建築とサウンド・スケープにつ
いてのレクチャー、こどもたちには公開リ
ハーサルも。
辻康介・宮崎蓉子・伊藤美恵・辻文栄

5月1日（日）
開演：13:00/16:00
こどものための公開リハーサル：11:00
レクチャー：12:30/15:30
旧東伏見宮別邸 /葉山町堀内1968
Da Nemo
一般：4,000円/複数予約割引：3,500円
/22才以下：2,000円
50名程度（変更の可能性あり）
080-2137-1086（つじ）
musicadanemo@gmail.commusicadanemo.com

写真：ミヤジ シンゴ

OL.1 葉山の海を知り！『海の家』を描こう！　
みんなで葉山芸術祭に参加しよう

砂浜が消えてゆく！海藻が減り魚も減った？
葉山のビーチカルチャーを牽引する海の家
オーナーと漁師やダイバーの話しを聞こう。
◆参加方法（参加費無料）
●はじめに 1. 『 葉山の今の海を知る！』
インタビュー動画を観る（Webサイト）
●ステップ 2. 動画を観た上で『あったらい
いな　こんな海の家』を描いて投稿。
表現方法自由（スケッチ･イラスト･模型･コ
ラージュ写真etc.）約1時間程度で描いたワ
ンドロ作品で5月3日までにメールに添付で
送ってください。
参加区分（プロフェッショナルの部/一般の部/子供の部）

●ステップ 3.　鑑賞交流会 ラジオ風トーク
応募作品を観ながら話そう！5月6日（金）
19時30分～ 参加自由（ZOOM参加も可）
cafedrawing.club

作品応募締切：5月3日（火）
鑑賞交流会：5月6日（金）
19:30～（鑑賞交流会）
HPで確認（ZOOM参加も可） 
海の家 OASIS / BlueMoon
参加無料
080-3158-9910　竹内 陽
polaris0468@gmail.com

OL.2 ブルースロックライブ
YouTube 配信

2019年にライブ参加したBOND-Tです。 
今回も昨年同様YouTubeにて配信とさせ
ていただきます。

よろしくお願いいたします。

tunecore.co.jp/artist/bond-t
facebook.com/bondtmusic
youtu.be/channel
/UCOtkJP62N7lweusYbAu34tg

4月23日（土）～配信
YouTube配信
自宅より
BOND-T　テラヤマ ヨシロウ
無料
090-4922-2371
terayama4500gt@i.softbank.jp

OL.3 茶の湯は自由だ！
ONLINEオルタナお茶会 collection

「茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてての
むばかりなる事と知るべし」千利休の言葉
です。茶をいれ提供するというシンプルな行
為のなかに、もてなす気持ちを道具や所作
に込めてアートに昇華させた「茶の湯」の
世界。その本質を理解すれば、そのかたちは
変幻自在なはず。今回、4組の茶人がそれぞ
れの“日常”、或いは“非日常”から、古来の作
法にとらわれない独自の解釈＆スタイルで茶
会を開催。その様子を拝見、お茶の愉しみ方
をシェアし語り合おうというイベント。三浦市
小網代にオープンするギャラリー「イハリウ
ム」からオンライン配信します。配信日以降は
録画を視聴できます。
iharium.com 
instagram.com/iharium
facebook.com/iharium

5月8日（日）配信
（5月8日前後にYouTubeで関連動画の公開予定）
12:30～13:30（配信日以降はお好きな日に）
iharium コアジロギャラリーから配信
オルタナ茶会collection実行委員会
無料
080-5002-7759　伊原 
iharayukiko0705@gmail.com

OL.4 町田謙介ライブ 
Fromイハリウムコアジロギャラリー

昨年に引き続き葉山芸術祭でオンラインラ
イブをやります！

油壷のアートギャラリー、イハリウムさんと
コラボ企画！
サイコーのサイコーでお送りできるようがん
ばります！

イハリウムさんのお茶会ライブ「4人の茶
人」もみてね！ 5月7日（土）配信開始予定

オンデマンド（ライブ日・時間はYouTube内で告知）
iharium コアジロギャラリーから配信
藤原 周吾（プンクト）
視聴無料（YouTube）/投げ銭（オンライン）
080-4403-3966
shugofujifuji@me.comYouTube stores
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森山神社（一色会館）

平野邸 Hayama

旧東伏見宮別邸

子どもWS

D

E

協力G EAT LOCAL MARCHE

【葉山の食が集まるマルシェ！】
葉山をはじめ湘南エリアで活動するローカ
ルシェフたちの逸品を集めた「食」がテー
マのマルシェを開催いたします。食材や作り
方を聞いたり質問したり、出品者との交流を
通して葉山の食にふれて頂けます。
場所は葉山堀内にある古民家をリノベーショ
ンした地域交流拠点、平野邸Hayama。
広く明るいお庭と縁側でのイートインスペー
スもご用意します。
葉山ののんびりとした空気の中で EAT 
LOCAL を楽しみましょう。出店するロー
カルシェフの情報は平野邸 Hayama の
Instagramにて随時更新していきます。

5月7日（土）
13:00～17:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
株式会社エンジョイワークス
平野邸Instagramにて発信
080-9392-0985（担当：わたべ）
info@hiranoteihayama.com

facebook.com/hiranoteihayama
instagram.com/hiranotei_hayama

共催 F Local Action Forum
地域発住民主体アートプロジェクトとまちづくり～葉山芸術祭30年と展望から～

葉山芸術祭最後の企画は少々硬派です。
葉山芸術祭は今年30年の30回を迎えます。
これを機会に地域で行われている住民参加•
住民主導型アートプロジェクトの意味•意義を
振り返り、これからのかたちを葉山芸術祭を
通して皆さんと話し合い、考えたいと企画し
ました。

進行：伊藤裕夫／葉山芸術祭顧問
パネル：
水澤勉／神奈川県立近代美術館館長
清水敏男／学習院女子大教授
松澤利親／葉山芸術祭実行委員
コメンテーター：
平井宏典／和光大学教授
朝山正和／葉山芸術祭実行委員
川崎直美／NPO法人葉山まちづくり協会理事

5月22日（日）
13:30～17:00（途中休憩あり）
旧東伏見宮別邸 / 葉山町堀内1968
葉山芸術祭実行委員会
NPO法人 葉山まちづくり協会
参加無料（WEBからの事前申込制）
contact@hayama-artfes.org

主催E 葉山芸術祭ガイドツアー
& 子どもワークショップ 

●オーダーメイド・ガイドツアー
葉山芸術祭実行委員会では葉山芸術祭期
間中にガイドツアーを様々な形で行います。
日程、内容等ご希望に合わせたガイドツアー
を作ります。詳細はWEBで。

●葉山ART WALKガイドツアー
葉山にアトリエをもつアーティストを中心に
ガイドツアーを開催します。
詳細・申込はWEBで。

●子どもワークショップ
『海洋彫刻家の神山豊さんと一緒にたのしむアート』
日時：5月7日（土）10:00～12:00
場所：葉山町立図書館ホール
対象：葉山町内在住のお子様
詳細はWEBで。

WEBにて（ガイドツアー）
5月7日（土）（子どもWS）
WEBにて（ガイドツアー）
10:00～12:00（子どもWS）
葉山芸術祭実行委員会
contact@hayama-artfes.org

影絵あそび 
＠森山神社

主催D

5月1日（日）
4月に人形制作のWSをオンライン開催
（参加募集は別途）
影絵あそび / 18:00～20:30
森山神社（一色会館） / 葉山町一色2167
葉山芸術祭実行委員会
森山イベント実行委員会
観覧・視聴は無料 / WS参加：2,500円
＊入場制限を行なう可能性があります。
contact@hayama-artfes.org

5/1
（日）

葉山芸術祭に「影絵」が帰ってきます。本場インドネシアで伝統的な影絵とガムランを学び、
独自のパフォーマンスへと展開し国内外で活躍するアーティスト川村亘平斎が、2年ぶりに子
ども達とコラボレーションをします。今回はコロナ感染拡大を避けるため、人形制作は事前の
オンラインワークショップで。（参加申し込みはWEBで受付け。先着25名）
5/1の「影絵あそび」への参加は完全予約制で開催。（当日の模様を森山神社で観覧は可能
ですが、密をさけるため入場規制の可能性あり）その様子はSNSでライブ配信のほか、記録
映像を後日公開します。夕闇せまる森山神社に流れる音楽、そして灯りのなかで、即興演奏の
ように紡ぎだされる影絵の物語、お楽しみに。

川村亘平斎　プロフィール
影絵師・音楽家。1980 年東京生まれ。
インドネシア共和国・バリ島にのべ 2 年間
滞在し、影絵人形芝居「ワヤン・クリット」
と伝統打楽器「ガムラン」を学ぶ。
アジアを中心に世界各国で影絵と音楽のパ
フォーマンスを発表する。また、日本各地
でフィールドワークやワークショップを通じ
て、土地に残る物語を影絵作品として再生
させる活動も高く評価されている。
音楽ユニット「滞空時間」主宰。

kawamurakoheysai.com

影絵あそび

“町に住んでいた動物たちと外からきた
動物たちの物語”を子どもたちと創作した
3年前の葉山芸術祭「影絵と音楽」。
今回は“海と山に挟まれたとある神社に
集まる鳥たち”が繰り広げるストーリーが
展開されます。
海の上を悠然と飛ぶ鳥、
声が自慢の街中の鳥、
森の中をすいすい飛ぶ鳥……
さて、どんなユニークな鳥が、
どんなお話をしてくれるのか。
お楽しみに！

影絵あそび・オンラインセミナー

5月1日に森山神社で行われる「影絵あそ
び」は、WSに参加して影絵人形をつくった
子ども達が自作の人形とともに出演して、
劇を賑やかに盛り上げます。
あらかじめ開催されるオンラインWSで人
形をつくり、当日夕方からはその人形を使っ
て「夜の影絵あそび」を森山神社で行ない
ます。（事前に参加申し込みしてください）
影絵のオンラインセミナー日程
第１回　4月  9日（土）　17:00～
第２回　4月15日（金）　17:00～
第３回　4月27日（水）　17:00～

オーダーメイド ART WALK 子どもWS
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山口蓬春記念館

旧東伏見宮別邸

神奈川県立近代美術館

協力H 生誕100年　朝倉摂

画家・舞台美術家として活躍した朝倉摂の全貌に迫
る、はじめての本格的な回顧展です。彫刻家・朝倉
文夫の長女として東京・谷中に生まれた朝倉は、
17 歳のときから日本画家・伊東深水に学び、モダ
ンな人物像を洗練された色彩感覚で描き出し、若く
してその才能を認められました。戦後は新制作協会
に所属し、パブロ・ピカソやベン・シャーンなど海外
作家の研究を通して、新しい絵画表現を模索します。
炭鉱や漁村の労働者に取材を重ね、60年安保闘争
などの社会問題に取り組む中で、演劇やデザインな
ど多様なジャンルの芸術家との共同制作に可能性を
見出し、60 年代半ば以降は舞台美術へと活動の比
重を移しました。本展では、これまでほとんど知られ
ていなかった絵画作品 40 点余りと素描に加え、舞
台美術の模型やデザイン画、資料、絵本原画を含
む約200点を展示し、その多彩な魅力を紹介します。

4月16日（土）～6月12日（日）
※最新情報はウェブサイトをご確認ください
月曜休館
9:30～17:00（入館は16:30まで）
神奈川県立近代美術館 葉山 
/ 葉山町一色2208-1
神奈川県立近代美術館、東京新聞
一般1,200円（各種割引あり）
046-875-2800moma.pref.kanagawa.jp

《
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協力 I 山口蓬春と四季の移ろい
̶蓬春が描いた自然の息吹̶

山口蓬春 (1893-1971) は東京美術学校日
本画科に在籍中、日本絵画の伝統を学んだ
後、新しい時代にふさわしい、独自の日本画
を追究してきました。美校で学んだやまと絵
の形式に関して、「今日の感情なり思想なり
に一致させる事は困難だと思う。」(『アトリヱ』
昭和7年 3月 )」と述べているように、その
画法から自らを遠ざけます。その一方で、蓬
春は四季に生じる万物の代表として描かれた
中国宋元時代の花鳥画に魅せられ、自然観
照の境地に重きを置くようになります。
本展では、蓬春の感性に映る四季の表現を
展観するとともに、蓬春が入手した重要文化
財《十二ヶ月風俗図》を始め、東洋絵画に
みる四季の機微を味わい、古典芸術への思
慕を追体験します。

4月9日（土）～6月5日（日）
月曜休館
9:30～15:30（入館は15:00まで）
山口蓬春記念館 / 葉山町一色2320
山口蓬春記念館
公益財団法人JR東海生涯学習財団
600円(高校生以下は無料、他割引あり)
一度に入れる人数は20名まで
046-875-6094hoshun.jp

協力J オルフェオの音風景
辻康介と葉山古楽婦人会

吟遊詩人オルフェオが、竪琴を片手に歌え
ば、鳥や獣も耳を傾け、谷や川や石ころも
歌に応えました。1600年頃のイタリアでは、
オルフェオ神話を題材に「オペラ」の歴史
が始まります。ハープは竪琴のイメージそ
のもの、チェンバロはハープを鍵盤で弾く
ような楽器です。イタリアでヴァイオリンの
名器が生み出されるのもこの頃からです。
コンサート会場は木造の館で、屋外の音が
届きます。歌と古楽器の音色を、穏やかな
音風景＝サウンド・スケープの中で。
開演前には建築とサウンド・スケープにつ
いてのレクチャー、こどもたちには公開リ
ハーサルも。
辻康介・宮崎蓉子・伊藤美恵・辻文栄

5月1日（日）
開演：13:00/16:00
こどものための公開リハーサル：11:00
レクチャー：12:30/15:30
旧東伏見宮別邸 /葉山町堀内1968
Da Nemo
一般：4,000円/複数予約割引：3,500円
/22才以下：2,000円
50名程度（変更の可能性あり）
080-2137-1086（つじ）
musicadanemo@gmail.commusicadanemo.com

写真：ミヤジ シンゴ

OL.1 葉山の海を知り！『海の家』を描こう！　
みんなで葉山芸術祭に参加しよう

砂浜が消えてゆく！海藻が減り魚も減った？
葉山のビーチカルチャーを牽引する海の家
オーナーと漁師やダイバーの話しを聞こう。
◆参加方法（参加費無料）
●はじめに 1. 『 葉山の今の海を知る！』
インタビュー動画を観る（Webサイト）
●ステップ 2. 動画を観た上で『あったらい
いな　こんな海の家』を描いて投稿。
表現方法自由（スケッチ･イラスト･模型･コ
ラージュ写真etc.）約1時間程度で描いたワ
ンドロ作品で5月3日までにメールに添付で
送ってください。
参加区分（プロフェッショナルの部/一般の部/子供の部）

●ステップ 3.　鑑賞交流会 ラジオ風トーク
応募作品を観ながら話そう！5月6日（金）
19時30分～ 参加自由（ZOOM参加も可）
cafedrawing.club

作品応募締切：5月3日（火）
鑑賞交流会：5月6日（金）
19:30～（鑑賞交流会）
HPで確認（ZOOM参加も可） 
海の家 OASIS / BlueMoon
参加無料
080-3158-9910　竹内 陽
polaris0468@gmail.com

OL.2 ブルースロックライブ
YouTube 配信

2019年にライブ参加したBOND-Tです。 
今回も昨年同様YouTubeにて配信とさせ
ていただきます。

よろしくお願いいたします。

tunecore.co.jp/artist/bond-t
facebook.com/bondtmusic
youtu.be/channel
/UCOtkJP62N7lweusYbAu34tg

4月23日（土）～配信
YouTube配信
自宅より
BOND-T　テラヤマ ヨシロウ
無料
090-4922-2371
terayama4500gt@i.softbank.jp

OL.3 茶の湯は自由だ！
ONLINEオルタナお茶会 collection

「茶の湯とはただ湯をわかし茶をたてての
むばかりなる事と知るべし」千利休の言葉
です。茶をいれ提供するというシンプルな行
為のなかに、もてなす気持ちを道具や所作
に込めてアートに昇華させた「茶の湯」の
世界。その本質を理解すれば、そのかたちは
変幻自在なはず。今回、4組の茶人がそれぞ
れの“日常”、或いは“非日常”から、古来の作
法にとらわれない独自の解釈＆スタイルで茶
会を開催。その様子を拝見、お茶の愉しみ方
をシェアし語り合おうというイベント。三浦市
小網代にオープンするギャラリー「イハリウ
ム」からオンライン配信します。配信日以降は
録画を視聴できます。
iharium.com 
instagram.com/iharium
facebook.com/iharium

5月8日（日）配信
（5月8日前後にYouTubeで関連動画の公開予定）
12:30～13:30（配信日以降はお好きな日に）
iharium コアジロギャラリーから配信
オルタナ茶会collection実行委員会
無料
080-5002-7759　伊原 
iharayukiko0705@gmail.com

OL.4 町田謙介ライブ 
Fromイハリウムコアジロギャラリー

昨年に引き続き葉山芸術祭でオンラインラ
イブをやります！

油壷のアートギャラリー、イハリウムさんと
コラボ企画！
サイコーのサイコーでお送りできるようがん
ばります！

イハリウムさんのお茶会ライブ「4人の茶
人」もみてね！ 5月7日（土）配信開始予定

オンデマンド（ライブ日・時間はYouTube内で告知）
iharium コアジロギャラリーから配信
藤原 周吾（プンクト）
視聴無料（YouTube）/投げ銭（オンライン）
080-4403-3966
shugofujifuji@me.comYouTube stores
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004 葉山と逗子の手しごと展

葉山や逗子に暮らしている手しごとアーティ
ストたちのオリジナルな作品展。世界中どこ
を探しても、ここにしかない１点ものを。
◆石使いマクラメ編み人／選び抜いた美しい石
たちの一点ものお守りペンダント。

◆鈴木由美子／「グラスギルディング」という手法
で制作したアクセサリーやインテリア小物。

◆Me Mana Kea -メマナケア-／ヒーリング
ヘナアートのセッション、手作り布マスク、麻炭入り石鹸
販売。

◆ZELE CANDLE WORKS／灯す癒しの
キャンドル。

◆BLUE OCEAN／CS60 宇宙来た未来機器、
あなたの不調の原因引き抜きます。

◆南帆・Nao／手描きのオリジナルカードによる
カードリーディング

fb.com/events/1341788782991395

4月30日（土）～5月1日（日）
10:00～16:00
黒門カルチャーくらぶ / 逗子市新宿1-4-7
悟灯 南帆
各WSは別途有料
080-6727-8643
radiant_harmony@jcom.home.ne.jp

003 MONJI
OPEN HOUSE

大学卒業したての三浦慈朗（無職）がシロ
アリに喰われリフォームした我が家で“生ま
れ直す”をテーマに実験的生命誕生劇を披
露いたします。

今回のイベントではインスタレーション作
品、映像、コンセプトカフェやワークショッ
プなどが行われます。
子供から大人まで楽しめる内容になってい
ますので、ご気軽にお越しくださいませ。
生まれ直し新たなる自分の発見を願ってお
ります。

facebook.com/monji.love

5月8日（日）～15日（日）
10:00～18:00
自宅 / 逗子市新宿4-1-7
三浦 慈朗
080-7071-0147
anart.works2022@gmail.com

002 布施月子　個展
「ハナトシロクマ」

日本画で使われる岩絵の具と和紙を用いて
描かれた表情豊かな作品が、南町テラスの
新たな空間に並びます。
新作を含むグッズやポストカードなどの販
売も予定しています。
初夏の海風が吹き抜ける気持の良い場所で
す。小坪漁港の高台に是非お出掛けください。
期間中、限定のおやつをご用意いたします。

布施 月子 (ふせ つきこ)　逗子市 在住。
2010 多摩美術大学卒業、日本画を学ぶ。
日本画材を使用した絵画やペン画イラスト
を描き雑誌挿絵や展示等で活動中。
ESSE（扶桑社）連載『白崎茶会の3時の優し
いおやつ』にて挿絵を担当。
minamicho-terrace.com
instagram.com/minamicho.terrace

5月14日（土）～18日（水）
12:00～17:00
南町テラス / 逗子市小坪4-12-15
ひだか なおこ
0467-84-7162
minamicho.terrace.kotsubo@gmail.com

001 カノンのマルシェ

カノンハウス鎌倉は、コンサートホールと
ギャラリーのレンタルスペースです。

【カノンのマルシェ】4/29.30.5/1の3日
間、全館を開放し“音楽♪とショッピングや
飲食も同時に楽しめるマルシェ”を開催いた
します。

★特に２Fホールに常設の【チェコ製ペトロ
フ】のピアノの調べ♪をご堪能ください。

会期中はストリートピアノとして、お試し頂
けます♪

※動画配信の予定デス♪

canonhouse.jp

4月29日（金）～5月1日（日）
10:00～17:00
カノンハウス鎌倉 / 鎌倉市浄明寺3-10-37
菊入 弘行
入場無料
050-1103-8954
canonhousekama@gmail.com

