体験・販売カレンダー

16(日)

SEASIDE CAFE KRUZE

29(土)

フワフワパンケーキを販売

市原市工芸会
一般社団法人もりびと

8(土)

こなや本舗
米粉お好み焼きを販売／～５００円

創作陶房 翠信窯

共存の森ネットワーク

作・森のスポーツパチンコ体

トリップトラックス

シンプル凧を作って揚げよう

市原市茶華道協会

moonchild

よしこのぱん

一般社団法人もりびと

レザークラフト

八百寿司

暮ラシカルデザイン編集室

※平日を中心に出店予定
ガラス細工・とんぼ玉
シンパカフェ

棒ガラスを溶かしてとんぼ玉

アイスクリームみたいなPOPなサラダ。

のアクセサリをつくる

他飲食提供／５００円～

／１，２００円～
くらふと宮野

豚バラ丼や房総スムージー
／５００円～７００円
Mai cafe Artisan chocolate 33
〔※IAAES（旧里見小学校）〕
カカオを楽しむチョコレート
／５００円～

八百寿司

10(月)

使った遊び道具の制作

使った天然酵母のパン

（２，０００円）

／８００円～

／１００～３００円

※２０歳以上、材料費別途

創作陶房 翠信窯

市原市工芸会

市原市工芸会

電動ロクロ体験（ゆのみづく

ガラス細工・とんぼ玉

り）、万華鏡作りなど

市原市工芸会

トリップトラックス

久留里の地酒を中心に試飲販売

ーマクラメ工房ー

／１，１００円～

組み紐ディスクでつくる簡単

13(木)

オフィシャルグッズ、小湊鐵道グッズ、
国府ブランド商品の販売

ヘアゴム・ステッカーづく

し、マスキングテープなどで

ト／３００円～６００円

ボール作り

14(金)

／５００～１，５００円

毎週土曜日

レザークラフト

NPO市原星空キャラバン隊

レザーのキーホルダー、ネー

（※IAAES（旧里見小学校））

ムホルダーなどにイニシャル

１８時半受付開始

／８００円～１，７００円
八百寿司

４月

太巻き・細巻き・稲荷ずし弁

ガラス工芸・とんぼ玉、染

旬の野菜でジャーサラダを
つくる体験／８００円

暮ラシカルデザイン編集室
自費出版本の販売／７５０～
８８０円
市原市茶華道協会
生け花、茶道の体験教室
（生け花は１２～１４時、
茶道は１１時～、１３時～）
生け花＝６００円、
茶道＝３００円

9(日)

16(日)

レザークラフト

一般社団法人もりびと

1(月)

2(火)

Ⅰ部

能楽体験

１０時半～１２時
Ⅱ部

能楽観賞
能楽師 松木千俊氏

アトリエ ジャスミン
一般社団法人もりびと

アトリエ ジャスミン
一般社団法人もりびと

市原市茶華道協会

暮ラシカルデザイン編集室

一般社団法人もりびと

smile * camera

などの手遊び体験ほか／

創作陶房 翠信窯

よしこのぱん

１００～２００円

トリップトラックス

3(水)

市原市茶華道協会
一般社団法人もりびと

moonchild

暮ラシカルデザイン編集室

八百寿司

創作陶房 翠信窯

11(木)

一般社団法人もりびと

12(金)

一般社団法人もりびと

13(土) 一般社団法人もりびと
暮ラシカルデザイン編集室
創作陶房 翠信窯
FRINGE

レザークラフト

アトリエ ジャスミン

レザークラフト

RITZ FARM

smile * camera

Cafe うさぎや

からあげ大将亭

よしこのぱん

26(水) 一般社団法人もりびと

市原市謡曲連合会
〔IAAES（旧里見小学校）〕

アトリエ ジャスミン

エッグアートや張り子づくり

25(火)

10(水)

4(木)

市原市茶華道協会
一般社団法人もりびと

27(木) 一般社団法人もりびと

暮ラシカルデザイン編集室

28(金) 一般社団法人もりびと

14(日)

一般社団法人もりびと
創作陶房 翠信窯
レザークラフト
Cafe うさぎや

住所：〒290-0225 千葉県市原市牛久500 ／ TEL：0436-50-1160

今回の芸術祭では市原市内や近隣の市町から参加者を募り、作品の展示、
各種体験教室、地元の人気飲食店の出店など「モノづくり」や「食」を 通して
市原の魅力を発信し 、市原ファンを増やすことを目的とする

