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子供も大人も楽しめる野外展覧会
コヅカ・アートフェスティバル 2019

アートガーデン・コヅカ、里山デザインファクトリー （千葉県鴨川市金束地区）会場

10th

Art Festival
Kozuka

2019 7.27–
sat 8.4sun

入場
無料

お問い合わせ  コヅカ・アートフェスティバル実行委員会（宮下昌也）　
080-5475-4931  kozukaart@gmail.com



浅葉和子
アサバアートスクエア、
浅葉和子デザイン教室主宰

金沢文庫芸術祭 
チーフプロデューサー

http://asabaart.com/

コヅカ・アートフェスティバルでは、長年オルタナティブなアート活動を続け、
次世代に影響を与え続けるアーティストを、ゲストとしてお迎しています。

Guest Artist of 2019
あさば・かずこ　武蔵野美術大学卒業。1968年より横浜市金沢区
で子どものデザイン教室をスタート。子どもの本来もつ可能性をも
のづくりの喜びと自由な空間の中で育む教育を目指す。児童絵画
を通しての異文化交流（エジプト、アメリカ、タイ、オーストラリア、オ
ランダ、中国、アフリカ、など）を行い、91年に渡米。カリフォルニア
州立大学、ニューメキシコ大学でアートセラピーを学びながら、先
住民・北プエブロ族と交流。帰国後、彼等に学んだ自然との共存の
精神とアメリカンアートセラピーを伝えるために様々な活動を展開。
99年より金沢文庫芸術祭を立ち上げ、チーフプロデューサーとして
アートによる人輿し（町輿し）運動を目指す。