●幻想的な灯りが揺らめく
　「ひょうたんランプ展」
葉山在住94歳の30年に渡る作品。独特の
フォルムと光と影のコントラストが魅力の癒
しアート空間です。
常設展示で作品販売もございます。
　
●ひょうたんランプをつくってみよう！！
小型のランプ（フットライト）を作るワーク
ショップです。
ひょうたんの歴史やトリビアがたくさん。
講座と制作で90分／持ち物不要
※キリを使いますので低学年のお子様は保
護者同伴参加にて
5月3日（火）・4日（水）・5日（木）
各日14:00～/定員10名/参加費：3,000円

【海辺のチャチャチャ♪
　～はじめての茶道体験～】
●海風を感じながらお茶会体験をお楽しみ
ください。
床の間拝見・お抹茶/お菓子の召し上がり方
など丁寧にレクチャーいたします。
子供たちがお点前いたしますので、初心者・
親子参加大歓迎！洋服でお気軽にどうぞ♪
5月3日（火）・4日（水）・5日（木）
各日：11:00・12:00・13:00・14:00・15:00
定員6～8名/参加費：1,000円

※黒門カルチャーくらぶは、越後随一の豪
農・伊藤家がかつて別荘として所有してい
た邸宅で、現在は「北方文化博物館」の逗
子分室となっております。

　　最新情報はこちらの
　　　QRコードより
　　（Facebook）

005 海辺のカルチャー体験
ZUSHI BEACH

facebook.com/hyotan.lump

5月3日（火）～5日（木）
10:00～16:00
黒門カルチャーくらぶ / 逗子市新宿1-4-7
蛯名 美鈴
展示見学無料/イベント参加別途有料
090-5519-3309
info@beauty-crystal.jp
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008 逗子の写真館で
セルフシャッター撮影！

カメラマンが写真を撮らない！？写真館でマ
イペースになんでもない日の記念撮影☆
創業67年！逗子の老舗写真館でおしゃれな
モノクロ写真撮影ができちゃいます！
何回撮ってもOK！その場で全データ送信！
15分間で何カット撮影できるかな？
自分の好きなタイミングでシャッターを切っ
て、お気に入りのポーズや表情を写真に残
そう♪
（通常完全予約制ですが、芸術祭参加日は
予約なしで来店できます！）
（撮影した写真はお手持ちのスマートフォン
に直接送信致します。本体の空き容量を予
めご確認ください）
（写真の印刷は行っておりませんのでご注
意ください）
instagram.com/taniyama_self

4月29日（金）～5月1日（日）
5月13日（金）～15日（日）
12:00～17:00
谷山スタジオ / 逗子市逗子3-2-23
7sea（谷山スタジオ）
15分間：3,000円（税込）
2名以上：1名につき+1,000円（税込）
一度の撮影定員：1～4名
0120-208-753
ohanacamera323@gmail.com

007 CHILL OUT 2022 写真展

こんな時代だから、誰もいない写真展にし
ました。ギャラリーの中を覗いて、誰もいな
ければお入りください。

逗子・葉山の海と富士山の写真が中心です。

ひとり、深呼吸して、鳥のさえずりや川のせ
せらぎを聴きながら、田越川沿いを散歩し
てお越し下さい。

●東京藝術大学 
　Diversity on the Arts Project 修了
●第26回葉山芸術祭　写真展

instagram.com/wakawaka831

5月7日（土）～8日（日）
10:30～17:00
atelier Linden / 逗子市逗子5-14-10
Waka Nishimura
wakawaka831@gmail.com

006 赤い橋ぎゃらりーの芸術展

京急線、逗子・葉山駅の南口を出てすぐに
あるアートスペースの作品展。

前半は画家イデヤスヒコによる、デッサンと
日本画展。
　
後半は創作写真家 井出祥子による新感覚
の写真作品展です。

4月28日（木）～5月3日（火）
5月5日（木）～9日（月）
12:30～17:00
赤い橋ぎゃらりー / 逗子市逗子5-9-18
赤い橋ぎゃらりー
入場無料
070-5013-1095
artgallery.akaihashi.zu@gmail.com

＜葉山ファクトリーとは？＞
もったいない材料や道具を、救出（レス
キュー）し→共有（シェア）し→創造（クリエ
イト）する、ものづくりや食のシェアリング
拠点！5年前に巨大な「空き社員寮」を再生
した拠点で、ものづくりや食の色々なクリエ
イターたちの活動拠点になっています。
ここに集まる材料や道具で、この地域の「空
き家再生」の拠点にもなっています。
空き家の再生の相談もウェルカム～！

＜オープンウィークとは？＞
いつもは日曜日だけオープンデーとして一般
開放しておりますが、年に一度の葉山芸術祭
では10日間もオープンし、色々な作品や企画
が行われます～カフェにて食の出店もあり！

＜空きバスが全国の空き家を救うキャンピン
グカーに!?＞
空きバスがキャンピングカーに大変身！ここ
から全国の空き家を救う旅に出発します！
期間中もバスのDIY改装をしながらお披露
目の展示をしまーす！

＜子供廃材工作（無料で自由開放）＞
もったいない廃材を使って自分の作品を
作ってみよう～！
※先生役はいないので小さなお子様は親同伴でお願いします。

その他、色々な企画や出店を計画中で、日
によって企画が変わりますので、詳細は
Facebookページをご確認ください。

＜出店者も募集中＞
コロナ渦の中で、もし計画が立たず場所が確
保できなかったクリエイターがいたら、お気軽
にお問い合わせください！葉山ファクトリー
は、色々な活動に対して場を提供します！

＜サポーター会員も募集し新コミュニティ
がスタート！＞
クラウドファンディングとしてサポーター会員
など色々なスタイルの会員を募集中～詳しく
は「葉山ファクトリー コミュニティ」で検索！
もったいない材料や道具の寄付も受け付けて
います！
※ゴミになることもあるので必ず事前にメールで確認した上で
お持ちください。

009 葉山ファクトリーOPENWEEK2022

facebook.com/hayamafactory

4月29日（金）～5月8日（日）
11:00～17:00
葉山ファクトリー / 葉山町長柄1599-1
※車での入場はできません
葉山ファクトリー
080-9433-2983
akiyaranger@gmail.com
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2 南町テラス

三浦自宅

204

逗子ハイランド

報国寺
入口

明石橋

泉水橋

滑川

カノンハウス鎌倉
1

004 葉山と逗子の手しごと展

葉山や逗子に暮らしている手しごとアーティ
ストたちのオリジナルな作品展。世界中どこ
を探しても、ここにしかない１点ものを。
◆石使いマクラメ編み人／選び抜いた美しい石
たちの一点ものお守りペンダント。

◆鈴木由美子／「グラスギルディング」という手法
で制作したアクセサリーやインテリア小物。

◆Me Mana Kea -メマナケア-／ヒーリング
ヘナアートのセッション、手作り布マスク、麻炭入り石鹸
販売。

◆ZELE CANDLE WORKS／灯す癒しの
キャンドル。

◆BLUE OCEAN／CS60 宇宙来た未来機器、
あなたの不調の原因引き抜きます。

◆南帆・Nao／手描きのオリジナルカードによる
カードリーディング

fb.com/events/1341788782991395

4月30日（土）～5月1日（日）
10:00～16:00
黒門カルチャーくらぶ / 逗子市新宿1-4-7
悟灯 南帆
各WSは別途有料
080-6727-8643
radiant_harmony@jcom.home.ne.jp

003 MONJI
OPEN HOUSE

大学卒業したての三浦慈朗（無職）がシロ
アリに喰われリフォームした我が家で“生ま
れ直す”をテーマに実験的生命誕生劇を披
露いたします。

今回のイベントではインスタレーション作
品、映像、コンセプトカフェやワークショッ
プなどが行われます。
子供から大人まで楽しめる内容になってい
ますので、ご気軽にお越しくださいませ。
生まれ直し新たなる自分の発見を願ってお
ります。

facebook.com/monji.love

5月8日（日）～15日（日）
10:00～18:00
自宅 / 逗子市新宿4-1-7
三浦 慈朗
080-7071-0147
anart.works2022@gmail.com

002 布施月子　個展
「ハナトシロクマ」

日本画で使われる岩絵の具と和紙を用いて
描かれた表情豊かな作品が、南町テラスの
新たな空間に並びます。
新作を含むグッズやポストカードなどの販
売も予定しています。
初夏の海風が吹き抜ける気持の良い場所で
す。小坪漁港の高台に是非お出掛けください。
期間中、限定のおやつをご用意いたします。

布施 月子 (ふせ つきこ)　逗子市 在住。
2010 多摩美術大学卒業、日本画を学ぶ。
日本画材を使用した絵画やペン画イラスト
を描き雑誌挿絵や展示等で活動中。
ESSE（扶桑社）連載『白崎茶会の3時の優し
いおやつ』にて挿絵を担当。
minamicho-terrace.com
instagram.com/minamicho.terrace

5月14日（土）～18日（水）
12:00～17:00
南町テラス / 逗子市小坪4-12-15
ひだか なおこ
0467-84-7162
minamicho.terrace.kotsubo@gmail.com

001 カノンのマルシェ

カノンハウス鎌倉は、コンサートホールと
ギャラリーのレンタルスペースです。

【カノンのマルシェ】4/29.30.5/1の3日
間、全館を開放し“音楽♪とショッピングや
飲食も同時に楽しめるマルシェ”を開催いた
します。

★特に２Fホールに常設の【チェコ製ペトロ
フ】のピアノの調べ♪をご堪能ください。

会期中はストリートピアノとして、お試し頂
けます♪

※動画配信の予定デス♪

canonhouse.jp

4月29日（金）～5月1日（日）
10:00～17:00
カノンハウス鎌倉 / 鎌倉市浄明寺3-10-37
菊入 弘行
入場無料
050-1103-8954
canonhousekama@gmail.com

●幻想的な灯りが揺らめく
　「ひょうたんランプ展」
葉山在住94歳の30年に渡る作品。独特の
フォルムと光と影のコントラストが魅力の癒
しアート空間です。
常設展示で作品販売もございます。
　
●ひょうたんランプをつくってみよう！！
小型のランプ（フットライト）を作るワーク
ショップです。
ひょうたんの歴史やトリビアがたくさん。
講座と制作で90分／持ち物不要
※キリを使いますので低学年のお子様は保
護者同伴参加にて
5月3日（火）・4日（水）・5日（木）
各日14:00～/定員10名/参加費：3,000円

【海辺のチャチャチャ♪
　～はじめての茶道体験～】
●海風を感じながらお茶会体験をお楽しみ
ください。
床の間拝見・お抹茶/お菓子の召し上がり方
など丁寧にレクチャーいたします。
子供たちがお点前いたしますので、初心者・
親子参加大歓迎！洋服でお気軽にどうぞ♪
5月3日（火）・4日（水）・5日（木）
各日：11:00・12:00・13:00・14:00・15:00
定員6～8名/参加費：1,000円

※黒門カルチャーくらぶは、越後随一の豪
農・伊藤家がかつて別荘として所有してい
た邸宅で、現在は「北方文化博物館」の逗
子分室となっております。

　　最新情報はこちらの
　　　QRコードより
　　（Facebook）

005 海辺のカルチャー体験
ZUSHI BEACH

facebook.com/hyotan.lump

5月3日（火）～5日（木）
10:00～16:00
黒門カルチャーくらぶ / 逗子市新宿1-4-7
蛯名 美鈴
展示見学無料/イベント参加別途有料
090-5519-3309
info@beauty-crystal.jp

06

参加企画 鎌倉 逗子

ハヤマ
ステーション

24

311

205 逗子警察署入口

第一
運動公園

東逗子
郵便局

沼間小学校

逗子
警察署

ヨーク
マート

逗葉高校

葉桜団地

イトーピア団地

阿部倉山
▲

通り 2丁目

逗子
警察署前

逗子
警察署前

福祉会館入口

イトーピア
中央公園

イトーピア

池子十字路

南郷

逗葉高校
入口

南郷トンネル入口

葉桜団地入口

市立
体育館

逗子文化プラザ

311

24

311

205

24

東
口

京急
新逗子駅

逗子駅

逗
子
市
役
所

西
口

逗子小学校

聖マリア小

久木小学校

葉桜団地

田
越
川

聖和学院高

延命寺
通り 2丁目

逗子郵便局前

六代御前まえ

な
ぎ
さ
通
り

新
逗
子
駅

久木西小路

延命寺前

田越橋

池田通り

銀座通り入口 新
逗
子
駅
入
口

葉桜団地入口

小坪入口

谷山スタジオ

atelier Linden

赤い橋ぎゃらりー
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008 逗子の写真館で
セルフシャッター撮影！

カメラマンが写真を撮らない！？写真館でマ
イペースになんでもない日の記念撮影☆
創業67年！逗子の老舗写真館でおしゃれな
モノクロ写真撮影ができちゃいます！
何回撮ってもOK！その場で全データ送信！
15分間で何カット撮影できるかな？
自分の好きなタイミングでシャッターを切っ
て、お気に入りのポーズや表情を写真に残
そう♪
（通常完全予約制ですが、芸術祭参加日は
予約なしで来店できます！）
（撮影した写真はお手持ちのスマートフォン
に直接送信致します。本体の空き容量を予
めご確認ください）
（写真の印刷は行っておりませんのでご注
意ください）
instagram.com/taniyama_self

4月29日（金）～5月1日（日）
5月13日（金）～15日（日）
12:00～17:00
谷山スタジオ / 逗子市逗子3-2-23
7sea（谷山スタジオ）
15分間：3,000円（税込）
2名以上：1名につき+1,000円（税込）
一度の撮影定員：1～4名
0120-208-753
ohanacamera323@gmail.com

007 CHILL OUT 2022 写真展

こんな時代だから、誰もいない写真展にし
ました。ギャラリーの中を覗いて、誰もいな
ければお入りください。

逗子・葉山の海と富士山の写真が中心です。

ひとり、深呼吸して、鳥のさえずりや川のせ
せらぎを聴きながら、田越川沿いを散歩し
てお越し下さい。

●東京藝術大学 
　Diversity on the Arts Project 修了
●第26回葉山芸術祭　写真展

instagram.com/wakawaka831

5月7日（土）～8日（日）
10:30～17:00
atelier Linden / 逗子市逗子5-14-10
Waka Nishimura
wakawaka831@gmail.com

006 赤い橋ぎゃらりーの芸術展

京急線、逗子・葉山駅の南口を出てすぐに
あるアートスペースの作品展。

前半は画家イデヤスヒコによる、デッサンと
日本画展。
　
後半は創作写真家 井出祥子による新感覚
の写真作品展です。

4月28日（木）～5月3日（火）
5月5日（木）～9日（月）
12:30～17:00
赤い橋ぎゃらりー / 逗子市逗子5-9-18
赤い橋ぎゃらりー
入場無料
070-5013-1095
artgallery.akaihashi.zu@gmail.com

＜葉山ファクトリーとは？＞
もったいない材料や道具を、救出（レス
キュー）し→共有（シェア）し→創造（クリエ
イト）する、ものづくりや食のシェアリング
拠点！5年前に巨大な「空き社員寮」を再生
した拠点で、ものづくりや食の色々なクリエ
イターたちの活動拠点になっています。
ここに集まる材料や道具で、この地域の「空
き家再生」の拠点にもなっています。
空き家の再生の相談もウェルカム～！

＜オープンウィークとは？＞
いつもは日曜日だけオープンデーとして一般
開放しておりますが、年に一度の葉山芸術祭
では10日間もオープンし、色々な作品や企画
が行われます～カフェにて食の出店もあり！

＜空きバスが全国の空き家を救うキャンピン
グカーに!?＞
空きバスがキャンピングカーに大変身！ここ
から全国の空き家を救う旅に出発します！
期間中もバスのDIY改装をしながらお披露
目の展示をしまーす！

＜子供廃材工作（無料で自由開放）＞
もったいない廃材を使って自分の作品を
作ってみよう～！
※先生役はいないので小さなお子様は親同伴でお願いします。

その他、色々な企画や出店を計画中で、日
によって企画が変わりますので、詳細は
Facebookページをご確認ください。

＜出店者も募集中＞
コロナ渦の中で、もし計画が立たず場所が確
保できなかったクリエイターがいたら、お気軽
にお問い合わせください！葉山ファクトリー
は、色々な活動に対して場を提供します！

＜サポーター会員も募集し新コミュニティ
がスタート！＞
クラウドファンディングとしてサポーター会員
など色々なスタイルの会員を募集中～詳しく
は「葉山ファクトリー コミュニティ」で検索！
もったいない材料や道具の寄付も受け付けて
います！
※ゴミになることもあるので必ず事前にメールで確認した上で
お持ちください。

009 葉山ファクトリーOPENWEEK2022

facebook.com/hayamafactory

4月29日（金）～5月8日（日）
11:00～17:00
葉山ファクトリー / 葉山町長柄1599-1
※車での入場はできません
葉山ファクトリー
080-9433-2983
akiyaranger@gmail.com
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川久保
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長柄

tentline

葉山の空にかかる虹のようなカラフルな

ジュエリーを展示、販売いたします。

素材はK18、プラチナなどにパールや

ダイヤモンド、カラーストーンを使用して

制作しています。

その他 オーダーメイド、修理、リメイクなど

も承ります。

お気軽にご相談くださいませ。

アトリエ入口にサンキャッチャーを

展示しております。

キラキラと光を放つPRISMを見に

いらしてください。

会期中

ジュエリーをお買い上げくださいました

お客様に記念品をプレゼントしております。

楽しみにご来場くださいませ。

（記念品は数に限りがございます）

013 Rainbow of Jewels

goldengoat-hayama.com

4月29日（金）～5月1日（日）
5月3日（火）～5日（木）
11:00～18:00
GOLDEN GOAT atelier 
/ 葉山町長柄8-2
GOLDEN GOAT 飯田 聖美
046-876-3121
golden1224goat@gmail.com

012 お庭でアート市

自宅の庭で生活工芸とアートのマーケット
を開催します。
日々の暮らしが楽しくなるような陶器、木の
器、花器、アクセサリー販売、絵の展示を行
います。
詳しくは、Instagram・メールでお問合わせ
ください。
素材と作品に触れてゆっくり葉山を楽しみ
ましょう。

kawakawahiro67.wixsite.com/mysite-1
instagram.com/oniwagallery

4月29日（金）～5月1日（日）、3日
（火）～5日（木）、7日（土）～８日（日）
10:00～16:00
小さな庭 / 葉山町長柄272-7
大人の工作部
無し（一部の作品は購入可能）
080-5426-0099
rojimaguo@gmail.com

011 Pondering Seeds of Hope
Ula Shibazaki の Mixメディア絵画展

逗葉の自然や日々の体験からインスパイア
された絵。
自然光で変化する絵を描いています。
皆さんと対話を楽しみにしております。

●葉山tentlineギャラリーでは原画とグッズ
　の販売
　ワークショップは開催日の15時～（要予約）
●逗子市山の根「ファミール逗子公園」にて
　“Small Solo展”
　野外展示（天候不順の場合は中止）
4/30（土）～5/1（日）・5/14（土）～15（日）
13時～16時
詳細はinstagram@ulayuraをご覧下さい。

tentline.jp
instagram.com/ulayura

5月7日（土）～9日（月）
11:00～17:00
tentline / 葉山町長柄792
柴崎 由良
W.S.参加は3,500円（材料費込み）
090-6542-8890
syurala@gmail.com

①hizikiの「家」展

hiziki（ヒジキ）は葉山、逗子を拠点として
活動する建築家のグループです。
地域に根差し、さまざまな家づくりを行う
過程でそれぞれの建築家が何を考えながら
どのように設計しているのか、写真や図面、
模型、スケッチなど、建築家の実際のアトリ
エを会場として展示を行います。

②土居大記個展　Marking work 

人や物がそこにあった。残り香のような存在
をインスタレーションでマーキングします。
インスタレーションの他に小作品や写真作
品の展示販売もあります。川沿いの開放的
なギャラリー空間でのサイトスペシフィック
な展示です。