E-MAIL：kokugei@city.ichiihara.lg.jp

「地域プロジェクト」を企画しました。

暮ラシカルデザイン編集室

29(土) 大森工房

一般社団法人もりびと

好きなソースが選べるケバブ

キャンドルスタンドなどを販

ガラス細工・とんぼ玉

を販売／５００～６００円

売／７００円～

2017年4月8日(土）～5月14日（日）10：00～17：00

１３時１５分～１５時

23(日) 市原市工芸会

共存の森ネットワーク

RITZ FARM（販売のみ）

アトリエジャスミン

八百寿司

〔市原市大久保547-1〕

よしこのぱん

9(火)

５月

市原市茶華道協会

地域プロジェクト
旧白鳥小学校ほか

トリップトラックス

RITZ FARM（販売のみ）

暮ラシカルデザイン編集室

ケバブ☆ジャパン

創作陶房 翠信窯

アトリエジャスミン

smile * camera

RITZ FARM

暮ラシカルデザイン編集室

8(月)

moonchild

八百寿司

OTANIMA会

よしこのぱん

ガラス細工・とんぼ玉

moonchild

市原市茶華道協会

22(土)

市原市工芸会

市原市茶華道協会
一般社団法人もりびと

Cafe うさぎや

暮ラシカルデザイン編集室

売／５００円～

暮ラシカルデザイン編集室

市原市工芸会

トリップトラックス

創作陶房 翠信窯

7(日)

共存の森ネットワーク

大森工房

自慢の揚げたてからあげを販

RITZ FARM（販売のみ）

創作陶房 翠信窯

創作陶房 翠信窯

暮ラシカルデザイン編集室

市原市工芸会

くらふと宮野

一般社団法人もりびと

からあげ大将亭

トリップトラックス

大森工房

市原市工芸会

一般社団法人もりびと

創作陶房 翠信窯

一般社団法人もりびと

一般社団法人もりびと

市原市茶華道協会

一般社団法人もりびと

りんご美術

市原市茶華道協会

市原市工芸会

市原市茶華道協会

暮ラシカルデザイン編集室

暮ラシカルデザイン編集室

市原市工芸会

6(土)

OTANIMA会

一般社団法人もりびと

／３００円～

ルの凧を作る／４００円

つぼ焼きの焼き芋販売

／５００円～

21(金)

自分で絵付けをしたオリジナ

RITZ FARM

色、革工芸、食器絵付けなど

からあげ大将亭

レザークラフト

シンプル凧を作って揚げよう

当／５００円

市原市工芸会

RITZ FARM

RITZ FARM

OTANIMA会

暮ラシカルデザイン編集室

共存の森ネットワーク

や模様を打刻

１８時～２０時／高校生以上５００円

8(土)

15(土)

トリップトラックス

レザークラフト

市原市工芸会

一般社団法人もりびと

認定NPO法人

創作陶房 翠信窯

１，６２０円（材料費込み）

一般社団法人もりびと

ガラス細工・とんぼ玉

ピンボール・羊毛フェルト

ラート、ジャム、団子、おこわなど）

20(木)

一般社団法人もりびと

moonchild

市原市産の農作物や加工品（里山ジェ

19(水)

暮ラシカルデザイン編集室

モザイクタイル体験／

アトリエ ジャスミン

デコレーション

市原市工芸会

30(日)

市原市工芸会

真をその場でプリントアウト

り、きんちゃく袋へのペイン

いちはら里山ファーム〔※養老渓谷駅〕

smile * camera
スマートフォンで撮影した写

いちはらみやげ販売所
FRINGE

18(火)

一般社団法人もりびと

*キーフック*／５００円

５／１，２も出店予定

材料費別途

よしこのぱん

ガラス細工・とんぼ玉

トリップトラックス

※小学校５年生以上、
大人向けカービング体験

12(水)

共存の森ネットワーク

市原市茶華道協会
一般社団法人もりびと

創作陶房 翠信窯

（１，０００円）

ガラス細工・とんぼ玉

5(金)

くらふと宮野

子ども向けカービング体験

一般社団法人もりびと

11(火)