カフェ
森の家の

森の家では、毎日日替わりで食のアーティストたちの
厳選ランチをいただけます。どうぞご賞味あれ！ 

食も
アート

Lunch
 藁珈琲洞～コーヒーと季節のおいしいもの～

［自家焙煎コーヒーと旬野菜のごはんランチ］
7.27sat

かまどの火 ［天然酵母パン］
7.27, 7.29, 8.2, 8.3

わだぱん ［全粒パンサンドイッチ］
7.27, 8.2, 8.3, 8.4

けい工房 ［手づくりシロップのかき氷とスイーツ］
7.31 , 8.4

藁珈琲洞 ［温と冷の自家焙煎コーヒーとちょこっとおやつ］
7.31-8.4

もみじの手 ［玄米麺、サモサ、梅ソーダ、ビールなど］
7.27, 7.28, 8.3, 8.4

 けい工房
［自家製食パンのサンドイッチ、ミネストローネ付］

7.28sun

 cafe 旅ヲスル木
［ココナツキーマカレー、ミーゴレン（ピリ辛焼きそば） など］

7.29mon

 白浜豆腐工房
［お豆腐と野菜のかき揚げ丼、ぶっかけ豆腐飯など］

7.31wed

 Cafe &ガラス工房 海遊魚
［野菜たっぷり自家製冷麺、グリーンカレー］

8.1 thu

 草so
［夏野菜とひよこ豆のカレー］

8.2 fri

 自然酵母 山のパン屋
［生パスタランチと自然酵母パン］

8.3sat

8.4sun awanova
［タカキビ・タコライス、ピタサンド、雑穀コロッケなど］

 結ごはん
［沖縄そばとプレートランチ］

7.30tue

入場無料
ドネーション制

食の出店

ギャラリー
トーク

7.28sun
13:30-15:00

7.27
sat 17:00-

森のステージ

Live!
Opening Live!
ヒグラシと Café と音楽の夕べ

出演： 小林徹也（ギター、歌） 

Yae( 歌 ) 
岩城里江子（アコーディオン） 
Niulani Akane (Hula)、他

ライブペインティング : むらかみただし
Café： もみじの手、藁珈琲洞
キッズスペースと装飾：空中庭園

ヒグラシが鳴く頃にだけひっそりとオープンする
森のカフェと不思議な音楽会

樹々のあいだをすり抜け、コヅカの山々に
響き渡るメロディや唄声、パフォーマンス。
自然が舞台装置の、圧巻のステージへ。

TUMA銃ゴロウ f and f
森の中で音を奏でます。手作りチンドラムを
今回移動式にしたので、移動しながら、
皆さんと会えるのを楽しみにしています。

7.31,8.1
wed thu

会場内のあちこち

豊田耕三 & 豊田まり
日本を代表するアイリッシュ・フルート奏者の
豊田耕三と、卓越した歌唱力で幅広いジャンルを歌う
豊田まりによる夫婦デュオ、始動第一弾！

7.30
tue 15:00-

森の家

soboku
ボサノバやサンバをベースにした
オリジナル曲を演奏する、ツインボーカルの
アコースティックユニット。

8.3,8.4
sat sun

森のステージ 森の家

つ　　　ま　  はじき

展示場所：森の家



ワークショップ
コヅカの森で楽しむ

クラフトマンたちの匠やぬくもり、
参加アーティストたちのこころに触れる
毎年大好評の体験型プログラムです。

❺  羊毛フェルトの動物づくり
まつぼっくりに羊毛を巻いて石けん水をつけてよ～くなでて、かわいい動物を作ります。　
開催場所：森の家周辺　参加費：1000円（材料費＋300円）　
対象：幼児～（小学生未満は保護者同伴）　
お問い合わせ：cosy posy 渡邊   megbocchi@gmail.com　［予約優先］

7.27-7.29, 7.31-8.4  11-16時

❾  精麻をよってストラップ、ネックレスを作ろう！
麻は古来より魔除けや浄化作用があるといわれています。栃木産の精麻を使って、自分だけ
のお守りを作ってみませんか？
開催場所：野外展示エリア・山田庵ブース　参加費：ストラップ500円／ネックレス1000円
対象：5, 6歳以上　お問い合わせ：山田庵  aiiro2208@gmail.com

7.27, 7.28, 8.1, 8.3

❶  試験管フラワースタンドづくり
柔らかいアルミ線を自由に曲げて試験管ホルダーを作り、古材のベースに穴を開けて留め
ればフラワースタンドのできあがりです。
開催場所：森の家内ギャラリー　参加費：1500円（材料費込）＊中学生以下は1000円　
対象：小学生～　お問い合わせ：DEW 今井  090-6185-6060

7.27-8.4

❼  コヅカの森講座と焚火のワークショップ
コヅカの森の歴史地理講座と森の利用実践として焚火でトースト他を作ります。
開催場所：野外展示エリア・青海文庫ブース　参加費：500円+材料費（コヅカの森講座は無
料）　対象：小学生以上
お問い合わせ：青海文庫 藤村  070-3660-4020　［予約優先］　

7.28-8.4

❷  水晶とらせんのマクラメブレスレット
糸を結び螺旋状のブレスレットを作ります。水晶ビーズを真ん中に。制作時間40分、ご予約
不要です。
開催場所：野外展示エリア・TRIPTRACKS 出展ブース　参加費：800円　対象：8歳以上　
お問い合わせ： TRIPTRACKS 関田  triptracks.jp@gmail.com  090-2666-3229（会期中）

7.27-8.4 

⓰  大地の再生ワークショップ byちょうさん
竹炭などを利用したパーマカルチャー的竹林整備手法を体験します。28日：10～12時 里山
の見立て、14～16時 大地再生のポイントとプチワーク、29日：10～12時 竹炭を作ろう、14
～16時　ドーナツガーデンづくり～大地再生実技編　開催場所：水辺の小屋　参加費：1日 
1000円　対象：どなたでも　　お問い合わせ： きじま 090-9375-9421

7.28, 7.29 

⓬  森のドリームキャッチャー作り
森の落ちている枝や木のつるを使ってドリームキャッチャーを、作ります！　
開催場所：野外展示エリア・らくだ工房ブース　参加費：1500円　 
対象：5歳以上　
お問い合わせ：らくだ工房  rakuda.a.h@gmail.com

7.27, 7.28, 8.4  14時最終受付

⓮  釘から叩いてつくる暮らしの道具・鍛冶屋さん体験
内容 釘からペーパーナイフ or バターナイフを作ります。その他作りたいものがあれば一緒
に作ろう！
開催場所：森の家周辺　参加費：2000円　対象：6歳～　
お問い合わせ：鍛鉄工房ZEST 蠣崎  080-5424-2221

8.2-8.4❸  ほんわかウクレレ教室
『ひょうたんたけし』のゆる過ぎるウクレレ教室。第一回目で一曲できるようになって帰っても
らいますよー。楽器を触ったことがないという初心者でもお気軽に参加ください。　
開催場所：森の家周辺　参加費：1500円（ウクレレレンタル500円、初回無料）　対象：どなた
でも　お問い合わせ：ひょうたんたけし  090-1729-6480 takeshi_seijin@hotmail.com