テントラインにゆかりのある作家の作品や
グッズも販売します。

010 hiziki の「家」展＋
土居大記個展 Marking work

hiziki.jp
tentline.jp
hirokidoi.com

①4月29日（金）～5月1日（日）
②5月3日（火）～5日（木）
①13:00～19:00（4/29）
　10:00～17:00（4/30、5/1）
②11:00～19:00
tentline / 葉山町長柄792
tentline & hiziki
①無料 ②ドネーション
046-876-8111 / 080-6392-3869
info@tentline.jp / jpxht519@yahoo.co.jp
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SPACE AO
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SPACE AOは不定期営業のギャラリーです。
元町バス停から徒歩３分のテラスハウスの
一角です。作家の在廊日はインスタ、HP、
Facebookにてご確認いただけます。

①葉山の風と光と聖なるかざり

長らく駐日リトアニア大使館に勤務していた
本多桃子が、古くは中世以前から邪気を祓い
幸せを運ぶ空間装飾品としてリトアニアの農
村地帯に伝わる麦藁の聖なるかざり『ソダ
ス』と運命的に出会い、手を動かし始めて5
年。その活動はソダスを所轄するリトアニア
農業省も認めるまでになった。
日本におけるソダスの第一人者と言える本多
の作風は、プリミティブなリトアニアスタイル
から日本の繊細さを感じさせる独自のスタイ
ルまで、季節と場の風を感じながら自由に手
を動かし、生まれている。

③「表現の軌跡」NPO法人福祉ネット「ナナの家」展

　

出品作品は東京の狛江市、NPO法人福祉
ネット「ナナの家」のアート活動で制作され
た作品の数々です。彼らにとって制作から鑑
賞までの一連の概念はなく、私が立ち会っ
た刻一刻と変化する彼らの心情を彼らが色
や面に置き換えた彼らの表現です。今回、皆
さまと共有したいという思いから、鑑賞して
いただける場をアートプロデュースしまし
た。表現によって何をもたらしたのか、写真
も同時展示しますので現場の空気感も感じ
ていただければ幸いです。　　　　　　　
atelier nero 主宰　西野順美

017 SPACE AO ART３部作展　（展示・販売）

spaceao.com

①4月23日（土）～29日（金）
②5月1日（日）～8日（日）
③5月9日（月）～15日（日）
11:00～18:00（5/9のみ13:00～）
SPACE AO / 葉山町堀内444-1B
SPACE AO
090-9232-5210
art@spaceao.com

②4名の作家による生き物をモチーフと
　した作品展

画家アイハラハルノブ

画家コバヤシジュンコ

テキスタイルデザイナーNATSUKO

ニードルフェルト作家nicosui

016 フェルト小物から考える
世界のこどもたちのこと

5月5日はこどもの日です。
世界には様々な状況下に置かれているこど
もたちがいます。
今回、私たちはネパールに住む、チベット難
民のこどもたちの支援活動を紹介します。

写真やこども達の手紙などの展示、
子どもたちが作ったフェルト小物の販売、
そして、ネパール産の羊毛を使って、
鳥やちょうちょの飾り、
鮮やかな色のボールなど、、、
フェルトのワークショップを開催します。
ぜひお越しください。

fb.com/ayano.kobayashi.3910

5月3日（火）～5月5日（木）
展示/10:00～15:00（5日は～12:00）
W.S.受付/10:30～12:00
風早茶房 / 葉山町堀内648
小林 彩乃
入場無料/W.S.：500円～
090-4945-9337
ayano.sunshine@icloud.com

015 空・空間をアートにより
みんなで輝かせる

アートは空間を輝かせ、人と人との繋がり
の場をつくる力があります。
芸術祭期間中の葉山には、空間の輝きと繋
がりの場が溢れています。日々の営みのなか
で輝きと場づくりに尽力されてきたコミュニ
ティリーダーの皆さんからお話を聞き、その
活動の動機、楽しみ、そして未利用な空（あ
き）空間をアートで輝かせていく可能性につ
いて、車座会議を行います。ゲストとして景
観、土地利用を専門とする五十嵐敬喜先生
（法政大学名誉教授）、新野圭二郎氏（アート
コモンズ『対話と創造の森』創立者）をお迎え
します。是非、リモート視聴ください。
視聴の詳細、登壇者の情報は
4月1日以降、QRコードから
確認ください。

5月1日（日）
10:00～12:00
風早茶房 / 葉山町堀内648
現代総有研究所
リモート視聴限定
090-5541-3635
kuwabara@kazahaya-platform.org

014 石窯でピザ焼きワークショップ

今年こそはのピザ作りワークショップです。
ピザ窯はDIYの石窯ですが、生地はイタリア
産小麦粉と生イーストで24時間発酵させた
本格的な生地を使用し、薪窯で一気に焼き
上げるピザ作りを楽しみましょう。
＜流れ＞
①シェフがマルゲリータを作ります。生地の
伸ばし方、トッピングの仕方、焼き方を見て
覚えみんなで試食。
②自分で生地を伸ばし、好きな具材をトッ
ピングしてオリジナルピザ作り。
③500℃のピザ窯に生地を入れて90秒で
出来上がり。
④その場で食べても持ち帰っても大丈夫。
3歳くらいのお子さまから楽しめます。
（エプロン持参をオススメします。）

maedaya-honten.com

4月29日（金）、5月5日（木）
11:00～16:00（各40分）
①11:00～②11:45～③12:30～
④13:15～⑤14:00～⑥14:45～
かざはやファクトリー / 葉山町堀内663
前田屋
子ども500円、中学生以上1,000円
＊ひとり1枚。見学無料
各時間6名（メールにて事前予約制）
090-4701-0154
maeda@maedaya-honten.com
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GOLDEN GOAT atelier

小さな庭
311

311

24

葉桜団地

阿部倉山
▲

森
戸
川

長柄小学校

葉山中学校

長
柄
橋

長
柄
橋

長柄交差点

六代御前まえ

富士見橋

川久保

田越橋

長柄

tentline

葉山の空にかかる虹のようなカラフルな

ジュエリーを展示、販売いたします。

素材はK18、プラチナなどにパールや

ダイヤモンド、カラーストーンを使用して

制作しています。

その他 オーダーメイド、修理、リメイクなど

も承ります。

お気軽にご相談くださいませ。

アトリエ入口にサンキャッチャーを

展示しております。

キラキラと光を放つPRISMを見に

いらしてください。

会期中

ジュエリーをお買い上げくださいました

お客様に記念品をプレゼントしております。

楽しみにご来場くださいませ。

（記念品は数に限りがございます）

013 Rainbow of Jewels

goldengoat-hayama.com

4月29日（金）～5月1日（日）
5月3日（火）～5日（木）
11:00～18:00
GOLDEN GOAT atelier 
/ 葉山町長柄8-2
GOLDEN GOAT 飯田 聖美
046-876-3121
golden1224goat@gmail.com

012 お庭でアート市

自宅の庭で生活工芸とアートのマーケット
を開催します。
日々の暮らしが楽しくなるような陶器、木の
器、花器、アクセサリー販売、絵の展示を行
います。
詳しくは、Instagram・メールでお問合わせ
ください。
素材と作品に触れてゆっくり葉山を楽しみ
ましょう。

kawakawahiro67.wixsite.com/mysite-1
instagram.com/oniwagallery

4月29日（金）～5月1日（日）、3日
（火）～5日（木）、7日（土）～８日（日）
10:00～16:00
小さな庭 / 葉山町長柄272-7
大人の工作部
無し（一部の作品は購入可能）
080-5426-0099
rojimaguo@gmail.com

011 Pondering Seeds of Hope
Ula Shibazaki の Mixメディア絵画展

逗葉の自然や日々の体験からインスパイア
された絵。
自然光で変化する絵を描いています。
皆さんと対話を楽しみにしております。

●葉山tentlineギャラリーでは原画とグッズ
　の販売
　ワークショップは開催日の15時～（要予約）
●逗子市山の根「ファミール逗子公園」にて
　“Small Solo展”
　野外展示（天候不順の場合は中止）
4/30（土）～5/1（日）・5/14（土）～15（日）
13時～16時
詳細はinstagram@ulayuraをご覧下さい。

tentline.jp
instagram.com/ulayura

5月7日（土）～9日（月）
11:00～17:00
tentline / 葉山町長柄792
柴崎 由良
W.S.参加は3,500円（材料費込み）
090-6542-8890
syurala@gmail.com

①hizikiの「家」展

hiziki（ヒジキ）は葉山、逗子を拠点として
活動する建築家のグループです。
地域に根差し、さまざまな家づくりを行う
過程でそれぞれの建築家が何を考えながら
どのように設計しているのか、写真や図面、
模型、スケッチなど、建築家の実際のアトリ
エを会場として展示を行います。

②土居大記個展　Marking work 

人や物がそこにあった。残り香のような存在
をインスタレーションでマーキングします。
インスタレーションの他に小作品や写真作
品の展示販売もあります。川沿いの開放的
なギャラリー空間でのサイトスペシフィック
な展示です。

テントラインにゆかりのある作家の作品や
グッズも販売します。

010 hiziki の「家」展＋
土居大記個展 Marking work

hiziki.jp
tentline.jp
hirokidoi.com

①4月29日（金）～5月1日（日）
②5月3日（火）～5日（木）
①13:00～19:00（4/29）
　10:00～17:00（4/30、5/1）
②11:00～19:00
tentline / 葉山町長柄792
tentline & hiziki
①無料 ②ドネーション
046-876-8111 / 080-6392-3869
info@tentline.jp / jpxht519@yahoo.co.jp

参加企画 葉山
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SPACE AOは不定期営業のギャラリーです。
元町バス停から徒歩３分のテラスハウスの
一角です。作家の在廊日はインスタ、HP、
Facebookにてご確認いただけます。

①葉山の風と光と聖なるかざり

長らく駐日リトアニア大使館に勤務していた
本多桃子が、古くは中世以前から邪気を祓い
幸せを運ぶ空間装飾品としてリトアニアの農
村地帯に伝わる麦藁の聖なるかざり『ソダ
ス』と運命的に出会い、手を動かし始めて5
年。その活動はソダスを所轄するリトアニア
農業省も認めるまでになった。
日本におけるソダスの第一人者と言える本多
の作風は、プリミティブなリトアニアスタイル
から日本の繊細さを感じさせる独自のスタイ
ルまで、季節と場の風を感じながら自由に手
を動かし、生まれている。

③「表現の軌跡」NPO法人福祉ネット「ナナの家」展

　

出品作品は東京の狛江市、NPO法人福祉
ネット「ナナの家」のアート活動で制作され
た作品の数々です。彼らにとって制作から鑑
賞までの一連の概念はなく、私が立ち会っ
た刻一刻と変化する彼らの心情を彼らが色
や面に置き換えた彼らの表現です。今回、皆
さまと共有したいという思いから、鑑賞して
いただける場をアートプロデュースしまし
た。表現によって何をもたらしたのか、写真
も同時展示しますので現場の空気感も感じ
ていただければ幸いです。　　　　　　　
atelier nero 主宰　西野順美

017 SPACE AO ART３部作展　（展示・販売）

spaceao.com

①4月23日（土）～29日（金）
②5月1日（日）～8日（日）
③5月9日（月）～15日（日）
11:00～18:00（5/9のみ13:00～）
SPACE AO / 葉山町堀内444-1B
SPACE AO
090-9232-5210
art@spaceao.com

②4名の作家による生き物をモチーフと
　した作品展

画家アイハラハルノブ

画家コバヤシジュンコ

テキスタイルデザイナーNATSUKO

ニードルフェルト作家nicosui

016 フェルト小物から考える
世界のこどもたちのこと

5月5日はこどもの日です。
世界には様々な状況下に置かれているこど
もたちがいます。
今回、私たちはネパールに住む、チベット難
民のこどもたちの支援活動を紹介します。

写真やこども達の手紙などの展示、
子どもたちが作ったフェルト小物の販売、
そして、ネパール産の羊毛を使って、
鳥やちょうちょの飾り、
鮮やかな色のボールなど、、、
フェルトのワークショップを開催します。
ぜひお越しください。

fb.com/ayano.kobayashi.3910

5月3日（火）～5月5日（木）
展示/10:00～15:00（5日は～12:00）
W.S.受付/10:30～12:00
風早茶房 / 葉山町堀内648
小林 彩乃
入場無料/W.S.：500円～
090-4945-9337
ayano.sunshine@icloud.com

015 空・空間をアートにより
みんなで輝かせる

アートは空間を輝かせ、人と人との繋がり
の場をつくる力があります。
芸術祭期間中の葉山には、空間の輝きと繋
がりの場が溢れています。日々の営みのなか
で輝きと場づくりに尽力されてきたコミュニ
ティリーダーの皆さんからお話を聞き、その
活動の動機、楽しみ、そして未利用な空（あ
き）空間をアートで輝かせていく可能性につ
いて、車座会議を行います。ゲストとして景
観、土地利用を専門とする五十嵐敬喜先生
（法政大学名誉教授）、新野圭二郎氏（アート
コモンズ『対話と創造の森』創立者）をお迎え
します。是非、リモート視聴ください。
視聴の詳細、登壇者の情報は
4月1日以降、QRコードから
確認ください。

5月1日（日）
10:00～12:00
風早茶房 / 葉山町堀内648
現代総有研究所
リモート視聴限定
090-5541-3635
kuwabara@kazahaya-platform.org

014 石窯でピザ焼きワークショップ

今年こそはのピザ作りワークショップです。
ピザ窯はDIYの石窯ですが、生地はイタリア
産小麦粉と生イーストで24時間発酵させた
本格的な生地を使用し、薪窯で一気に焼き
上げるピザ作りを楽しみましょう。
＜流れ＞
①シェフがマルゲリータを作ります。生地の
伸ばし方、トッピングの仕方、焼き方を見て
覚えみんなで試食。
②自分で生地を伸ばし、好きな具材をトッ
ピングしてオリジナルピザ作り。
③500℃のピザ窯に生地を入れて90秒で
出来上がり。
④その場で食べても持ち帰っても大丈夫。
3歳くらいのお子さまから楽しめます。
（エプロン持参をオススメします。）

maedaya-honten.com

4月29日（金）、5月5日（木）
11:00～16:00（各40分）
①11:00～②11:45～③12:30～
④13:15～⑤14:00～⑥14:45～
かざはやファクトリー / 葉山町堀内663
前田屋
子ども500円、中学生以上1,000円
＊ひとり1枚。見学無料
各時間6名（メールにて事前予約制）
090-4701-0154
maeda@maedaya-honten.com
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サロンギャラリー明風 サロンギャラリー明風
Lifeafa shop&gallery

葉山ホビー倶楽部

SHARE VILLAGE

08

019 木と花とコーヒーの
わくわくShop

無垢の木をふんだんに使ったレンタルスペー
スで【ヒノキを使ったウッドチップ作製体験】
【コーヒー生豆の焙煎体験】【ハーバリウム体
験】の3つのワークショップを開催します。大
人から子供までみんなが楽しめて、環境に配
慮した物作りを体験することができます。
ウッドチップ：自然のリラックスできる香り
で、入浴剤や消臭・防虫剤など様々な使い
道があります。
コーヒーの手焙煎：エチオピアの生豆をマ
ンカシャカシャという鍋で焙煎して、ミルに
かけ、ハンドドリップで召し上がれます。
ハーバリウム：植物標本のことで瓶の中に
お花を入れ、専用のオイルを注いだもので
す。さりげないインテリアとしてお部屋を明
るくしてくれます。
lit.link/sharevillagehayama

instagramにて確認
10:00～18:00
SHARE VILLAGE / 葉山町堀内746－1
株式会社ALL.e
30名
090-5315-4150
all.entertainment8888@gmail.com

020 真砂秀朗 書画と音展

最近の絵や墨書の作品をご覧いただきなが
ら、今まで作ってきた音楽をゆったりとお楽
しみください。

また5月7日には稲垣雅紀（p）をゲストにコ
ンサートを催します。

生演奏とお話しの時を共有できれば嬉しい
です。

awa-muse.com  

5月1日（日）～5日（木）
7日（土）真砂秀朗サロンコンサート
11:00～17:00
サロンギャラリー明風 / 葉山町堀内810
サロンギャラリー明風
無料（5/7 コンサート：3,500円）
5/7 コンサート：30名限 要予約
046-875-8497 
awamuse.info@gmail.com

021 「真砂三千代　茶衣」展

お茶をいただく

碗にそそがれる心地よい湯のリズム

なみのおとも、こころのおとも

深くしずかにしみわたり

爽やかな風の巡りに感謝する

afa1986.jp
 

5月1日（日）～5日（木）
11:00～17:00
サロンギャラリー明風 / 葉山町堀内810
（有）アファ
046-876-2205 
afa@lifeafa.jp

さ　い

022 Life afa
-Medicine Colors-

この春ライフアファはMedicine Colorsで
染めたTシャツやストールなど作りました。
北米インディアンの人達は身体や心に良い
ことをＭedicineという言葉を使います。
セージは大事な儀式の場を浄化する為に使
われるなど植物の力が目に見えない世界と
の媒介であることも教えてくれています。
ライフアファでは、染料が皮膚を浸透し健
康になると伝えられている先人の知恵を紐
解き、茜、えんじゅ、ログウッドで、ピンク、
グリーン、パープルのMedicin Colorsアイ
テムを作りました。それぞれが持つ植物の
力を感じて頂けたらと思っています。
*5/1、3～5：コーヒーやオーガニック紅茶
と焼き菓子のCaféが前庭にてオープン。

lifeafa.jp
 

4月28日（木）～5月8日（日）
11:00～18:00
Lifeafa shop&gallery / 葉山町堀内858
（有）アファ
046-875-6927 
life@lifeafa.jp

023 シーサイド葉山
＋ラ・プラージュプレゼンツ
海辺でボサノバ

森戸海岸の夕陽、ボサノバを聴きながら

出演：木村純（ボサノバギタリスト）

YouTubeでの配信も企画中。

4/21（木）プレイベントあり。 5月11日（水）
16:30～18:30
ラ・プラージュテラスと砂浜 
/ 葉山町堀内998シーサイドハヤマ
葉山ホビー倶楽部
ドネーション
080-5009-3103
ahkaneko@hotmail.com

018 第１回 SDGs フェスティバル 
in HAYAMA

「SDGsって何？」
近頃よく耳にするけど、なんとなくわかって
きたけど、SDGsって、実際にどう行動すれ
ばよいのかよくわからないですよね。
そこで！皆さんで、SDGsアクションを実践
できる“SDGsフェスティバル”を開催します。
「第1回 SDGｓフェスティバル in HAYAMA」
では、SDGsカフェ、SDGｓマーケット、
SDGｓワークショップ、SDGs食堂など、
SDGｓ三昧の空間をみんなで共有するひと
時をお楽しみください。
SDGｓは頭で考えたり、知識を詰め込んで
も始まらない！大切なことは、半径1メート
ルからのSDGｓ-Actions！
自分自身でＳＤＧｓを体験してみよう！

hayamaglobal.com

5月3日（火）～5日（木）
11:00～17:00
SHARE VILLAGE / 葉山町堀内746－1
NPO法人 HAYAMA GLOBAL
入場無料（WS等は、参加費あり）
080-2382-4848
hayamaglobal.sdgs@gmail.com

参加企画 葉山 堀内葉山
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森戸海水浴場

真名瀬港 芝崎

向原

もしもスペース

LAH LAND
cheerful bird

佐久間小屋

30回目の葉山芸術祭を記念して、ブルー
ス・オズボーンは3テーマ、4会場の展示をい
たします。

❶HAYAMA TIME／森戸神社　
❷NATURE CALLS／LAH LAND
❸HAYAMA TIME／佐久間小屋
❹風／仙元山展望台

❶❹については主催企画をご覧ください。

❷【NATURE CALLS】
インスタスポットとしても認知されはじめた 
LAH LAND の壁に新作を展示します。
浜辺で出会った流木、瓶、缶、そしてプラご
みが物語る「海の便り」に「社会の縮図」と
もいえる社会問題を発見。
NATURE CALLSはブルースの新しいテー
マです。

❸【HAYAMA TIME】
葉山在住のアートユニット
NIYA NIYA STUDIO
とのコラボ作品です。

024 NATURE CALLS & HAYAMA TIME

bruceosborn.com

4月23日（土）～5月15日（日）
常時屋外展示
❷LAH LAND / 葉山町堀内936
❸佐久間小屋 / 葉山町堀内1065
ブルース・オズボーン
046-877-1070
yoshiko@intheozone.net

025 もしもスペース

もしもスペースは葉山の森戸海岸から徒歩
30秒の場所に位置するテラス席と路面に面
したベランダ席を備えたレンタルカフェ＋イ
ベントスペースです。POPUPショップから子
供ワークショップ、ヨガ教室など幅広い利用
を想定された空間構成になっています。
カフェスペースを同時に利用することによっ
て、イベント+飲食などコラボで企画なども
可能となっています。Hayama Art Fesで
は、国内外のアーティストをキュレーション
し、写真や絵などの伝統的なメディア及び
デジタルアートやNFTなど
のニューメディア作品を展示
します。

moshimo.space
instagram.com/moshimo_hayama

スペースオープン：4月24日（日）、29日（金）
～5月5日（木）、7日（土）～8日（日）、
14日（土）～15日（日）
窓ギャラリーは常時オープン
10:00～20:00
もしもスペース / 葉山町堀内1005
もしもスペース
050-3557-3537
contact@moshimo.space