／５００円～６００円

アトリエ ジャスミン

国産・オーガニック素材を

地酒販売 地産地笑

他

市原市工芸会

17(月)

ゴム鉄砲や車など木工品を

／５００円～

土日祝

RITZ FARM（販売のみ）

竹製品・木製品・革製品制
験／５００円～１０００円

千葉うまかっぺ屋

本格ベトナム料理や季節の
フルーツソーダ

入場無料

からあげ大将亭
よしこのぱん

創作陶房 翠信窯

9(日)

レザークラフト

Cafe うさぎや

くらふと宮野

一般社団法人もりびと

創作陶房 翠信窯
りんご美術

／５００円～

暮ラシカルデザイン編集室

全日

4(木)

アクセサリづくりなど

／３５０円～

※出店者・出店日は変更になる可能性があります

OTANIMA会

お
問
合
せ

いちはらアート×ミックス実行委員会事務局（市原市経済部芸術祭推進課内）

／ WEB：http://ichihara-artmix.jp/

© Osamu Nakamura

市原ぞうの国
ゆめ花

展示

クラフト・販売

市原市工芸会は４／８～４／２３

飲食・販売

総美会・市原市謡曲連合会は４／２９～５／１４

市原市工芸会

相川晋一郎

一般社団法人
もりびと

大森工房

OTANIMA会

ガラス細工・

Cafe うさぎや

からあげ大将亭

ケバブ☆ジャパン

とんぼ玉

その他
会場
Mai Cafe
Artisan chocolate 33
※IAAES（旧里見小学校）

石神菜の花畑をVR体験しよう！

南市原写真クラブ

鐵道写真家に大人気の石神菜の
花畑をバーチャルリアリティ体
験。360度の景色と間近を走る小
湊鐵道を楽しもう！

里山・森をテーマに森のスポー
ツパチンコ・竹細工・猪油竹炭
ガラス・陶・木工・鉄・刺繍・
草染色など。／体験あり

石 鹸・竹 炭 う ど ん・革 製 品 な

市原ぞうの国

暮ラシカルデザイン
編集室

ど。／体験あり

キャンドルスタンドや手す
りなど、温かみのある鉄作
品。／体験あり

アクセサリ・小物・子ども服な
ど。／体験あり

くらふと宮野

smile * camera

地元住民が捉えた故郷の風景

市原市茶華道協会

総美会

選抜展

市原市謡曲連合会

色ガラスで作るとんぼ玉を使っ
たネックレスやストラップな
ど。／体験あり

本場の味をそのままにエスニッ
ク料理が楽しめる。ベトナム料
理を中心に焼きビーフンや季節
のフルーツソーダなどを用意。

2016年からあげグランプリしょ
うゆダレ部門 金賞受賞！ 自
慢の揚げたてからあげ。しお、
紅しょうが、にんにく味等。

創作陶房 翠信窯

こなや本舗

SEASIDE CAFE
KRUZE

トルコ料理の「ケバブ（焼
肉）」をピタパンにサンド。辛
さやソースが選べる。

シンパカフェ

カカオからチョコレートを作り
上げ、カカオを楽しむための
チョコレートを提供。
※全日出店予定

NPO市原星空
キャラバン隊
春の星空観察
※IAAES（旧里見小学校）

IKEBANAインスタレーション
茶の湯体験

能楽観賞と体験

ゆめ花

向上をはかることを旨とする。

鼓、能面、扇子等能資料の展
示／能楽体験、能鑑賞〔5/10
IAAES 旧里見小学校）

市原ぞうの国のアジアゾウ「ゆ
め花」が鼻で描いた作品や制作
風景のビデオ映像を上映。

房総の名刺のような存在感とし
ての本。「房総カフェ」「房総
のパン」シリーズ。

人 の 手 に 優 し い「木 の こ も の
達」。木 工 品・筆 記 具・カ ッ
ターなど。／体験あり

栗田宏武

小湊鐵道１００歳企画

桜さんさん会

アトリエ ジャスミン

シンプル凧を作って

市原特産の梨の剪定材が教室を
縦横無尽に駆け回り、草花の香
りが心地よい空間を創出。／体
験あり

個性を尊重し、常に新鮮にして

カルロス・ランク

自由なる表現を基に市民文化の