026 Intaime x ありがとう葉山
Intaimeが目指すのは、次世代の主役となる
子どもたちの絵を、より多くの人々に見て頂く
場を提供することです。海と山のある葉山の
恵まれた環境で育つ、幼い絵心を世界に広げ
て行くサポートをしたいと思っています。
葉山の学校、団体、カフェ等で描いてもらった
今年の芸術祭のテーマの“ありがとう”を表現
した絵を集め、陸の家OASISで展示します。
そして、集まった全ての絵をIntaimeのウェブ
サイトで公開する事で、芸術祭の年代ごとの
貴重な絵をアーカイブとしても楽しむ事がで
きます。特別企画として、参加したアーテイ
ストの絵の中から10展をくじ引きで選び
ジュエリーに変えてプレゼントします！一人
でも多くの子に“絵を書くことが楽しい、絵を
描き続けたい、芸術祭に行きたい！”と思って
もらえる事を目標としています。
instagram.com/intaimedrawings

4月24日（日）～5月13日（金）
12:00～
陸の家OASIS / 葉山町堀内1014
Intaime （インタイム）
090-7279-6465
francis@intaime.com

027 Conejo の世界 2022

久しぶりにMOON HOUSEオープンハウス
します。はじめて芸術祭に参加したのは大
学生の時。今や大人気のブルームーンの隣
の砂浜での屋外展示でした。それから20年
以上経ちました。今回も様々な表現で制作
した作品たちを展示販売します。
★Conejo AYAKA
多摩美術大学卒業　バッグデザイナー、商品
企画、専門学校講師、デザイナーなどの仕事
と平行し 2002年より刺繍、イラスト、デザイ
ンなどでアート活動をスタート。様々な表現で
グループ展、個展で発表を続けています。
★YOKO
アクセサリー、エッチングなどの製作
★新しく紅茶プロジェクトがスタート！
ayakaconejo.net
instagram.com/ayakaconejo

5月4日（水）～7日（土）
10:00～16:00
MOON HOUSE 
/ 葉山町堀内1423－６
中川 彩香
入場無料
046－875－7986
ayakaconejo@gmail.com

028 首藤教之個展

美術・イラスト等の既成概念を超えた自由
な方法で、リサイクルを意識した素材を主に
使って、美術館向きの大作品でなく普通の
生活空間になじむ小型作品をつくっていま
す。
テーマはいわば地球の自然、生命への愛と
希望、探究心ですが、その周辺の心の動き、
希いの象徴のようなものが自然に湧いてく
るままにあらわしています。
世代的には、今では希少になりつつある戦
争体験世代ですが、そのイメージが全体の
根底にあることはたしかです。

4月23日（土）～24日（日）、30日
（土）～5月1日（日）、7日（土）～８日
（日）、14日（土）～15日（日）
10:00～17:00
自宅前駐車場 / 葉山町堀内1419-3
首藤 教之
046-854-9572
mmkmmr412@gmail.com

葉山 堀内 参加企画
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向原

サロンギャラリー明風 サロンギャラリー明風
Lifeafa shop&gallery

葉山ホビー倶楽部

SHARE VILLAGE

08

019 木と花とコーヒーの
わくわくShop

無垢の木をふんだんに使ったレンタルスペー
スで【ヒノキを使ったウッドチップ作製体験】
【コーヒー生豆の焙煎体験】【ハーバリウム体
験】の3つのワークショップを開催します。大
人から子供までみんなが楽しめて、環境に配
慮した物作りを体験することができます。
ウッドチップ：自然のリラックスできる香り
で、入浴剤や消臭・防虫剤など様々な使い
道があります。
コーヒーの手焙煎：エチオピアの生豆をマ
ンカシャカシャという鍋で焙煎して、ミルに
かけ、ハンドドリップで召し上がれます。
ハーバリウム：植物標本のことで瓶の中に
お花を入れ、専用のオイルを注いだもので
す。さりげないインテリアとしてお部屋を明
るくしてくれます。
lit.link/sharevillagehayama

instagramにて確認
10:00～18:00
SHARE VILLAGE / 葉山町堀内746－1
株式会社ALL.e
30名
090-5315-4150
all.entertainment8888@gmail.com

020 真砂秀朗 書画と音展

最近の絵や墨書の作品をご覧いただきなが
ら、今まで作ってきた音楽をゆったりとお楽
しみください。

また5月7日には稲垣雅紀（p）をゲストにコ
ンサートを催します。

生演奏とお話しの時を共有できれば嬉しい
です。

awa-muse.com  

5月1日（日）～5日（木）
7日（土）真砂秀朗サロンコンサート
11:00～17:00
サロンギャラリー明風 / 葉山町堀内810
サロンギャラリー明風
無料（5/7 コンサート：3,500円）
5/7 コンサート：30名限 要予約
046-875-8497 
awamuse.info@gmail.com

021 「真砂三千代　茶衣」展

お茶をいただく

碗にそそがれる心地よい湯のリズム

なみのおとも、こころのおとも

深くしずかにしみわたり

爽やかな風の巡りに感謝する

afa1986.jp
 

5月1日（日）～5日（木）
11:00～17:00
サロンギャラリー明風 / 葉山町堀内810
（有）アファ
046-876-2205 
afa@lifeafa.jp

さ　い

022 Life afa
-Medicine Colors-

この春ライフアファはMedicine Colorsで
染めたTシャツやストールなど作りました。
北米インディアンの人達は身体や心に良い
ことをＭedicineという言葉を使います。
セージは大事な儀式の場を浄化する為に使
われるなど植物の力が目に見えない世界と
の媒介であることも教えてくれています。
ライフアファでは、染料が皮膚を浸透し健
康になると伝えられている先人の知恵を紐
解き、茜、えんじゅ、ログウッドで、ピンク、
グリーン、パープルのMedicin Colorsアイ
テムを作りました。それぞれが持つ植物の
力を感じて頂けたらと思っています。
*5/1、3～5：コーヒーやオーガニック紅茶
と焼き菓子のCaféが前庭にてオープン。

lifeafa.jp
 

4月28日（木）～5月8日（日）
11:00～18:00
Lifeafa shop&gallery / 葉山町堀内858
（有）アファ
046-875-6927 
life@lifeafa.jp

023 シーサイド葉山
＋ラ・プラージュプレゼンツ
海辺でボサノバ

森戸海岸の夕陽、ボサノバを聴きながら

出演：木村純（ボサノバギタリスト）

YouTubeでの配信も企画中。

4/21（木）プレイベントあり。 5月11日（水）
16:30～18:30
ラ・プラージュテラスと砂浜 
/ 葉山町堀内998シーサイドハヤマ
葉山ホビー倶楽部
ドネーション
080-5009-3103
ahkaneko@hotmail.com

018 第１回 SDGs フェスティバル 
in HAYAMA

「SDGsって何？」
近頃よく耳にするけど、なんとなくわかって
きたけど、SDGsって、実際にどう行動すれ
ばよいのかよくわからないですよね。
そこで！皆さんで、SDGsアクションを実践
できる“SDGsフェスティバル”を開催します。
「第1回 SDGｓフェスティバル in HAYAMA」
では、SDGsカフェ、SDGｓマーケット、
SDGｓワークショップ、SDGs食堂など、
SDGｓ三昧の空間をみんなで共有するひと
時をお楽しみください。
SDGｓは頭で考えたり、知識を詰め込んで
も始まらない！大切なことは、半径1メート
ルからのSDGｓ-Actions！
自分自身でＳＤＧｓを体験してみよう！

hayamaglobal.com

5月3日（火）～5日（木）
11:00～17:00
SHARE VILLAGE / 葉山町堀内746－1
NPO法人 HAYAMA GLOBAL
入場無料（WS等は、参加費あり）
080-2382-4848
hayamaglobal.sdgs@gmail.com

参加企画 葉山 堀内葉山
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向原

もしもスペース

LAH LAND
cheerful bird

佐久間小屋

30回目の葉山芸術祭を記念して、ブルー
ス・オズボーンは3テーマ、4会場の展示をい
たします。

❶HAYAMA TIME／森戸神社　
❷NATURE CALLS／LAH LAND
❸HAYAMA TIME／佐久間小屋
❹風／仙元山展望台

❶❹については主催企画をご覧ください。

❷【NATURE CALLS】
インスタスポットとしても認知されはじめた 
LAH LAND の壁に新作を展示します。
浜辺で出会った流木、瓶、缶、そしてプラご
みが物語る「海の便り」に「社会の縮図」と
もいえる社会問題を発見。
NATURE CALLSはブルースの新しいテー
マです。

❸【HAYAMA TIME】
葉山在住のアートユニット
NIYA NIYA STUDIO
とのコラボ作品です。

024 NATURE CALLS & HAYAMA TIME

bruceosborn.com

4月23日（土）～5月15日（日）
常時屋外展示
❷LAH LAND / 葉山町堀内936
❸佐久間小屋 / 葉山町堀内1065
ブルース・オズボーン
046-877-1070
yoshiko@intheozone.net

025 もしもスペース

もしもスペースは葉山の森戸海岸から徒歩
30秒の場所に位置するテラス席と路面に面
したベランダ席を備えたレンタルカフェ＋イ
ベントスペースです。POPUPショップから子
供ワークショップ、ヨガ教室など幅広い利用
を想定された空間構成になっています。
カフェスペースを同時に利用することによっ
て、イベント+飲食などコラボで企画なども
可能となっています。Hayama Art Fesで
は、国内外のアーティストをキュレーション
し、写真や絵などの伝統的なメディア及び
デジタルアートやNFTなど
のニューメディア作品を展示
します。

moshimo.space
instagram.com/moshimo_hayama

スペースオープン：4月24日（日）、29日（金）
～5月5日（木）、7日（土）～8日（日）、
14日（土）～15日（日）
窓ギャラリーは常時オープン
10:00～20:00
もしもスペース / 葉山町堀内1005
もしもスペース
050-3557-3537
contact@moshimo.space

026 Intaime x ありがとう葉山
Intaimeが目指すのは、次世代の主役となる
子どもたちの絵を、より多くの人々に見て頂く
場を提供することです。海と山のある葉山の
恵まれた環境で育つ、幼い絵心を世界に広げ
て行くサポートをしたいと思っています。
葉山の学校、団体、カフェ等で描いてもらった
今年の芸術祭のテーマの“ありがとう”を表現
した絵を集め、陸の家OASISで展示します。
そして、集まった全ての絵をIntaimeのウェブ
サイトで公開する事で、芸術祭の年代ごとの
貴重な絵をアーカイブとしても楽しむ事がで
きます。特別企画として、参加したアーテイ
ストの絵の中から10展をくじ引きで選び
ジュエリーに変えてプレゼントします！一人
でも多くの子に“絵を書くことが楽しい、絵を
描き続けたい、芸術祭に行きたい！”と思って
もらえる事を目標としています。
instagram.com/intaimedrawings

4月24日（日）～5月13日（金）
12:00～
陸の家OASIS / 葉山町堀内1014
Intaime （インタイム）
090-7279-6465
francis@intaime.com

027 Conejo の世界 2022

久しぶりにMOON HOUSEオープンハウス
します。はじめて芸術祭に参加したのは大
学生の時。今や大人気のブルームーンの隣
の砂浜での屋外展示でした。それから20年
以上経ちました。今回も様々な表現で制作
した作品たちを展示販売します。
★Conejo AYAKA
多摩美術大学卒業　バッグデザイナー、商品
企画、専門学校講師、デザイナーなどの仕事
と平行し 2002年より刺繍、イラスト、デザイ
ンなどでアート活動をスタート。様々な表現で
グループ展、個展で発表を続けています。
★YOKO
アクセサリー、エッチングなどの製作
★新しく紅茶プロジェクトがスタート！
ayakaconejo.net
instagram.com/ayakaconejo

5月4日（水）～7日（土）
10:00～16:00
MOON HOUSE 
/ 葉山町堀内1423－６
中川 彩香
入場無料
046－875－7986
ayakaconejo@gmail.com

028 首藤教之個展

美術・イラスト等の既成概念を超えた自由
な方法で、リサイクルを意識した素材を主に
使って、美術館向きの大作品でなく普通の
生活空間になじむ小型作品をつくっていま
す。
テーマはいわば地球の自然、生命への愛と
希望、探究心ですが、その周辺の心の動き、
希いの象徴のようなものが自然に湧いてく
るままにあらわしています。
世代的には、今では希少になりつつある戦
争体験世代ですが、そのイメージが全体の
根底にあることはたしかです。

4月23日（土）～24日（日）、30日
（土）～5月1日（日）、7日（土）～８日
（日）、14日（土）～15日（日）
10:00～17:00
自宅前駐車場 / 葉山町堀内1419-3
首藤 教之
046-854-9572
mmkmmr412@gmail.com

葉山 堀内 参加企画
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平野邸 Hayama

C'est le poème Hayama Atelier
& Gallery 

029 C’est le poème特別展
『Art＆ Antiques』

2020年に誕生したC’est le poème はキュ
レーター清水敏男のアトリエ兼コレクション
ギャラリーです。
アール・デコ作品のコレクションや国内外の
アート展示に加え、生活の中で使える手頃
なブロカントの販売を行います。
＊好天時は庭にアンティーク木馬の撮影
コーナーをご用意いたします。
5月1日（日）は清水敏男によるフランス美術
についてのお話会を開催予定です。（※詳細・
申込はホームページをご覧ください）
清水敏男：フランス国立ルーヴル美術館大学に
て学ぶ。東京都庭園美術館キュレーター、水戸芸
術館芸術監督を歴任。近著に『藤田嗣治画集』
（2018年東京美術）。2016年フランス芸術文化
勲章シュヴァリエ章受章。
lepoeme.jp

4月29日（金）～5月1日（日）
11:30～17:00
C'est le poème Hayama Atelier & Gallery 
/ 葉山町堀内1432-1
C'est le poème / セ・ル・ポエム
070-4097-5492
info@lepoeme.jp

030 お気軽お茶会
～竪琴とArtと舞と古民家～

立夏の日に夏の到来をお祝いしましょう！
ライアー（竪琴）の奏でや歌、植物と神話の
語り、創作ガラス小物など趣向を凝らしたク
リエイティブな空間で、葉山の初夏をお楽し
みください。
展示販売・お抹茶もお楽しみ頂けます。
●グラスギルディング：　鈴木由美子
●植物と神話、舞：　乾裕子
●ガラス小物：　藤保奈緒
●ライアー演奏：　長谷川友美
◆パフォーマンス（映像・竪琴・舞・語り）
1回目　14:00～14:30
2回目　15:30～16:00
◆抹茶 500円
詳細はFacebookイベントページにて。

fb.me/e/1ulPuk2KM

5月5日（木）
13:00～17:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
マルツィアーナ
入場無料、パフォーマンスはドネーション、
抹茶500円
090-9146-3099
yumineco618@gmail.com

031 ー古民家で聴くー
中世ヨーロッパの吟遊詩人

【コンサート】出演者
中世ハープ：伊藤美恵 / ヴィエール：坂本卓也
◆演奏曲目（※曲目は変更される場合があります）
・カルミナブラーナ：朝早く羊飼いの娘が　 
・作者不詳：この心地良い五月の朝 
・アダン・ド・ラ・アル：死んじゃう
・作者不詳：王のエスタンピー第3番、第4番 
【中世楽士体験】中世ヨーロッパの吟遊詩人に！！
●歌、リコーダー、ヴィエール、打楽器など
の楽器等で参加可能です。
●中世ハープ、ヴィエール（中世フィドル）、
ハーディーガーディー、フレームドラムの演奏
体験（当日貸出無料）
参加者の方には事前に体験会で演奏する楽譜を郵送致します。

※初心者大歓迎！！簡単な音符が読めるとより良いです。
聴講のみも可。気軽にお問い合わせください。

fb.me/e/1wBbAYvAy

5月6日（金）
古楽演奏体験/開始14:00（15:15終了）
コンサート/開演16:00（17:15終演）
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
アーリーミュージックサロン
コンサートのみ/一般：3,000円、複数
予約割引：2,500円、中世楽士体験と
コンサート：5,000円（限定10名程）
070-2667-2841
salon.earlymusic@gmail.com

034 2022 年
めだかフェスティバル

唱歌今昔物語＆楽しく歌おう童謡唱歌

昔の教科書に採用された唱歌、現代の教科
書に採用された唱歌を比べて紐解きます。

バンドの伴奏で童謡、唱歌もお楽しみくだ
さい。
皆さんと一緒に歌うコーナーもあります。 5月14日（土）

13:30開場/14:00開演
葉山町福祉文化会館ホール 
/ 葉山町堀内2220
葉山で童謡をうたう会
500円
090-2237-1282
kunugi_0624@yahoo.co.jp

032 ゆる中医学と
季節の食養生ランチBOX

今回は天空洞によるツボと経絡の話とデモ
ンストレーションとお弁当に詰めたスタイル
の季節の養生おやつとごはん。
 
お弁当スタイルなのでその場でお召し上が
り頂いても、お持ち帰り頂いてもそれぞれ
の心地好いリズムでご判断下さい。

ミニマルシェ有り！
 
◆申し込み方法： 電話またはメールで！

3pmsanji.com

5月8日（日）
12:00～15:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833 
（株）3pm・さんじ
参加費: 6,000円@1名様
お弁当、おやつ、飲み物付き
090-2251-9857
sanji3pm@mb.scn-net.ne.jp

033 AKchoir 野外ライブ

青空に響かせる
ハーモニーとパフォーマンス
合唱エンターテイメント集団「エーケークワ
イア」が葉山芸術祭へ初上陸！
大人から子供まで気軽に楽しんでいただけ
る音楽プログラムです。歌に合わせてリズム
に乗ったり、口ずさんだり、会場が音楽でひ
とつになる感覚をどうぞご体験ください！

2022年度、歌う仲間も募集中！
年2回コンサート＆2024年
ニュージーランドで開催の
コーラスオリンピックに
出場予定です。
まずは会場で
お会いしましょう！
akchoir.com

4月30日（土）
13:00～14:00
葉山花の木公園 / 葉山町堀内2145
AKchoir
090-6039-3913
info@akchoir.com 
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PONNALET葉山の家

▶音楽×アート
「ベジタリアートミュージックコンサート」

太陽と富士山に見守られた美しい一色海岸
に牛島音楽工房のスタジオはあります。音
楽プロデューサーでありシンガーソングライ
ター、そして、本来の自然な声を取り戻す
レッスンを提供するボイストレーナーでもあ
る牛島正人氏は、自らプロデュースするアー
ティスト達と共に、毎月『ベジタリアート
ミュージックコンサート』を開催し、ライブ
配信をしています。
今回は、神戸で活動中の尼僧アーティスト、
真鍋佳奈の空間美術がベジタリアート
ミュージックの舞台と葉山芸術祭を美しく
彩ります。音楽×アートの美の世界を、ご一
緒に楽しみにいらっしゃいませんか？

▶音楽×美
癒しの波動432Hz ピアノと
ボディーケアマッサージ

人は誰もが、その人らしく自然でいられる時
に最も美しく輝いています。でも、長年抑制
してきた感情はストレスとなって肉体に溜
まって痛んだり、コリとなって蓄積してその
人本来の美しさを隠してしまうことがありま
す。デイープコアデトックスマッサージでコ
リをほぐし、あなた本来の姿を取り戻しませ
んか？
リラクゼーション効果がとても高いと言わ
れている432Hzのピアノの生演奏に包まれ
ながら内なる自己と向き合い、自然の美し
さを取り戻すプログラムを、2日間限定でご
用意しました。
空間ピアノ奏者の諸沢和良による癒しの音
楽と、セラピストリーナのマッサージのコラ
ボレーションを、是非体験しにいらしてくだ
さい。
＊ピアノ演奏なしのデイープコアデトックス
マッサージも体験可

037 音楽とアート・美の世界

コンサート：5月5日（木）
ピアノマッサージ：
5月7日（土）～8日（日）
ピアノなしボディケア：
4月25日（月）～28日（木）
5月10日（火）～13日（金）
コンサート：14:00～
/ 葉山町一色2167（一色会館）
マッサージ：11:00～
/ 一色2255-2葉山シーサイドテラスD
ベジタリアートミュージック / アイリス
・コンサート/入場無料
・マッサージ/体験価格5,000円
　　　　　　（通常15,000円）
080-3418-8386
iris.organic.beauty@gmail.com

IRIS. Lineで予約牛島音楽工房

036 天空洞のツボ

自由で快適なカラダをめざして「ていしん」
ワークショップ。

からだと心のこと、
合うこと合わないこと、
やることやらないこと、
自分のツボをみつけよう。

天空洞オリジナル「和釘ていしん」付き。

5/8（日）は3pmさんとのスペシャル企画です。

tenkudo.com

4月23日（土）、30日（土）
16:00～18:00
天空洞 / 葉山町一色973－1
天空洞
参加費: 10,000円
3名
046-875-7567
info@tenkudo.com

PONNALET葉山の家に、湘南を拠点に活
躍する作り手さんが大集合！
輝く陽射しと爽やかな風のなかで、心を解
放して新しい感性に出会ってください。
あなたのポテンシャルは面白さに満ちてい
る、そして、ここから動き出します。きっと。

日々の着物lifeを楽しむPONNALETの商
品も着々と進化中。
着物を自然と日常に取り入れて新しい自分
を育てましょう。

●伊東正明（みかん灰の器）
●wooテキスタイル（浴衣・洋服・雑貨）
●遠藤マサヒロ（木工）
●小原聖子（金工）
●詫摩まり（ガラスのアクセサリー）
●まるなのこけし（紙粘土こけし）
●LITMUS indigo studio japan（藍染）
●PONNALET（着物、帯）

詳しい展示内容はPONNALETのHP、fb、
insta等をご覧ください。

【PONNALET】

葉山のアトリエ「PONNALET葉山の家」
を中心に、日常の暮らしで愉しむ着物や手
織り布の魅力を紹介しています。

ラオスとカンボジアの工房で丁寧に染織され
た草木染め、手織りシルクを中心に、様々な
国の魅力的な生地をパッチワークにした半幅
帯、カンボジアの工房で手織りされるオリジ
ナルデザインのコットン着尺のほか、カンボジ
アの手織りストール「クロマー」も日本の日常
に馴染むデザインで多数展開。

035 Tap your potential！　
可能性をひきだそう！

ponnalet.com
facebook.com/ponnalet
instagram.com/ponnalet_hayama

4月29日（金）～5月3日（火）
11:00～17:00
PONNALET葉山の家 
/ 葉山町堀内2100-174
PONNALET
046-807-1867
info@ponnalet.com
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平野邸 Hayama

C'est le poème Hayama Atelier
& Gallery 

029 C’est le poème特別展
『Art＆ Antiques』

2020年に誕生したC’est le poème はキュ
レーター清水敏男のアトリエ兼コレクション
ギャラリーです。
アール・デコ作品のコレクションや国内外の
アート展示に加え、生活の中で使える手頃
なブロカントの販売を行います。
＊好天時は庭にアンティーク木馬の撮影
コーナーをご用意いたします。
5月1日（日）は清水敏男によるフランス美術
についてのお話会を開催予定です。（※詳細・
申込はホームページをご覧ください）
清水敏男：フランス国立ルーヴル美術館大学に
て学ぶ。東京都庭園美術館キュレーター、水戸芸
術館芸術監督を歴任。近著に『藤田嗣治画集』
（2018年東京美術）。2016年フランス芸術文化
勲章シュヴァリエ章受章。
lepoeme.jp

4月29日（金）～5月1日（日）
11:30～17:00
C'est le poème Hayama Atelier & Gallery 
/ 葉山町堀内1432-1
C'est le poème / セ・ル・ポエム
070-4097-5492
info@lepoeme.jp

030 お気軽お茶会
～竪琴とArtと舞と古民家～

立夏の日に夏の到来をお祝いしましょう！
ライアー（竪琴）の奏でや歌、植物と神話の
語り、創作ガラス小物など趣向を凝らしたク
リエイティブな空間で、葉山の初夏をお楽し
みください。
展示販売・お抹茶もお楽しみ頂けます。
●グラスギルディング：　鈴木由美子
●植物と神話、舞：　乾裕子
●ガラス小物：　藤保奈緒
●ライアー演奏：　長谷川友美
◆パフォーマンス（映像・竪琴・舞・語り）
1回目　14:00～14:30
2回目　15:30～16:00
◆抹茶 500円
詳細はFacebookイベントページにて。

fb.me/e/1ulPuk2KM

5月5日（木）
13:00～17:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
マルツィアーナ
入場無料、パフォーマンスはドネーション、
抹茶500円
090-9146-3099
yumineco618@gmail.com

031 ー古民家で聴くー
中世ヨーロッパの吟遊詩人

【コンサート】出演者
中世ハープ：伊藤美恵 / ヴィエール：坂本卓也
◆演奏曲目（※曲目は変更される場合があります）
・カルミナブラーナ：朝早く羊飼いの娘が　 
・作者不詳：この心地良い五月の朝 
・アダン・ド・ラ・アル：死んじゃう
・作者不詳：王のエスタンピー第3番、第4番 
【中世楽士体験】中世ヨーロッパの吟遊詩人に！！
●歌、リコーダー、ヴィエール、打楽器など
の楽器等で参加可能です。
●中世ハープ、ヴィエール（中世フィドル）、
ハーディーガーディー、フレームドラムの演奏
体験（当日貸出無料）
参加者の方には事前に体験会で演奏する楽譜を郵送致します。

※初心者大歓迎！！簡単な音符が読めるとより良いです。
聴講のみも可。気軽にお問い合わせください。

fb.me/e/1wBbAYvAy

5月6日（金）
古楽演奏体験/開始14:00（15:15終了）
コンサート/開演16:00（17:15終演）
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833
アーリーミュージックサロン
コンサートのみ/一般：3,000円、複数
予約割引：2,500円、中世楽士体験と
コンサート：5,000円（限定10名程）
070-2667-2841
salon.earlymusic@gmail.com

034 2022 年
めだかフェスティバル

唱歌今昔物語＆楽しく歌おう童謡唱歌

昔の教科書に採用された唱歌、現代の教科
書に採用された唱歌を比べて紐解きます。

バンドの伴奏で童謡、唱歌もお楽しみくだ
さい。
皆さんと一緒に歌うコーナーもあります。 5月14日（土）

13:30開場/14:00開演
葉山町福祉文化会館ホール 
/ 葉山町堀内2220
葉山で童謡をうたう会
500円
090-2237-1282
kunugi_0624@yahoo.co.jp

032 ゆる中医学と
季節の食養生ランチBOX

今回は天空洞によるツボと経絡の話とデモ
ンストレーションとお弁当に詰めたスタイル
の季節の養生おやつとごはん。
 
お弁当スタイルなのでその場でお召し上が
り頂いても、お持ち帰り頂いてもそれぞれ
の心地好いリズムでご判断下さい。

ミニマルシェ有り！
 
◆申し込み方法： 電話またはメールで！

3pmsanji.com

5月8日（日）
12:00～15:00
平野邸 Hayama / 葉山町堀内1833 
（株）3pm・さんじ
参加費: 6,000円@1名様
お弁当、おやつ、飲み物付き
090-2251-9857
sanji3pm@mb.scn-net.ne.jp

033 AKchoir 野外ライブ

青空に響かせる
ハーモニーとパフォーマンス
合唱エンターテイメント集団「エーケークワ
イア」が葉山芸術祭へ初上陸！
大人から子供まで気軽に楽しんでいただけ
る音楽プログラムです。歌に合わせてリズム
に乗ったり、口ずさんだり、会場が音楽でひ
とつになる感覚をどうぞご体験ください！

2022年度、歌う仲間も募集中！
年2回コンサート＆2024年
ニュージーランドで開催の
コーラスオリンピックに
出場予定です。
まずは会場で
お会いしましょう！
akchoir.com

4月30日（土）
13:00～14:00
葉山花の木公園 / 葉山町堀内2145
AKchoir
090-6039-3913
info@akchoir.com 
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▶音楽×アート
「ベジタリアートミュージックコンサート」

太陽と富士山に見守られた美しい一色海岸
に牛島音楽工房のスタジオはあります。音
楽プロデューサーでありシンガーソングライ
ター、そして、本来の自然な声を取り戻す
レッスンを提供するボイストレーナーでもあ
る牛島正人氏は、自らプロデュースするアー
ティスト達と共に、毎月『ベジタリアート
ミュージックコンサート』を開催し、ライブ
配信をしています。
今回は、神戸で活動中の尼僧アーティスト、
真鍋佳奈の空間美術がベジタリアート
ミュージックの舞台と葉山芸術祭を美しく
彩ります。音楽×アートの美の世界を、ご一
緒に楽しみにいらっしゃいませんか？

▶音楽×美
癒しの波動432Hz ピアノと
ボディーケアマッサージ

人は誰もが、その人らしく自然でいられる時
に最も美しく輝いています。でも、長年抑制
してきた感情はストレスとなって肉体に溜
まって痛んだり、コリとなって蓄積してその
人本来の美しさを隠してしまうことがありま
す。デイープコアデトックスマッサージでコ
リをほぐし、あなた本来の姿を取り戻しませ
んか？
リラクゼーション効果がとても高いと言わ
れている432Hzのピアノの生演奏に包まれ
ながら内なる自己と向き合い、自然の美し
さを取り戻すプログラムを、2日間限定でご
用意しました。
空間ピアノ奏者の諸沢和良による癒しの音
楽と、セラピストリーナのマッサージのコラ
ボレーションを、是非体験しにいらしてくだ
さい。
＊ピアノ演奏なしのデイープコアデトックス
マッサージも体験可

037 音楽とアート・美の世界

コンサート：5月5日（木）
ピアノマッサージ：
5月7日（土）～8日（日）
ピアノなしボディケア：
4月25日（月）～28日（木）
5月10日（火）～13日（金）
コンサート：14:00～
/ 葉山町一色2167（一色会館）
マッサージ：11:00～
/ 一色2255-2葉山シーサイドテラスD
ベジタリアートミュージック / アイリス
・コンサート/入場無料
・マッサージ/体験価格5,000円
　　　　　　（通常15,000円）
080-3418-8386
iris.organic.beauty@gmail.com

IRIS. Lineで予約牛島音楽工房

036 天空洞のツボ

自由で快適なカラダをめざして「ていしん」
ワークショップ。

からだと心のこと、
合うこと合わないこと、
やることやらないこと、
自分のツボをみつけよう。

天空洞オリジナル「和釘ていしん」付き。

5/8（日）は3pmさんとのスペシャル企画です。

tenkudo.com

4月23日（土）、30日（土）
16:00～18:00
天空洞 / 葉山町一色973－1
天空洞
参加費: 10,000円
3名
046-875-7567
info@tenkudo.com

PONNALET葉山の家に、湘南を拠点に活
躍する作り手さんが大集合！
輝く陽射しと爽やかな風のなかで、心を解
放して新しい感性に出会ってください。
あなたのポテンシャルは面白さに満ちてい
る、そして、ここから動き出します。きっと。

日々の着物lifeを楽しむPONNALETの商
品も着々と進化中。
着物を自然と日常に取り入れて新しい自分
を育てましょう。

●伊東正明（みかん灰の器）
●wooテキスタイル（浴衣・洋服・雑貨）
●遠藤マサヒロ（木工）
●小原聖子（金工）
●詫摩まり（ガラスのアクセサリー）
●まるなのこけし（紙粘土こけし）
●LITMUS indigo studio japan（藍染）
●PONNALET（着物、帯）

詳しい展示内容はPONNALETのHP、fb、
insta等をご覧ください。

【PONNALET】

葉山のアトリエ「PONNALET葉山の家」
を中心に、日常の暮らしで愉しむ着物や手
織り布の魅力を紹介しています。

ラオスとカンボジアの工房で丁寧に染織され
た草木染め、手織りシルクを中心に、様々な
国の魅力的な生地をパッチワークにした半幅
帯、カンボジアの工房で手織りされるオリジ
ナルデザインのコットン着尺のほか、カンボジ
アの手織りストール「クロマー」も日本の日常
に馴染むデザインで多数展開。

035 Tap your potential！　
可能性をひきだそう！

ponnalet.com
facebook.com/ponnalet
instagram.com/ponnalet_hayama

4月29日（金）～5月3日（火）
11:00～17:00
PONNALET葉山の家 
/ 葉山町堀内2100-174
PONNALET
046-807-1867
info@ponnalet.com
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異次元民芸創作所 & ebico

佐藤宅の外壁や庭
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葉山コンパウンドハウジング

上野自宅

古家1681

06

05

07

038 「海のアトリエ」
水彩画展示とお庭公開

一色海岸中央口から海への道沿い一色公園
手前右側の黒い家が「海のアトリエ」。

今年は3日間だけ公開します。

水彩画をたくさん展示してます。

また画家と建築家が建てた家をご覧いただ
きながら雑草がコンセプトの庭で少しまっ
たりしていただけます。 5月6日（金）～8日（日）

11:00～16:00
自宅 / 葉山町一色2131-8
上野 和典
入場無料
090-3310-3934
papa.ueno @icloud.com

039 古民家でまったり
ワークショップ Vol.9

築95年の古民家「古家1681」を舞台に、
心地よい時間をそれぞれのスタイルで☆
 
◉Rikoのさをり織り＆Reikoの器（展示）
◉みんなでお繕い（ダーニング）の会
　＆ダーニング作品の展示＆お繕いの承り
◉和の薬膳発酵ごはんW.S.
◉Nuitrip.の背守り刺繍体験と手作り服等
　の展示
◉スピリチュアルカウンセリングで自分を
　知る、癒す、道を見つける

何かをしてもよし、何もしなくてもよし、
ご一緒に豊かな時間を過ごしましょう。

fb.me/e/1horVGNF0

5月3日（火）～4日（水）
10:00～16:00
古家1681 / 葉山町一色1681
まったりぃず
各ワークショップにより
090-4739-2542
goldendrops2010@yahoo.co.jp

040 草庭オープンガーデン

緑豊かな景観が美しい「葉山コンパウンド
ハウジング」内にある草庭ガーデン。
森山神社に隣接している便利な立地ですが、
普段は一般公開していない秘密の花園です。

期間中ガーデナー在園していますので、
庭や植物の相談OK。

また、季節の花苗、ハーブ苗、宿根草類の苗
の販売やガーデンランチ（お弁当）もご用意
しています。

2年振りの草庭オープンガーデンですが、
是非気軽にお立ち寄りください。

kusaniwa.com

5月14日（土）～15日（日）
11:00～16:00
葉山コンパウンドハウジング 
/ 葉山町一色2147-2
草庭ガーデンデザイナー　室井 智子
090-7826-7833
anzu@kusaniwa.com

041 異次元民芸創作所 
& ebico

〈作品展示販売〉普段の私たちの出店では
見られないアート作品や過去の作品達も自
宅オープンアトリエにてご紹介致します。
異次元民芸創作所
～原石と銅、シルバーのジュエリー作品展～
∞Work shop: 水晶と銅のワイヤーで作る
簡単なワイヤーラップ作り
13時半～14時半/3,500円（水晶代を含み
ます）*1日5名限定
ebico
～切り絵、手刺繍、アクセサリー作品展～
∞Work shop: ペンカッターを使った切り
絵のしおり作り
10時半～11時半/2,500円*1日4名限定
〈各WSはメールにて必ずご予約下さい〉
instagram.com/ebico_flag
izigenmingei-sousakujo.com

5月13日（金）～15日（日）
10:00～12:00 / 13:00～18:00
異次元民芸創作所 & ebico オープン
アトリエ / 葉山町一色2140-14
湯浅 健人
一度に8名まで
090-6127-0746
ebicoflag@gmail.com

042 Lydlys 
アトリエオープンデー

Lydlys (リドリス) は デザイナーのShingo 
Yamadaが自然のそばで、かかわる全ての
人の心が弾むものづくりをしたい、という想
いから立ち上げたジュエリーブランドです。

“自然を身にまとう”をテーマに
影響を受けた自然の風景と、独自の感性を
融合した世界観をジュエリーに込めます。
Lydlysのジュエリーは海のそばのアトリエ
で一つ一つ手作業でつくられています。
ブランドの世界観を感じることができる空
間でゆっくりとジュエリーを手に取って頂け
ます。
普段のご来店は予約制ですが、アトリエオー
プンデーは予約不要でご来店頂ける機会と
なっております。お気軽にお越しください。
instagram.com/lydlys_jewelry

5月7日（土）～8日（日）
13:00～17:00
Lydlys atelier & Showroom 
/ 葉山町一色1999-4葉山ABCビル3F-A
Lydlys リドリス
080-6625-0127
lydlys.yamadashingo@gmail.com

043 佐藤正治写真展
＝葉山の風景＝

コロナ感染予防の為、今年もオープンハウス
での展示はできませんが、葉山の景色などの
写真、４月始まり葉山カレンダーを自宅外壁
に展示。
庭でカレンダーやポストカードも販売します。

雨天・荒天中止となりますが、お天気よければ
散歩がてらお立ち寄りください。 

sugar-studio.net
facebook.com/shoji.sato.12
facebook.com/sugarstudio.hayama
instagram.com/shojisato.sugarstudio

5月1日（日）～5日（木）
13:30～17:30（最終日12:00～16:00）
自宅の外壁や庭 / 葉山町一色1690
シュガースタジオ
090-8569-8140
sugar.studio@jcom.home.ne.jp
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MIYUKI HOUSE

伏見漆工房

049 木製カヤック、カヌー、
SUP、作って遊ぶ

木製のシーカヤック、カナディアンカヌー、
SUP、パドルを製作している工房です。
自分で作りあげた道具で遊ぶ楽しさを味
わっていただいきたいとの思いで、2名のス
タッフ（シニアのおじさんたち）が製作のお
手伝いをします。
また、これまでに作った芸術的な完成品の
展示と製作中の実演も見学いただけます。
製作過程で余った端材を使った木工ワーク
ショップも開催予定です。

gooddayhayama.wixsite.com/woodkayak

4月23日（土）～5月15日（日）
9:00～17:00
山田ビル / 葉山町下山口1506
好日葉山工房・Goodday Hayama Workshop
070-2233-9012
gooddayhayama@gmail.com

044 シーグラス癒し雑貨
withミント号

葉山の海を散歩しながらガラスのカケラ危
ないと拾ったのがきっかけで、シーグラスの
美しさに魅了されリサイクルをモットーに製
作活動をスタート。シーグラスを使った海の
癒し雑貨、ランプ、プレート、マクラメ&流木
を使ったタペストリーなどなど販売します。
海好きさんと色々なお話しもしたいです。
当日はミント号でお待ちしています！

ワークショップ開催！
ハートのオーナメントを作成。
お家で眠っているシーグラス
をご持参いただいての参加も
OK。
ご予約はInstagramか
メールにご連絡ください。
instagram.com/shizu_glass

4月24日（日）～26日（火）
10:00～16:00
MIYUKI HOUSE 1階駐車場 
/ 葉山町一色2027
shizu glass
050-5243-2930
shizuglass48@gmail.com

045 「ミユキハウス」
手作り絵本と手作り雑貨

16回目の参加になります。
古民家を移築した家です。

家族や仲間の手作り絵本を100冊ほど展示
します。
身の回りの捨てられない物で作った雑貨も
展示販売します。

石のおさかな、古い布で作ったこいのぼり、
ボタンのカード、リボンの封筒、ビーチグラ
スのアクセサリー、古い浴衣やシャツを使っ
たエプロンなどなど…
どうぞ気軽に遊びに来て下さい。

4月29日（金）～5月5日（木）
11:00～16:00
ミユキハウス / 葉山町一色2027
上野 美裕紀
入場無料
080-6505-5140
ueno-goma@au.com

046 URUSHI WORKS

伏見家の手仕事作品を展示即売いたします。

普段使いの漆塗りのお椀、皿、コップ、葉山
の竹で作ったスプーンやフォーク。
そして漆で加飾したシルバー・K18・パール
のジュエリーなど。

漆工房の見学だけでもどうぞお気軽にお立
ち寄りください。

instagram.com/fushimiurushikobo

5月3日（火）～5日（木）
11:00～17:00
伏見漆工房 / 葉山町一色1922-1
伏見 眞樹
入場無料
046-876-3696
fushimiurushikobo@ybb.ne.jp

047 「食卓展 」
5days5hours 特別企画

HOUSE1891では、5月の5days5hours
の特別企画として「食卓展」を開催します。

鹿児島の工房しょうぶの器や木工・布製品、
信楽青年寮の器、木工作家須田さんの木べ
ら、旅先やご縁で出会った五感に響く美味
しいもの、愛用の食材・離島の塩や黒糖な
どなど。
HOUSE1891のキッチン・カフェでも活躍
する[食卓周り]のものが集まります。
日々の食卓を楽しく豊かにするものたちに
出逢いに来てください。