遠山あき・日高誠實展

日本とメキシコの交流400周年を
記念し、2009年に市民との交流
などを通じて創作した屏風。

未活用木に新たな生命を！
チェーンソーカービング世界
チャンピオンによる作品の
数々。（4/8、9 いちはらク
オードの森にてデモンストレー
ション）

農民文学者の遠山あき、梅ヶ瀬
を切り拓いた日高誠實、里山に
生きた身近な人物を展示で紹介
する。

数百年にわたって物流の大動脈
だった養老川の水運で使われて
いた川船を復元し、養老川の歴
史の一端を次の世代へ伝える。

タイ王国伝統工芸。フルーツ、
ソープなどへの彫刻を施す。彫
り出した野菜やフルーツを利用
した料理教室は親子で参加でき
る。／体験のみ

たべ・けんぞう

認定NPO法人

「市原の情景」

小学生絵画展

moonchild

共存の森ネットワーク

南市原写真クラブ展

BIOMBO

養老川の川船模型

食 器・花 器 な ど の 陶 芸 作 品。

市原市産のお米を自社製粉し、
米粉にし、その米粉を使用した
「米粉お好み焼き」はもちもち
食感、ボリューム満点！
※平日を中心に出店予定

クレープみたいなパンケーキ
「フ ワ フ ワ パ ン ケ ー キ”ラ パ
ン”」

見た目はアイスクリーム！？
でもサラダです。思わず写真に
撮りたくなるＰＯＰなサラダ。
他飲食提供あり。
※全日出店予定

よしこのぱん

ヘアゴム・プラスチックドーム
などクラフト作品。／体験あり

抜群の軽さが特徴。／体験あり

ＦＲＩＮＧＥ

千葉うまかっぺ屋

八百寿司

揚げよう

トリップトラックス
―マクラメ工房―

和紙と２本の竹ひごだけで作
る、穴あきの不思議な凧。絵付
けをして、自分だけのオリジナ
ル凧が完成！ ／体験のみ

南米で取得した、マクラメとい
う手芸技法で制作。引き締めら
れ 結 ば れ た、堅 牢 さ が 特 徴。
／体験あり

3才から大人まで参加でき家族
で楽しめるワークショップ。オ
リジナルの春夏用帽子や雑貨も
とり揃える。
／体験あり

千葉のおいしいグルメをお届け
するキッチンカー。豚バラ丼、
房総スムージーなど。
※全日出店予定

地元に親しまれているお寿司屋
さん。太巻き・細巻き・稲荷寿
司が入った寿司弁当を販売。

りんご美術

レザークラフト

Vol.9

OTANIMA会

RITZ FARM
リッツファーム

カラフルなグッズを展開。

市原の声色
スターダスト（星屑）
鉄屑・廃品を素材とする、光り
輝く鉄のオブジェ。

市原に住む人の声を聞き、潜む
色をアート作品として仕上げ
る。／体験あり

市原市内の小学生が描いた絵画
自然と人、生きものたちが結び
ついた市原市の情景を写した写
真展。

約2000点が旧白鳥小学校とＩＡ
ＡＥＳ（旧里見小学校）の体育
館を彩る。

さまざまな樹種でつくった月が
モチーフのアクセサリ。
／体験あり

ガラスの破片を焼いたものを板
に貼り、目地を塗って、磨いて
作るオリジナルモザイクタイ
ル。／体験のみ

財布・コインケース・ブックカ
バーなどレザークラフト製品。
／体験あり

国 産 小 麦 な ど、安 心 な 材 料 を
使った天然酵母のぱんやおやつ
を提供。

天体望遠鏡を使用した星空観察
会。里山の夜空を楽しめる。

髙滝神社

4/16 春季例大祭（花嫁祭り）
稚児行列は参加可能。※要申込
4/26、5/8は宮司と宮大工によ
る神社ツアーも開催。※要申込

里山と禅展 千葉公慈
※宝林寺

RITZ FARM
体験のジャーサラダも必見。

地元市原産のべにはるかを使っ
た焼き芋と、旬の野菜の食べ方
や保管方法などを紹介しながら
販売！／体験あり

Cafe うさぎや
フルーツソーダの
自家製シロップ。

滝沢馬琴の小説『南総里見八犬
伝』ゆかりの寺。貴重な寺宝を
会期中公開する。テレビ番組
「ぶっちゃけ寺」でおなじみの
千葉住職による講和（4/8、
30、5/6）。※要申込