ランチやスィーツ・各種ドリンクが楽しめる
Cafe1891も5日間オープンします。

krama100.com

5月1日（日）～5日（木）
12:00～17:00
HOUSE1891 / 葉山町一色1891
クロマニヨン 森田 わかな
080-5058-4258
info@krama100.com

048 オリジナルの箸置きを作ろう
陶芸体験

葉山御用邸から徒歩 3分のところに
Gallery碧-aoがあります。
作家たちによる手作りの陶器や雑貨を展示
販売しています。
見るだけで楽しいユニークな作品もありま
すので、ぜひお立ち寄りください。

■オリジナルの箸置きを作ろう♪陶芸体験
お好きな植物や動物などをモチーフにオリ
ジナルの箸置きを作ってみませんか。お一人
様1作品となります。
お作り頂いた作品を後日窯で焼き、焼きあ
がりましたら郵送いたします。
（発送まで1ヶ月くらいお時間をいただきます）

gallery-ao.com
instagram.com/gallery_ao.r1

4月23日（土）～24日（日）、28日
（木）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
11:00～17:00
Gallery碧-ao / 葉山町下山口1511-3
磯部 千佳
WS: 1,500円+送料　（要予約）
最大4名
046-854-9862
info@gallery-ao.com

17

葉山 一色 下山口 参加企画



134

旧役場前

葉山

葉山小学校

葉山町役場

一色小学校

一
色
小
学
校

葉山大道

葉山小学校前

葉山大道

長者ヶ崎

し
お
さ
い

公
園
前

葉
山
公
園
入
口

葉
山
公
園
入
口

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

長者ヶ崎

葉山御
用邸前

下山橋

葉山大道

葉山御用邸

熊野神社

葉山
警察署

県
立

近
代
美
術
館

光徳寺

大峰山
▲

下山口
神明社

葉山郵便局

一色
郵便局

下
山
川

134

一色海水浴場

大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

向原

Lydlys atelier & Showroom
異次元民芸創作所 & ebico

佐藤宅の外壁や庭

134

旧役場前

葉山

葉山小学校

葉山町役場

一色小学校

一
色
小
学
校

葉山大道

葉山小学校前

葉山大道

長者ヶ崎

し
お
さ
い

公
園
前

葉
山
公
園
入
口

葉
山
公
園
入
口

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

長者ヶ崎

葉山御
用邸前

下山橋

葉山大道

葉山御用邸

熊野神社

葉山
警察署

県
立

近
代
美
術
館

光徳寺

大峰山
▲

下山口
神明社

葉山郵便局

一色
郵便局

下
山
川

134

一色海水浴場

大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

向原

葉山コンパウンドハウジング

上野自宅

古家1681

06

05

07

038 「海のアトリエ」
水彩画展示とお庭公開

一色海岸中央口から海への道沿い一色公園
手前右側の黒い家が「海のアトリエ」。

今年は3日間だけ公開します。

水彩画をたくさん展示してます。

また画家と建築家が建てた家をご覧いただ
きながら雑草がコンセプトの庭で少しまっ
たりしていただけます。 5月6日（金）～8日（日）

11:00～16:00
自宅 / 葉山町一色2131-8
上野 和典
入場無料
090-3310-3934
papa.ueno @icloud.com

039 古民家でまったり
ワークショップ Vol.9

築95年の古民家「古家1681」を舞台に、
心地よい時間をそれぞれのスタイルで☆
 
◉Rikoのさをり織り＆Reikoの器（展示）
◉みんなでお繕い（ダーニング）の会
　＆ダーニング作品の展示＆お繕いの承り
◉和の薬膳発酵ごはんW.S.
◉Nuitrip.の背守り刺繍体験と手作り服等
　の展示
◉スピリチュアルカウンセリングで自分を
　知る、癒す、道を見つける

何かをしてもよし、何もしなくてもよし、
ご一緒に豊かな時間を過ごしましょう。

fb.me/e/1horVGNF0

5月3日（火）～4日（水）
10:00～16:00
古家1681 / 葉山町一色1681
まったりぃず
各ワークショップにより
090-4739-2542
goldendrops2010@yahoo.co.jp

040 草庭オープンガーデン

緑豊かな景観が美しい「葉山コンパウンド
ハウジング」内にある草庭ガーデン。
森山神社に隣接している便利な立地ですが、
普段は一般公開していない秘密の花園です。

期間中ガーデナー在園していますので、
庭や植物の相談OK。

また、季節の花苗、ハーブ苗、宿根草類の苗
の販売やガーデンランチ（お弁当）もご用意
しています。

2年振りの草庭オープンガーデンですが、
是非気軽にお立ち寄りください。

kusaniwa.com

5月14日（土）～15日（日）
11:00～16:00
葉山コンパウンドハウジング 
/ 葉山町一色2147-2
草庭ガーデンデザイナー　室井 智子
090-7826-7833
anzu@kusaniwa.com

041 異次元民芸創作所 
& ebico

〈作品展示販売〉普段の私たちの出店では
見られないアート作品や過去の作品達も自
宅オープンアトリエにてご紹介致します。
異次元民芸創作所
～原石と銅、シルバーのジュエリー作品展～
∞Work shop: 水晶と銅のワイヤーで作る
簡単なワイヤーラップ作り
13時半～14時半/3,500円（水晶代を含み
ます）*1日5名限定
ebico
～切り絵、手刺繍、アクセサリー作品展～
∞Work shop: ペンカッターを使った切り
絵のしおり作り
10時半～11時半/2,500円*1日4名限定
〈各WSはメールにて必ずご予約下さい〉
instagram.com/ebico_flag
izigenmingei-sousakujo.com

5月13日（金）～15日（日）
10:00～12:00 / 13:00～18:00
異次元民芸創作所 & ebico オープン
アトリエ / 葉山町一色2140-14
湯浅 健人
一度に8名まで
090-6127-0746
ebicoflag@gmail.com

042 Lydlys 
アトリエオープンデー

Lydlys (リドリス) は デザイナーのShingo 
Yamadaが自然のそばで、かかわる全ての
人の心が弾むものづくりをしたい、という想
いから立ち上げたジュエリーブランドです。

“自然を身にまとう”をテーマに
影響を受けた自然の風景と、独自の感性を
融合した世界観をジュエリーに込めます。
Lydlysのジュエリーは海のそばのアトリエ
で一つ一つ手作業でつくられています。
ブランドの世界観を感じることができる空
間でゆっくりとジュエリーを手に取って頂け
ます。
普段のご来店は予約制ですが、アトリエオー
プンデーは予約不要でご来店頂ける機会と
なっております。お気軽にお越しください。
instagram.com/lydlys_jewelry

5月7日（土）～8日（日）
13:00～17:00
Lydlys atelier & Showroom 
/ 葉山町一色1999-4葉山ABCビル3F-A
Lydlys リドリス
080-6625-0127
lydlys.yamadashingo@gmail.com

043 佐藤正治写真展
＝葉山の風景＝

コロナ感染予防の為、今年もオープンハウス
での展示はできませんが、葉山の景色などの
写真、４月始まり葉山カレンダーを自宅外壁
に展示。
庭でカレンダーやポストカードも販売します。

雨天・荒天中止となりますが、お天気よければ
散歩がてらお立ち寄りください。 

sugar-studio.net
facebook.com/shoji.sato.12
facebook.com/sugarstudio.hayama
instagram.com/shojisato.sugarstudio

5月1日（日）～5日（木）
13:30～17:30（最終日12:00～16:00）
自宅の外壁や庭 / 葉山町一色1690
シュガースタジオ
090-8569-8140
sugar.studio@jcom.home.ne.jp

16

参加企画 葉山 一色

134

旧役場前

葉山

葉山小学校

葉山町役場

一色小学校

一
色
小
学
校

葉山大道

葉山小学校前

葉山大道

長者ヶ崎

し
お
さ
い

公
園
前

葉
山
公
園
入
口

葉
山
公
園
入
口

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

長者ヶ崎

葉山御
用邸前

下山橋

葉山大道

葉山御用邸

熊野神社

葉山
警察署

県
立

近
代
美
術
館

光徳寺

大峰山
▲

下山口
神明社

葉山郵便局

一色
郵便局

下
山
川

134

一色海水浴場
大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

向原

Gallery碧-ao

山田ビル

HOUSE1891

134

旧役場前

葉山

葉山小学校

葉山町役場

一色小学校

一
色
小
学
校

葉山大道

葉山小学校前

葉山大道

長者ヶ崎

し
お
さ
い

公
園
前

葉
山
公
園
入
口

葉
山
公
園
入
口

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

長者ヶ崎

葉山御
用邸前

下山橋

葉山大道

葉山御用邸

熊野神社

葉山
警察署

県
立

近
代
美
術
館

光徳寺

大峰山
▲

下山口
神明社

葉山郵便局

一色
郵便局

下
山
川

134

一色海水浴場

大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

向原

MIYUKI HOUSE

伏見漆工房

049 木製カヤック、カヌー、
SUP、作って遊ぶ

木製のシーカヤック、カナディアンカヌー、
SUP、パドルを製作している工房です。
自分で作りあげた道具で遊ぶ楽しさを味
わっていただいきたいとの思いで、2名のス
タッフ（シニアのおじさんたち）が製作のお
手伝いをします。
また、これまでに作った芸術的な完成品の
展示と製作中の実演も見学いただけます。
製作過程で余った端材を使った木工ワーク
ショップも開催予定です。

gooddayhayama.wixsite.com/woodkayak

4月23日（土）～5月15日（日）
9:00～17:00
山田ビル / 葉山町下山口1506
好日葉山工房・Goodday Hayama Workshop
070-2233-9012
gooddayhayama@gmail.com

044 シーグラス癒し雑貨
withミント号

葉山の海を散歩しながらガラスのカケラ危
ないと拾ったのがきっかけで、シーグラスの
美しさに魅了されリサイクルをモットーに製
作活動をスタート。シーグラスを使った海の
癒し雑貨、ランプ、プレート、マクラメ&流木
を使ったタペストリーなどなど販売します。
海好きさんと色々なお話しもしたいです。
当日はミント号でお待ちしています！

ワークショップ開催！
ハートのオーナメントを作成。
お家で眠っているシーグラス
をご持参いただいての参加も
OK。
ご予約はInstagramか
メールにご連絡ください。
instagram.com/shizu_glass

4月24日（日）～26日（火）
10:00～16:00
MIYUKI HOUSE 1階駐車場 
/ 葉山町一色2027
shizu glass
050-5243-2930
shizuglass48@gmail.com

045 「ミユキハウス」
手作り絵本と手作り雑貨

16回目の参加になります。
古民家を移築した家です。

家族や仲間の手作り絵本を100冊ほど展示
します。
身の回りの捨てられない物で作った雑貨も
展示販売します。

石のおさかな、古い布で作ったこいのぼり、
ボタンのカード、リボンの封筒、ビーチグラ
スのアクセサリー、古い浴衣やシャツを使っ
たエプロンなどなど…
どうぞ気軽に遊びに来て下さい。

4月29日（金）～5月5日（木）
11:00～16:00
ミユキハウス / 葉山町一色2027
上野 美裕紀
入場無料
080-6505-5140
ueno-goma@au.com

046 URUSHI WORKS

伏見家の手仕事作品を展示即売いたします。

普段使いの漆塗りのお椀、皿、コップ、葉山
の竹で作ったスプーンやフォーク。
そして漆で加飾したシルバー・K18・パール
のジュエリーなど。

漆工房の見学だけでもどうぞお気軽にお立
ち寄りください。

instagram.com/fushimiurushikobo

5月3日（火）～5日（木）
11:00～17:00
伏見漆工房 / 葉山町一色1922-1
伏見 眞樹
入場無料
046-876-3696
fushimiurushikobo@ybb.ne.jp

047 「食卓展 」
5days5hours 特別企画

HOUSE1891では、5月の5days5hours
の特別企画として「食卓展」を開催します。

鹿児島の工房しょうぶの器や木工・布製品、
信楽青年寮の器、木工作家須田さんの木べ
ら、旅先やご縁で出会った五感に響く美味
しいもの、愛用の食材・離島の塩や黒糖な
どなど。
HOUSE1891のキッチン・カフェでも活躍
する[食卓周り]のものが集まります。
日々の食卓を楽しく豊かにするものたちに
出逢いに来てください。

ランチやスィーツ・各種ドリンクが楽しめる
Cafe1891も5日間オープンします。

krama100.com

5月1日（日）～5日（木）
12:00～17:00
HOUSE1891 / 葉山町一色1891
クロマニヨン 森田 わかな
080-5058-4258
info@krama100.com

048 オリジナルの箸置きを作ろう
陶芸体験

葉山御用邸から徒歩 3分のところに
Gallery碧-aoがあります。
作家たちによる手作りの陶器や雑貨を展示
販売しています。
見るだけで楽しいユニークな作品もありま
すので、ぜひお立ち寄りください。

■オリジナルの箸置きを作ろう♪陶芸体験
お好きな植物や動物などをモチーフにオリ
ジナルの箸置きを作ってみませんか。お一人
様1作品となります。
お作り頂いた作品を後日窯で焼き、焼きあ
がりましたら郵送いたします。
（発送まで1ヶ月くらいお時間をいただきます）

gallery-ao.com
instagram.com/gallery_ao.r1

4月23日（土）～24日（日）、28日
（木）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
11:00～17:00
Gallery碧-ao / 葉山町下山口1511-3
磯部 千佳
WS: 1,500円+送料　（要予約）
最大4名
046-854-9862
info@gallery-ao.com
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一色海水浴場

大浜海水浴場

長者ヶ崎海水浴場

PataPri

一色BOAT HOUSE

一色BASE

❶小尾淳介写真展
写真家の小尾淳介が捉えたカリフォリニ
ア・ウエスト・コーストのカルチャー＆スタ
イルの写真展。
太平洋に面したアメリカ西海岸“カリフォル
ニア”の90年代カルチャー撮り下ろしの作
品から、同じく三浦半島の西海岸に位置す
る葉山の、似て非なるカルチャー＆スタイル
を、写真展から感じてみてください。

◆ライブトーク
「西海岸カルチャーに学ぶ、葉山の暮らし方」
Life Style of West Coast x Isshiki Hayama
小尾淳介 x 横山泰介
（開催日未定）

❷一色ボート×こどもの食卓Presents
「世界に一つだけのボート作り2022」
ボートにみんなで絵を自由に描く大好評企
画を今年も開催！今回のテーマは「世界」。
絵を書くことそしてボートに乗ることを通じ
て世界中の国々と海で繫がろう。葉山の子
どもたちの参加をお待ちしております！
ご予約は
isshikihayama.com/archives/1036
までアクセス！（雨天荒天中止）

◆集合場所：一色BASEデッキエリア
　下山口1506
◆開催場所：一色BOAT
　一色2038付け一色海岸

050 小尾淳介写真展
 “Life Style of West Coast 
x Isshiki Hayama”

一色ボート×こどもの食卓
Presents

「世界に一つだけの
ボート作り2022」

obijun.com
isshikihayama.com

❷4月29日（金）～5月1日（日）、
3日（火）～5日（木）
10:00～13:00
一色BOAT HOUSE / 一色海岸
一色BASE
はやま食卓プロジェクト
300円（子供用お弁当代として）
各回6名
070-8555-2038
isshikiboat@isshikihayama.com

❶4月23日（土）～5月15日（日）
11:00～22:00
一色BASE / 葉山町下山口1506
一色BASE・サインランゲージ（株）
飲食のご注文をください
046-876-6588
isshikibase@isshikihayama.com

051 PataPri & Mon Souk

モロッコ雑貨を扱う、Mon Souk（モンスー
ク）と共に、PataPriの再スタート。

パタプリのオリジナルデザインを、一枚一枚
手作業でスクリーンプリントしたタオルや小
物などの作品と、モロッコから買付けた雑貨
やオリジナルグッズの販売をします。

もし、スクリーンプリント体験をされる方
は、汚れてもいい格好でいらしてください。
　
ご希望の素材（Ｔシャツなど）の持ち込みも
可能です。

instagram.com/patapri5413
instagram.com/monsouk5413

4月23日（土）～24日（日）、29日
（金）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
12:00～18:00
自宅 / 横須賀市秋谷5413
Masako UEMURA
WS:1デザイン（ハンカチ）1,000円～
090-2741-3117
patapri@gmail.com
monsouk5413@gmail.com

052 音の歴史をたずねて

1878年に発明された音の原点エジソンの
蠟管蓄音器からSPレコード・LPレコ－ドの
アナログから現代のデジタルに至るまで音
の歴史を紐解いて真空管アンプにて再現し
ます。

その時代の巨匠たちの音楽の感動が今蘇り
ます。

ぜひお立ち寄りください。

●あなたの想い出の音源、SP/EP/LP/カ
セット/CDなど、レコ－ドをお持ちください。

4月29日（金）～5月7日（土）
10:00～17:00
展示アトリエ / 横須賀市秋谷5342-1
長者が崎ライオンズマンション505
（株）ハイフォニックミュ－ジックア－ト
無料
６名程度
090-3540-3112
highphonic77@gmail.com

053 neem「葉山和綿」
種まきWSと企画展

neemは秋谷にある和綿畑です。
綿（コットン）の国内自給率0％から一歩踏
み出す活動をします。
今回日本の固有種、和綿の種まきのワーク
ショップをします。その後畑にてピクニック
がてら綿繰りと糸紡ぎも体験できます。
昨年みんなでまいた種がたくさん実り、収
穫した綿で糸紡ぎや和綿のリース作りをし
ました。また紡績工場で綿を糸にして生地
を編み立ててもらいました。
仕上がった生地やneemの畑と活動を記録
した写真、地域の人たちと一緒に考え作っ
た手織りの作品などを森戸海岸のカフェ
under the palmoにて同時展示します。
（入場無料/ 葉山町堀内340）

neemorganic.jp

W.S.: 5月14日（土）雨天15日に順延
企画展： 5月13日（金）～21日（土）
10:00～13:00
（企画展は11:00～19:00／最終日は～18:00）
横須賀市秋谷neemの畑 / 要問合わせ
neem
WS: 1,500円（ヴィーガンスイーツとお茶付）
10名
090-8063-0154
shinohara@neemorganic.jp

054 海のギャラリーOPEN
神山豊「海洋彫刻展」

海洋彫刻家、神山豊のギャラリーが湘南国
際村にオープンしました！

海洋彫刻とは、木で創られた動かすことの
出来る海の生きものの彫刻です。

緑の風の中、ゆったりと泳ぐ海の生きものた
ちに会いに来て下さい♥

artsofkamiyama.jimdofree.com

5月3日（火）～5日（木）、7日（土）～
8日（日）、14日（土）～15日（日）
11:00～17:00
湘南国際村「海のギャラリー」 
/ 横須賀市湘南国際村1-1-7
海洋彫刻家　神山 豊
046-857-0809
y-kamiyama@ezweb.ne.jp
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Kamome beach houseアトリエ

the Hammock show room 

055 メキシカンハンモックを
試乗してみよ～

人里離れた子安の山の中にある
「the Hammock」のショールームにて
メキシカンハンモックの試乗販売会になり
ます。

当日、ホームページにもないレア商品もござ
います。

是非メキシカンハンモックを一度ご体感し
にいらしてください。

the-hammock.com

4月29日（金）～5月3日（火）
5月5日（木）
10:00～18:00
the Hammock show room 
/ 横須賀市子安8-1
（株）the Hammock
050-5539-7217
info@the-hammock.com

056 ハンカチ巾着100 個展
＋船チャーム

bagの工房です。

前半は選びぬいた
よりすぐりな生地たちで仕立てる
「ハンカチ 巾着 100個展」を開催します。

「＋色々のかたのお船のチャーム」たちも
並びます。
後半からは大小様々な
「布もの革ものbag」も並びます。

すべて1点物。
お気に入りの一つを見つけたください。

instagram.com/kamomeworks

5月3日（火）～8日（日）
5月13日（金）～16日（月）
12：00～17:00
Kamome beach houseアトリエ 
/ 横須賀市秋谷2-21-11
Kamome works 塩崎 めぐみ
090-9366-0929
Kamomeworks2006@yahoo.co.jp

057 月夜の影踏み

「ひょっこりひょうたん島」の人形作家・現代
美術家の片岡昌の仕事場をそのまま使った
アトリエギャラリーです。
テレビや舞台で活躍した人形たちも、色々
展示します。

◆今年も人形劇の野外公演をします。
5月7日（土）14時～（雨天の場合5月8日）。
東京都ヘブンアーティスト認定のヂバドロ・
アノさんの大評判の作品「LEO」です。
乞うご期待！！
大人向けですが、子供も楽しめますよ。

note.mu/atelier
「ひょうたん島後記」毎月初めに連載中

4月23日（土）～24日（日）、29日
（金）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
12:00～日没
島立美術館ヨコスカ西海岸 
/ 横須賀市秋谷1-22-19
池田 良
入場無料/人形劇:16歳以上1,000円
小中学生500円
046-857-6506
koyomihakase@ｄrumsoft.com

058 海へと続く写真の小径2022
 （The small PhotoRoad to the Beach）

写真家 江口善通氏を中心とした写真集団に
よる写真の野外展示です。
Zentsu Eguchi Creative Stadioから芦
名漁港へと続く小径にたくさんの写真を展
示するイベントです。
昨年は通学の子供たちや立ち寄っていただ
けた方々の感嘆の声や喜びをダイレクトに
感じられる素敵な写真展になりました。
今年も防水処理されたプリント作品が並び
ます。また、ゴールデンウイークにはフリー
マーケット、終了日には展示写真を差し上げ
る企画も予定しております。
今年も、いっぱいの写真に
囲まれた小径へどうぞお越
しください。

zentsueguchi.com/event

4月29日（金）～5月15日（日）
24時間展示
Zentsu Eguchi Creative Studio（通称 
芦名ベース）周辺 / 横須賀市芦名1-7
ペンタックスリコーF.C. AZUR
080‐3397‐7227
info@zentsueguchi.com

060 海を感じるインテリア

鉄工房ancremeublesによる
アイアン/真鍮と古材を組み合わせて
製作をしたオリジナル家具の展示販売。

instagram.com/ancremeubles

4月28日（木）～5月3日（火）
11:00～17:00
ancre meubles 
/ 横須賀市佐島2-16-18
ancre meubles（アンクルムーブル）
090-3572-8368
ancremeubles@gmail.com

059 裏庭倶楽部

不定期で開催中の裏庭古着マーケット！

ジャンルレスな奇天烈古着
ご用意しております。

そして、地元の素材を使ったおつまみと
お酒をご堪能しにいらして下さい。

沢山の出会いを楽しみに
お待ちしております。

instagram.com/uraniwa_club

4月26日（火）～27日（水）、5月3日
（火）～4日（水）、10日（火）～11日（水）
12:00～19:00
自宅裏庭 / 横須賀市芦名1-12-5
見上 正彦 / 井上 用子
入場無料
090-9231-4746
matchiiii69@gmail.com
psychostitica@gmail.com
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長者ヶ崎海水浴場

PataPri

一色BOAT HOUSE

一色BASE

❶小尾淳介写真展
写真家の小尾淳介が捉えたカリフォリニ
ア・ウエスト・コーストのカルチャー＆スタ
イルの写真展。
太平洋に面したアメリカ西海岸“カリフォル
ニア”の90年代カルチャー撮り下ろしの作
品から、同じく三浦半島の西海岸に位置す
る葉山の、似て非なるカルチャー＆スタイル
を、写真展から感じてみてください。

◆ライブトーク
「西海岸カルチャーに学ぶ、葉山の暮らし方」
Life Style of West Coast x Isshiki Hayama
小尾淳介 x 横山泰介
（開催日未定）

❷一色ボート×こどもの食卓Presents
「世界に一つだけのボート作り2022」
ボートにみんなで絵を自由に描く大好評企
画を今年も開催！今回のテーマは「世界」。
絵を書くことそしてボートに乗ることを通じ
て世界中の国々と海で繫がろう。葉山の子
どもたちの参加をお待ちしております！
ご予約は
isshikihayama.com/archives/1036
までアクセス！（雨天荒天中止）

◆集合場所：一色BASEデッキエリア
　下山口1506
◆開催場所：一色BOAT
　一色2038付け一色海岸

050 小尾淳介写真展
 “Life Style of West Coast 
x Isshiki Hayama”

一色ボート×こどもの食卓
Presents

「世界に一つだけの
ボート作り2022」

obijun.com
isshikihayama.com

❷4月29日（金）～5月1日（日）、
3日（火）～5日（木）
10:00～13:00
一色BOAT HOUSE / 一色海岸
一色BASE
はやま食卓プロジェクト
300円（子供用お弁当代として）
各回6名
070-8555-2038
isshikiboat@isshikihayama.com

❶4月23日（土）～5月15日（日）
11:00～22:00
一色BASE / 葉山町下山口1506
一色BASE・サインランゲージ（株）
飲食のご注文をください
046-876-6588
isshikibase@isshikihayama.com

051 PataPri & Mon Souk

モロッコ雑貨を扱う、Mon Souk（モンスー
ク）と共に、PataPriの再スタート。

パタプリのオリジナルデザインを、一枚一枚
手作業でスクリーンプリントしたタオルや小
物などの作品と、モロッコから買付けた雑貨
やオリジナルグッズの販売をします。

もし、スクリーンプリント体験をされる方
は、汚れてもいい格好でいらしてください。
　
ご希望の素材（Ｔシャツなど）の持ち込みも
可能です。

instagram.com/patapri5413
instagram.com/monsouk5413

4月23日（土）～24日（日）、29日
（金）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
12:00～18:00
自宅 / 横須賀市秋谷5413
Masako UEMURA
WS:1デザイン（ハンカチ）1,000円～
090-2741-3117
patapri@gmail.com
monsouk5413@gmail.com

052 音の歴史をたずねて

1878年に発明された音の原点エジソンの
蠟管蓄音器からSPレコード・LPレコ－ドの
アナログから現代のデジタルに至るまで音
の歴史を紐解いて真空管アンプにて再現し
ます。

その時代の巨匠たちの音楽の感動が今蘇り
ます。

ぜひお立ち寄りください。

●あなたの想い出の音源、SP/EP/LP/カ
セット/CDなど、レコ－ドをお持ちください。

4月29日（金）～5月7日（土）
10:00～17:00
展示アトリエ / 横須賀市秋谷5342-1
長者が崎ライオンズマンション505
（株）ハイフォニックミュ－ジックア－ト
無料
６名程度
090-3540-3112
highphonic77@gmail.com

053 neem「葉山和綿」
種まきWSと企画展

neemは秋谷にある和綿畑です。
綿（コットン）の国内自給率0％から一歩踏
み出す活動をします。
今回日本の固有種、和綿の種まきのワーク
ショップをします。その後畑にてピクニック
がてら綿繰りと糸紡ぎも体験できます。
昨年みんなでまいた種がたくさん実り、収
穫した綿で糸紡ぎや和綿のリース作りをし
ました。また紡績工場で綿を糸にして生地
を編み立ててもらいました。
仕上がった生地やneemの畑と活動を記録
した写真、地域の人たちと一緒に考え作っ
た手織りの作品などを森戸海岸のカフェ
under the palmoにて同時展示します。
（入場無料/ 葉山町堀内340）

neemorganic.jp

W.S.: 5月14日（土）雨天15日に順延
企画展： 5月13日（金）～21日（土）
10:00～13:00
（企画展は11:00～19:00／最終日は～18:00）
横須賀市秋谷neemの畑 / 要問合わせ
neem
WS: 1,500円（ヴィーガンスイーツとお茶付）
10名
090-8063-0154
shinohara@neemorganic.jp

054 海のギャラリーOPEN
神山豊「海洋彫刻展」

海洋彫刻家、神山豊のギャラリーが湘南国
際村にオープンしました！

海洋彫刻とは、木で創られた動かすことの
出来る海の生きものの彫刻です。

緑の風の中、ゆったりと泳ぐ海の生きものた
ちに会いに来て下さい♥

artsofkamiyama.jimdofree.com

5月3日（火）～5日（木）、7日（土）～
8日（日）、14日（土）～15日（日）
11:00～17:00
湘南国際村「海のギャラリー」 
/ 横須賀市湘南国際村1-1-7
海洋彫刻家　神山 豊
046-857-0809
y-kamiyama@ezweb.ne.jp
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島立美術館ヨコスカ西海岸

Kamome beach houseアトリエ

the Hammock show room 

055 メキシカンハンモックを
試乗してみよ～

人里離れた子安の山の中にある
「the Hammock」のショールームにて
メキシカンハンモックの試乗販売会になり
ます。

当日、ホームページにもないレア商品もござ
います。

是非メキシカンハンモックを一度ご体感し
にいらしてください。

the-hammock.com

4月29日（金）～5月3日（火）
5月5日（木）
10:00～18:00
the Hammock show room 
/ 横須賀市子安8-1
（株）the Hammock
050-5539-7217
info@the-hammock.com

056 ハンカチ巾着100 個展
＋船チャーム

bagの工房です。

前半は選びぬいた
よりすぐりな生地たちで仕立てる
「ハンカチ 巾着 100個展」を開催します。

「＋色々のかたのお船のチャーム」たちも
並びます。
後半からは大小様々な
「布もの革ものbag」も並びます。

すべて1点物。
お気に入りの一つを見つけたください。

instagram.com/kamomeworks

5月3日（火）～8日（日）
5月13日（金）～16日（月）
12：00～17:00
Kamome beach houseアトリエ 
/ 横須賀市秋谷2-21-11
Kamome works 塩崎 めぐみ
090-9366-0929
Kamomeworks2006@yahoo.co.jp

057 月夜の影踏み

「ひょっこりひょうたん島」の人形作家・現代
美術家の片岡昌の仕事場をそのまま使った
アトリエギャラリーです。
テレビや舞台で活躍した人形たちも、色々
展示します。

◆今年も人形劇の野外公演をします。
5月7日（土）14時～（雨天の場合5月8日）。
東京都ヘブンアーティスト認定のヂバドロ・
アノさんの大評判の作品「LEO」です。
乞うご期待！！
大人向けですが、子供も楽しめますよ。

note.mu/atelier
「ひょうたん島後記」毎月初めに連載中

4月23日（土）～24日（日）、29日
（金）～5月1日（日）、3日（火）～8日
（日）、13日（金）～15日（日）
12:00～日没
島立美術館ヨコスカ西海岸 
/ 横須賀市秋谷1-22-19
池田 良
入場無料/人形劇:16歳以上1,000円
小中学生500円
046-857-6506
koyomihakase@ｄrumsoft.com

058 海へと続く写真の小径2022
 （The small PhotoRoad to the Beach）

写真家 江口善通氏を中心とした写真集団に
よる写真の野外展示です。
Zentsu Eguchi Creative Stadioから芦
名漁港へと続く小径にたくさんの写真を展
示するイベントです。
昨年は通学の子供たちや立ち寄っていただ
けた方々の感嘆の声や喜びをダイレクトに
感じられる素敵な写真展になりました。
今年も防水処理されたプリント作品が並び
ます。また、ゴールデンウイークにはフリー
マーケット、終了日には展示写真を差し上げ
る企画も予定しております。
今年も、いっぱいの写真に
囲まれた小径へどうぞお越
しください。

zentsueguchi.com/event

4月29日（金）～5月15日（日）
24時間展示
Zentsu Eguchi Creative Studio（通称 
芦名ベース）周辺 / 横須賀市芦名1-7
ペンタックスリコーF.C. AZUR
080‐3397‐7227
info@zentsueguchi.com

060 海を感じるインテリア

鉄工房ancremeublesによる
アイアン/真鍮と古材を組み合わせて
製作をしたオリジナル家具の展示販売。

instagram.com/ancremeubles

4月28日（木）～5月3日（火）
11:00～17:00
ancre meubles 
/ 横須賀市佐島2-16-18
ancre meubles（アンクルムーブル）
090-3572-8368
ancremeubles@gmail.com

059 裏庭倶楽部

不定期で開催中の裏庭古着マーケット！

ジャンルレスな奇天烈古着
ご用意しております。

そして、地元の素材を使ったおつまみと
お酒をご堪能しにいらして下さい。

沢山の出会いを楽しみに
お待ちしております。

instagram.com/uraniwa_club

4月26日（火）～27日（水）、5月3日
（火）～4日（水）、10日（火）～11日（水）
12:00～19:00
自宅裏庭 / 横須賀市芦名1-12-5
見上 正彦 / 井上 用子
入場無料
090-9231-4746
matchiiii69@gmail.com
psychostitica@gmail.com
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April May

Hayama PhotoAction

青空アート市 ①PART-1　②PART-2

よいみやまつり・ペタシグループ

影絵あそび

ガイドツアー

Local Action Forum

EAT LOCAL MARCHE

生誕100年　朝倉摂

山口蓬春と四季の移ろい ̶蓬春が描いた自然の息吹̶

オルフェオの音風景 辻康介と葉山古楽婦人会

カノンのマルシェ

布施月子　個展「ハナトシロクマ」

MONJI open house

葉山と逗子の手しごと展

海辺のカルチャー体験ZUSHI BEACH

赤い橋ぎゃらりーの芸術展

CHILL OUT 2022 写真展

逗子の写真館でセルフシャッター撮影！

葉山ファクトリーOPENWEEK2022

hiziki の「家」展＋土居大記個展 Marking work

Pondering Seeds of Hope・Ula Shibazaki のMixメディア絵画展

お庭でアート市

Rainbow of Jewels

石窯でピザ焼きワークショップ

空・空間をアートによりみんなで輝かせる

フェルト小物から考える世界のこどもたちのこと

SPACE AO ART３部作展　（展示・販売）

第１回 SDGs フェスティバル in HAYAMA

木と花とコーヒーのわくわくShop

真砂秀朗 書画と音展

「真砂三千代　茶衣」展

Life afa-Medicine Colors-

シーサイド葉山＋ラ・プラージュプレゼンツ　海辺でボサノバ

葉山の海を知り、『海の家』を描こう！

葉山クロスロード ブルースロックライブ YouTube配信

茶の湯は自由だ！ONLINEオルタナお茶会collection

町田謙介ライブ Fromイハリウムコアジロギャラリー

5/22
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5/18

日程未定（WEBにて）

instagramにて確認
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NATURE CALLS & HAYAMA TIME

もしもスペース

Intaime x ありがとう葉山

Conejo の世界 2022

首藤教之個展

C’ est le poème特別展『Art＆ Antiques』

お気軽お茶会～竪琴とArt と舞と古民家～

ー古民家で聴くー中世ヨーロッパの吟遊詩人

ゆる中医学と季節の食養生ランチBOX

AKchoir 野外ライブ

2022年めだかフェスティバル

Tap your potential ！可能性をひきだそう！

天空洞のツボ

音楽とアート・美の世界

「海のアトリエ」水彩画展示とお庭公開

古民家でまったりワークショップVol.9

草庭オープンガーデン

異次元民芸創作所 & ebico

Lydlys アトリエオープンデー

佐藤正治写真展＝葉山の風景＝

シーグラス癒し雑貨withミント号

「ミユキハウス」手作り絵本と手作り雑貨

URUSHI WORKS

「食卓展 」5days5hours 特別企画

オリジナルの箸置きを作ろう陶芸体験

木製カヤック、カヌー、SUP、作って遊ぶ

①小尾淳介写真展　②「世界に一つだけのボート作り2022」

PataPri & Mon Souk

音の歴史をたずねて

①neem「葉山和綿」種まきWS　②企画展

海のギャラリーOPEN神山豊「海洋彫刻展」

メキシカンハンモックを試乗してみよ～

ハンカチ巾着100個展＋船チャーム

月夜の影踏み

海へと続く写真の小径2022

裏庭倶楽部

海を感じるインテリア

5/21

5/16

①

①

② ②

②
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April May

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

April May

NATURE CALLS & HAYAMA TIME

もしもスペース

Intaime x ありがとう葉山

Conejo の世界 2022

首藤教之個展

C’ est le poème特別展『Art＆ Antiques』

お気軽お茶会～竪琴とArt と舞と古民家～

ー古民家で聴くー中世ヨーロッパの吟遊詩人

ゆる中医学と季節の食養生ランチBOX

AKchoir 野外ライブ

2022年めだかフェスティバル

Tap your potential ！可能性をひきだそう！

天空洞のツボ

音楽とアート・美の世界

「海のアトリエ」水彩画展示とお庭公開

古民家でまったりワークショップVol.9

草庭オープンガーデン

異次元民芸創作所 & ebico

Lydlys アトリエオープンデー

佐藤正治写真展＝葉山の風景＝

シーグラス癒し雑貨withミント号

「ミユキハウス」手作り絵本と手作り雑貨

URUSHI WORKS

「食卓展 」5days5hours 特別企画

オリジナルの箸置きを作ろう陶芸体験

木製カヤック、カヌー、SUP、作って遊ぶ

①小尾淳介写真展　②「世界に一つだけのボート作り2022」

PataPri & Mon Souk

音の歴史をたずねて

①neem「葉山和綿」種まきWS　②企画展

海のギャラリーOPEN神山豊「海洋彫刻展」

メキシカンハンモックを試乗してみよ～

ハンカチ巾着100個展＋船チャーム

月夜の影踏み

海へと続く写真の小径2022

裏庭倶楽部

海を感じるインテリア

5/21

5/16

①

①

② ②

②
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屋台村
フードコーナー
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イベント本部
ドリンクコーナー

10:00～17:00

青空
アート市
PART2

入場
無料

雨天
決行

11:00～17:00

屋台村
フードコーナー

Part 2

青空アート市 5月14日（土）/15日（日）
森山神社境内と一色会館
協力 ： 森山神社氏子会、玉蔵院、神社周辺の皆さま

5 / 14
    sat.

MAP

01-陶工房　扇屋／陶器
02-ton-toko-tonton／籐のかご、アクセサリー
03-
04-Craft A／普段使いの陶器販売
05-鎌倉木貨／ハンドメイドの木工雑貨
06-麻、一家～maicca～／麻ひものバッグや小物
07-あしがらWood works／木の家具、木の雑貨
08-こばと製作所／お子さま向けWS、木工雑貨
09-n.beige／写真盾や雑貨、シー陶器のアクセサリー
10-Plateau／さしこ小物、さしこバッグ、雑貨など
11-Yumtso／草木染め衣料、体に優しい素材の服
12-Linka／タイの草木染め衣料とアジアン生活雑貨
13-La-La-Be／非加熱はちみつ、デーツ、ベーグ
14-Artemis/Korosuke／天然石とパールの小物
15-tre・Irie candle／手作りアクセサリー、キャンドル
16-Sayuri's／手作りブローチ、人形、石やビーズの小物
17-dryflower to U／ドライフラワーのリースやブーケ
18-green hum ＋ Ao.／エプロン＋appliqué、ｔ-shirt
19-tanetane／草木染・彫金（服、小物、アクセサリー）
20-fieldrich／真鍮雑貨と天然石のアクセサリー
21-atelier aya／インディゴブルーの陶器
22-yajimaima／陶器
23-rit. aroma works／精油の香りアイテムとWS
24-manis fan club／森をつくるカゴバッグ
25-mama afirica／アフリカ布の手作り服飾雑貨
26-flip flop／アラジンパンツ、大人ガーリーなアイテム
27-オンプリュ／ケニアの手仕事サイザルバスケット
28-wakka／古道具
29-UND／古道具、オブジェ
30-PONNALET&Work With／クロマー、雑貨、木工
31-手ぬぐいりんりん／オリジナル柄の注染手ぬぐい等
32-pata pata／さをり織りのWSと作品販売
33-歌うヨガ文ちゃん／ウクレレで歌うヨガ（キールタン）
34-
35-
36-IroDorI／とんぼ玉やガラスのアクセサリー
37-コナヤ／カナモノ工作
38-MAKIBA／ふんどしショーツや草木染ターバンなど
39-TARDxSawaBricoleur／木工・布レザークラフト
40-Gypsöphila／ハンドメイドアクセサリー、小物
41-
42-まめかわ工房／刺しゅうを施した布小物
43-la me’re cotton／布バッグと小物
44-coco Room closet／古着とリメイクアイテム
45-iandada／気持ちのよい衣類と日用品
46-えん-eN-／ワイヤーワークとマクラメのジュエリー
47-Hito_to_ki kobo／ドライフラワープリザーブド
48-ぼぉわんく雑貨～ぶぶのちいさなむら～／粘土小物
49-翠梟屋／銀、真鍮や銅などの金属アクセサリ小物
50-OKIHAUS-沖の家-／活版印刷体験と手作り雑貨
51-noic／ビーズ編みのアクセサリー、耳飾りなど
52-とぼねる／陶器と磁器
53-ハナヤ／藍や着物を使ったアクセサリー、刺し子小物
54-Many a little／エシカルな雑貨と食品
55-布と糸 みさを／麻や綿の服やエプロン、布小物
56-Poche／レザーバッグ・レザーグッズ
57-彩華／スワロフスキーのデコアート、アクセサリー
58-たゆや／鍛金、彫金、ワイヤークラフトの金属装身具

むすびや／酒類
たこ焼き花車／たこせん
ami hayama／ナチュラルワイン、おつまみ
cocina／沖縄そば
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー、コーヒー豆
葉山マラサダKUJIRAYAH／ハワイのマラサダドーナツ
YavaS農園／特製ハンバーガー
あづみ野タレ研究所／菜食白胡麻タンタン麺
フィフティーンブルワリー／樽詰めのクラフトビール
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース
ビーチマフィン／vegan foods & vegan muffin
まるお／焼豚
HAYAMA BREAD Club／サンドイッチ、タピオカドリンク
タイ料理889／タイ料理、スムージー
和酒ビストロKOYA／特製春巻き

森山神社境内イベント
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イベント本部
ドリンクコーナー

10:00～17:00

青空
アート市
PART2

11:00～17:00

屋台村
フードコーナー

5 / 15
    sun.

MAP

青空アート市

※神社境内を汚さないよう気をつけましょう。
小さなゴミ袋を持参ください。 
●フードブース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、
カップをお持ちください。 
●境内と会場内は禁煙です。
●パーキング(旧役場)は参加者用です。 
●飲酒での運転はお断りします。 

マイ箸
マイ皿
マイカップ
大歓迎

むすびや／酒類
たこ焼き花車／たこせん
ami hayama／ナチュラルワイン、おつまみ
cocina／沖縄そば
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー、コーヒー豆
fish disco 桜花丸／葉山産さざえと地魚料理
3pm・さんじ with えるしい／グルテンフリーおやつ
あづみ野タレ研究所／菜食白胡麻タンタン麺
フィフティーンブルワリー／樽詰めのクラフトビール
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース
AMIGO Kitchen＆Market／クスクスと煮込み
まるお／焼豚
HAYAMA BREAD Club／サンドイッチ、タピオカドリンク
タイ料理889／タイ料理、スムージー
和酒ビストロKOYA／特製春巻き

01-陶工房　扇屋／陶器
02-イズムイズム／焼成タイプ樹脂粘土のアクセサリー
03-
04-Craft A／普段使いの陶器販売
05-鎌倉木貨／ハンドメイドの木工雑貨
06-麻、一家～maicca～／麻ひものバッグや小物
07-あしがらWood works／木の家具、木の雑貨
08-こばと製作所／お子さま向けWS、木工雑貨
09-n.beige／写真盾や雑貨、シー陶器のアクセサリー
10-Plateau／さしこ小物、さしこバッグ、雑貨など
11-Yumtso／草木染め衣料、体に優しい素材の服
12-Linka／タイの草木染め衣料とアジアン生活雑貨
13-La-La-Be／非加熱はちみつ、デーツ、ベーグ
14-Artemis/Korosuke／天然石とパールの小物
15-tre・Irie candle／手作りアクセサリー、キャンドル
16-Sayuri's／手作りブローチ、人形、石やビーズの小物
17-dryflower to U／ドライフラワーのリースやブーケ
18-green hum ＋ Ao.／プロン＋appliqué、ｔ-shirt
19-tanetane／草木染・彫金（服、小物、アクセサリー）
20-fieldrich／真鍮雑貨と天然石のアクセサリー
21-ekolu／陶器
22-yajimaima／陶器
23-rit. aroma works／精油の香りアイテムとWS
24-manis fan club／森をつくるカゴバッグ
25-chahat／インド、ネパールの雑貨
26-flip flop／アラジンパンツ、大人ガーリーなアイテム
27-オンプリュ／ケニアの手仕事サイザルバスケット
28-wakka／古道具
29-UND／古道具、オブジェ
30-PONNALET&Work With／クロマー、雑貨、木工
31-手ぬぐいりんりん／オリジナル柄の注染手ぬぐい等
32-pata pata／さをり織りのWSと作品販売
33-歌うヨガ文ちゃん／ウクレレで歌うヨガ（キールタン）
34-
35-
36-IroDorI／とんぼ玉やガラスのアクセサリー
37-コナヤ／カナモノ工作
38-ばあちゃん農場オーガビラ／特別栽培フルーツ、野菜
39-TARDxSawaBricoleur／木工・布レザークラフト
40-Gypsöphila／ハンドメイドアクセサリー、小物
41-
42-まめかわ工房／刺しゅうを施した布小物
43-la me’re cotton／布バッグと小物
44-coco Room closet／古着とリメイクアイテム
45-HONU TIME Company／ウミガメモチーフ雑貨
46-えん-eN-／ワイヤーワークとマクラメのジュエリー
47-Hito_to_ki kobo／ドライフラワープリザーブド
48-ぼぉわんく雑貨～ぶぶのちいさなむら～／粘土小物
49-翠梟屋／銀、真鍮や銅などの金属アクセサリ小物
50-OKIHAUS-沖の家-／活版印刷体験と手作り雑貨
51-noic／ビーズ編みのアクセサリー、耳飾りなど
52-とぼねる／陶器と磁器
53-ハナヤ／藍や着物を使ったアクセサリー、刺し子小物
54-Studio Nico／装身具
55-布と糸 みさを／麻や綿の服やエプロン、布小物
56-Poche／レザーバッグ・レザーグッズ
57-
58-たゆや／鍛金、彫金、ワイヤークラフトの金属装身具

森山神社境内イベント

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。
最上段の本殿から見渡せる里山と海、そして境内へ
と目を移せば、そこには劇場的な空間が広がっていま
す。葉山芸術祭にとって森山神社は中心的な存在で
あり、青空アート市は最も人気のイベントです。
手づくりの各種クラフトやアート作品のブースが参道
や境内にぎっしりと並び、広場では地元のフード類が
屋台村となって参加します。
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イベント本部
ドリンクコーナー

10:00～17:00

青空
アート市
PART2

入場
無料

雨天
決行

11:00～17:00

屋台村
フードコーナー

Part 2

青空アート市 5月14日（土）/15日（日）
森山神社境内と一色会館
協力 ： 森山神社氏子会、玉蔵院、神社周辺の皆さま

5 / 14
    sat.

MAP

01-陶工房　扇屋／陶器
02-ton-toko-tonton／籐のかご、アクセサリー
03-
04-Craft A／普段使いの陶器販売
05-鎌倉木貨／ハンドメイドの木工雑貨
06-麻、一家～maicca～／麻ひものバッグや小物
07-あしがらWood works／木の家具、木の雑貨
08-こばと製作所／お子さま向けWS、木工雑貨
09-n.beige／写真盾や雑貨、シー陶器のアクセサリー
10-Plateau／さしこ小物、さしこバッグ、雑貨など
11-Yumtso／草木染め衣料、体に優しい素材の服
12-Linka／タイの草木染め衣料とアジアン生活雑貨
13-La-La-Be／非加熱はちみつ、デーツ、ベーグ
14-Artemis/Korosuke／天然石とパールの小物
15-tre・Irie candle／手作りアクセサリー、キャンドル
16-Sayuri's／手作りブローチ、人形、石やビーズの小物
17-dryflower to U／ドライフラワーのリースやブーケ
18-green hum ＋ Ao.／エプロン＋appliqué、ｔ-shirt
19-tanetane／草木染・彫金（服、小物、アクセサリー）
20-fieldrich／真鍮雑貨と天然石のアクセサリー
21-atelier aya／インディゴブルーの陶器
22-yajimaima／陶器
23-rit. aroma works／精油の香りアイテムとWS
24-manis fan club／森をつくるカゴバッグ
25-mama afirica／アフリカ布の手作り服飾雑貨
26-flip flop／アラジンパンツ、大人ガーリーなアイテム
27-オンプリュ／ケニアの手仕事サイザルバスケット
28-wakka／古道具
29-UND／古道具、オブジェ
30-PONNALET&Work With／クロマー、雑貨、木工
31-手ぬぐいりんりん／オリジナル柄の注染手ぬぐい等
32-pata pata／さをり織りのWSと作品販売
33-歌うヨガ文ちゃん／ウクレレで歌うヨガ（キールタン）
34-
35-
36-IroDorI／とんぼ玉やガラスのアクセサリー
37-コナヤ／カナモノ工作
38-MAKIBA／ふんどしショーツや草木染ターバンなど
39-TARDxSawaBricoleur／木工・布レザークラフト
40-Gypsöphila／ハンドメイドアクセサリー、小物
41-
42-まめかわ工房／刺しゅうを施した布小物
43-la me’re cotton／布バッグと小物
44-coco Room closet／古着とリメイクアイテム
45-iandada／気持ちのよい衣類と日用品
46-えん-eN-／ワイヤーワークとマクラメのジュエリー
47-Hito_to_ki kobo／ドライフラワープリザーブド
48-ぼぉわんく雑貨～ぶぶのちいさなむら～／粘土小物
49-翠梟屋／銀、真鍮や銅などの金属アクセサリ小物
50-OKIHAUS-沖の家-／活版印刷体験と手作り雑貨
51-noic／ビーズ編みのアクセサリー、耳飾りなど
52-とぼねる／陶器と磁器
53-ハナヤ／藍や着物を使ったアクセサリー、刺し子小物
54-Many a little／エシカルな雑貨と食品
55-布と糸 みさを／麻や綿の服やエプロン、布小物
56-Poche／レザーバッグ・レザーグッズ
57-彩華／スワロフスキーのデコアート、アクセサリー
58-たゆや／鍛金、彫金、ワイヤークラフトの金属装身具

むすびや／酒類
たこ焼き花車／たこせん
ami hayama／ナチュラルワイン、おつまみ
cocina／沖縄そば
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー、コーヒー豆
葉山マラサダKUJIRAYAH／ハワイのマラサダドーナツ
YavaS農園／特製ハンバーガー
あづみ野タレ研究所／菜食白胡麻タンタン麺
フィフティーンブルワリー／樽詰めのクラフトビール
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース
ビーチマフィン／vegan foods & vegan muffin
まるお／焼豚
HAYAMA BREAD Club／サンドイッチ、タピオカドリンク
タイ料理889／タイ料理、スムージー
和酒ビストロKOYA／特製春巻き

森山神社境内イベント
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屋台村
フードコーナー

5 / 15
    sun.

MAP

青空アート市

※神社境内を汚さないよう気をつけましょう。
小さなゴミ袋を持参ください。 
●フードブース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、
カップをお持ちください。 
●境内と会場内は禁煙です。
●パーキング(旧役場)は参加者用です。 
●飲酒での運転はお断りします。 

マイ箸
マイ皿
マイカップ
大歓迎

むすびや／酒類
たこ焼き花車／たこせん
ami hayama／ナチュラルワイン、おつまみ
cocina／沖縄そば
RICE AND PEAS／ジャマイカンプレート
THE FIVE☆BEANS／コーヒー、コーヒー豆
fish disco 桜花丸／葉山産さざえと地魚料理
3pm・さんじ with えるしい／グルテンフリーおやつ
あづみ野タレ研究所／菜食白胡麻タンタン麺
フィフティーンブルワリー／樽詰めのクラフトビール
メシカシー／スパイス煮込料理、酵素ジュース
AMIGO Kitchen＆Market／クスクスと煮込み
まるお／焼豚
HAYAMA BREAD Club／サンドイッチ、タピオカドリンク
タイ料理889／タイ料理、スムージー
和酒ビストロKOYA／特製春巻き

01-陶工房　扇屋／陶器
02-イズムイズム／焼成タイプ樹脂粘土のアクセサリー
03-
04-Craft A／普段使いの陶器販売
05-鎌倉木貨／ハンドメイドの木工雑貨
06-麻、一家～maicca～／麻ひものバッグや小物
07-あしがらWood works／木の家具、木の雑貨
08-こばと製作所／お子さま向けWS、木工雑貨
09-n.beige／写真盾や雑貨、シー陶器のアクセサリー
10-Plateau／さしこ小物、さしこバッグ、雑貨など
11-Yumtso／草木染め衣料、体に優しい素材の服
12-Linka／タイの草木染め衣料とアジアン生活雑貨
13-La-La-Be／非加熱はちみつ、デーツ、ベーグ
14-Artemis/Korosuke／天然石とパールの小物
15-tre・Irie candle／手作りアクセサリー、キャンドル
16-Sayuri's／手作りブローチ、人形、石やビーズの小物
17-dryflower to U／ドライフラワーのリースやブーケ
18-green hum ＋ Ao.／プロン＋appliqué、ｔ-shirt
19-tanetane／草木染・彫金（服、小物、アクセサリー）
20-fieldrich／真鍮雑貨と天然石のアクセサリー
21-ekolu／陶器
22-yajimaima／陶器
23-rit. aroma works／精油の香りアイテムとWS
24-manis fan club／森をつくるカゴバッグ
25-chahat／インド、ネパールの雑貨
26-flip flop／アラジンパンツ、大人ガーリーなアイテム
27-オンプリュ／ケニアの手仕事サイザルバスケット
28-wakka／古道具
29-UND／古道具、オブジェ
30-PONNALET&Work With／クロマー、雑貨、木工
31-手ぬぐいりんりん／オリジナル柄の注染手ぬぐい等
32-pata pata／さをり織りのWSと作品販売
33-歌うヨガ文ちゃん／ウクレレで歌うヨガ（キールタン）
34-
35-
36-IroDorI／とんぼ玉やガラスのアクセサリー
37-コナヤ／カナモノ工作
38-ばあちゃん農場オーガビラ／特別栽培フルーツ、野菜
39-TARDxSawaBricoleur／木工・布レザークラフト
40-Gypsöphila／ハンドメイドアクセサリー、小物
41-
42-まめかわ工房／刺しゅうを施した布小物
43-la me’re cotton／布バッグと小物
44-coco Room closet／古着とリメイクアイテム
45-HONU TIME Company／ウミガメモチーフ雑貨
46-えん-eN-／ワイヤーワークとマクラメのジュエリー
47-Hito_to_ki kobo／ドライフラワープリザーブド
48-ぼぉわんく雑貨～ぶぶのちいさなむら～／粘土小物
49-翠梟屋／銀、真鍮や銅などの金属アクセサリ小物
50-OKIHAUS-沖の家-／活版印刷体験と手作り雑貨
51-noic／ビーズ編みのアクセサリー、耳飾りなど
52-とぼねる／陶器と磁器
53-ハナヤ／藍や着物を使ったアクセサリー、刺し子小物
54-Studio Nico／装身具
55-布と糸 みさを／麻や綿の服やエプロン、布小物
56-Poche／レザーバッグ・レザーグッズ
57-
58-たゆや／鍛金、彫金、ワイヤークラフトの金属装身具

森山神社境内イベント

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。
最上段の本殿から見渡せる里山と海、そして境内へ
と目を移せば、そこには劇場的な空間が広がっていま
す。葉山芸術祭にとって森山神社は中心的な存在で
あり、青空アート市は最も人気のイベントです。
手づくりの各種クラフトやアート作品のブースが参道
や境内にぎっしりと並び、広場では地元のフード類が
屋台村となって参加します。
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主催企画



cheerful bird
葉山町堀内936　045-801-1255
11:00～17:00　月火・休

Life afa
葉山町堀内858　046-875-6927
11:00～18:00　月火水・休

タントテンポ
葉山町堀内744-7　046-801-3620
9:00～18:00　水・第3火木・休

陸の家OASIS
葉山町堀内1014　046-807-0164
12:00～23:00　不定休

花とんぼ
ショップ未定

一色BASE
葉山町下山口1506　046-876-6588
11:00～22:00　無休

カノンハウス鎌倉
鎌倉市浄明寺3-10-37　050-1103-8954
10:00～18:00　月・休

chahat ズシ
逗子市小坪1-1-10　046-870-3127
12:00～18:00　水・休

魚　勝
逗子市逗子7-13-23　046-871-2302
11:30～14:30　17:00～21:00
火・休（祝祭日営業）

Blue Moon Zushi
逗子市逗子5-1-13　046-873-9915 
17:30～23:00　水・休

陰陽洞
逗子市逗子6-2-5　046-873-7137
10:00～19:00　日・休

Beach Muffin
逗子市桜山8-3-22　046-872-5204
11:00～18:00　月火水・休

風早茶房
葉山町堀内648　046-890-0499
11:30～16:00　水木金土・休

【 このガイドブックの使い方 】　●このガイドブックは企画カテゴリーと地区別に分かれ、さらに色分けされています。　
●各企画とサポートショップの番号・アルファベットは地図と対応しています。　●このガイドブックはＧマークが付いたガイドブック設置所またはサポートショップで入手できます。　
●葉山芸術祭公式ホームページでは最新情報などもご覧になれますのでご利用下さい。　また、ガイドブックはホームページからPDFでダウンロードすることもできます。（無料）

サ ポ ー ト シ ョッ プ協 賛 企 業 ガ イ ド ブ ッ ク 設 置 所

COCO-HOUSE 葉山店
葉山町長柄1583-17　046-876-6013
9:00～19:00　水・休

湘南ビーチFM　78.9MHz
逗子市池子2-5-6　046-870-3313

日影茶屋
葉山町堀内16　046-875-0014
水・休（祝翌日休）

葉山 うみのホテル
葉山町堀内251-1　046-854-7411
無休

葉山旭屋牛肉店
葉山町堀内898　046-875-0024　
9:30～19:00　水・休

Lah Land
葉山町堀内939　046-876-2525
9:30～19:00　水・休

ホテル葉山館
葉山町堀内980　046-875-5151　
7:30～21:00　無休　

大門商店
葉山町一色2132　046-875-1018
9:00～18:00　水・休

セブンイレブン 葉山一色店
葉山町一色1818　046-875-9655
24時間営業　無休

逗子菊池タクシー
0120-211-775　無休　

葉山国際カンツリー倶楽部
葉山町木古庭1043-1　046-878-8111
9:00～17:00

01

02

03

04

COCO-HOUSE 鎌倉本店
鎌倉市御成町11-7　0467-38-8130
10:00～18:00　火水・休

COCO-HOUSE 葉山店
（葉山ステーション内）
葉山町長柄1583-17　046-876-6013
9:00～19:00　水・休

葉山町立図書館  
葉山町堀内1874　046-875-0088 
9:00～18:00　月・休（祝翌日休）

葉山まちづくり協会（図書館2F）
葉山町堀内1874　046-876-0421
9:00～18:00　月・休（祝翌日休）

神奈川県立近代美術館  葉山
葉山町一色2208-1　046-875-2800
9:30～17:00　
月・休

葉山しおさい公園・博物館
葉山町一色2123-1  046-876-1140
8:30～17:00　月・休（祝翌日休）

セブンイレブン葉山一色店
葉山町一色1818　046-875-9655 
24時間営業　無休

セブンイレブン葉山マリーナ店
葉山町堀内61-1　046-876-1887
24時間営業　無休

01 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
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03

04

05

06

07

08
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11

【 制作スタッフ 】
●葉山芸術祭実行委員会：朝山正和、兼子朋也、清水衣里、清水淳、長谷川直子、畑野真人、
堀祐一、松澤利親　●広報：清水衣里、長谷川直子、畑野真人、堀祐一　●事務局：矢部
史子　●顧問：伊藤裕夫、近藤大輔、待寺真司　●表紙制作：デザイン／冨安修一、ロゴ／
Kads MIIDA　●ガイドブック制作：編集／堀祐一、デザイン／上田純平、イベントデザイン／
冨安修一、マップ制作／上田純平、印刷／ (株 )アーテック　●WEB：堀祐一　●芸術祭マーク：
真砂秀朗　●森山神社イベントマーク：出口雄大　●バナー製作：アトリエ・アンドゥ　
●HAFS：兼子朋也、清水明絵、竹内陽、畑野真人、松澤利親、松澤まゆみ　
●森山イベントスタッフ：朝山正和、蒲谷龍児、菅原恵利子、藤川星、堀祐一、リード紀子　
●音響：スタジオわーぷ 藤川星　●設営：一色建築（＊氏名表記は50音順）

05

06

07

08

葉山芸術祭案内所
もしもスペース
葉山町堀内 1005
4/29（金）～5/5（木）  
5/7（土）～8日（日）11:00～16:00

207

207

真名瀬

ユニオン

葉山小学校

相福寺

葉山小学校前

葉山大道

森戸海岸

森戸神社

芝崎

三
ヶ
下
海
岸

三ヶ丘

元
町

葉山マリーナ

風早橋

長
柄
橋

葉山小学校入口

葉山小学校前

図書館入口

葉山元町

風早橋
葉山大道

熊野神社

光徳寺

森戸神社

大峰山
▲

堀内郵便局清浄寺

134

森戸海水浴場

真名瀬港 芝崎

向原

案内所
もしもスペース

●主催：葉山芸術祭実行委員会
●後援：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
●総合問い合わせ：葉山芸術祭実行委員会　contact@hayama-artfes.org
＊公共の場を使った催し等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、それぞれの問い合わせ先にお願いします。

ご意見・ご感想・思い出をお寄せください！
・来場者アンケート
・ご意見・ご感想の投稿フォーム
・思い出写真&コメントの投稿フォーム
を用意しています。葉山芸術祭をより良くするために、ご協力お願いします。
葉山芸術祭調査研究（HAFS）