7.27-8.4  初級11-12時、初心者13-14時

❽  青竹ひごでボールを編もう
青竹から作った竹ひご10本だけを使ってボールを作ります。接着剤を使わず竹だけで仕上
げます。　
開催場所：水辺の小屋　参加費：1500円（材料費込）　対象：小学5年生以上　
お問い合わせ：きさらづ野良制作室 田崎  080-8082-9621　［予約優先］

7.27-7.29, 8.1, 8.3, 8.4  10-15時

❻  チベットの投石紐の技法からーひし形の織物
チベットでは放牧時、美しい投石紐を使っていました。経糸と緯糸が交錯する面白い技法で
ひし形の織物を作ります。　
開催場所：森の家内 クラフトルーム　参加費：1500円　対象：小学5年生以上　
お問い合わせ：あわコットンクラブ 笠井 080-7633-1780

7.28-8.4  10-17時 ⓱  奈良大介  ジンベワークショップ
アフリカの伝統打楽器ジンベを、プロ奏者の奈良大介と一緒に叩いてみよう！
開催場所：水辺の小屋　参加費：1000円　
対象：どなたでも　
お問い合わせ：奈良  現地にて

7.30, 7.31  13時

⓭  いものワークショップ
コヅカの森にある小さなかけらを見つけて、真鍮や錫の鋳物を作ります。身近にあるものが
金や銀色の金属に置き換わり、物の価値観が変わる瞬間を味わえます。
開催場所：森の家周辺　参加費：1200円　対象：小学生以上（保護者同伴をお願いする場合
あり）　お問い合わせ：鋳小塊（いこぐれ） 中村　subai_paisuke4@me.com　［予約優先］

7.28, 8.3, 8.4（その他不定期・雨天中止）

❿  石窯でピザを焼いて食べよう！
ピザ生地をのばし、好きなトッピングをのせて、石窯で焼いて食べよう！
開催場所：森の家手前のピザ窯　参加費：500円　
対象：どなたでも　
お問い合わせ：森のピザ屋　現地にて

7.27, 7.28, 8.3, 8.4

⓳  貝のミニランプ作り
海辺の貝殻、シーグラスとLEDを使って小さなランプを作ります。
開催場所：野外展示エリア・森のステージ裏手　参加費：1500円
対象：未就学児、小学校低学年は保護者同伴（ハンダゴテ使用のため）
お問い合わせ：マーシー  現地にて

8.3-8.4

⓲  ミニミニ貝殻フレームアート
小さな額に小さな貝殻を貼り付けて可愛いミニミニ貝殻アートを作ります。
開催場所：森の家周辺　参加費：700円
対象：小学1年生以上
お問い合わせ：Cafe & ガラス工房 海遊魚  cafe.kaiyuugyo@gmail.com

7.28, 8.2

⓴  フリースタイルヌンチャクワークショップ
竹でマイヌンチャクを作った後に、フリースタイルヌンチャクの技に挑戦だ！
開催場所：野外展示エリア・森のステージ裏手　参加費：500円
対象：未就学児、小学校低学年は保護者同伴（ノコギリ使用のため）
お問い合わせ：舞子  現地にて

8.3-8.4

㉒  オリジナルデザインで型染めワークショップ
柿渋紙に自分のデザインを彫って、トートバックか、持ち込みTシャツなどに絵柄を染めます。
開催場所：森の家周辺　参加費：3500円（トートバック付き）　
対象：カッターで型紙を彫るので、それができる年齢の方。
お問い合わせ：Botanic Green  info@botanicgreen.com

8.2  13時～15時30分

㉑  アロハな時間 ～フラ体験 & ストレッチ～
自然を感じながら簡単に出来るフラ体験。緑豊かな森を眺め身体を伸ばし、歌い踊って、ア
ロハを共にしましょう。時間は45分間です。
開催場所：森の家デッキ　参加費：1000円　対象：どなたでも
お問い合わせ：NiuLani Akane　niulani.15@gmail.com 

 7.31 13時30分、15時

❹  世界にひとつのTシャツ作り
布に描ける絵の具でペイントして、世界にひとつのTシャツを作ろう！　
開催場所：星見亭　参加費：2500円（材料費込み・Tシャツは各サイズご用意します。持込も
可）　対象：どなたでも（10才以下は保護者同伴）
お問い合わせ：宮下昌也  080-5475-4931

7.27-8.4 ⓯  手縫いで作る革小物  カードケースを作ろう
ひと針ひと針手縫いで縫い上げるカードケース。
開催場所：森の家周辺　参加費：2000円（材料費込み）
対象：中学生以上
お問い合わせ：Lykke さいとう  lykke.info@gmail.com　［予約優先］

7.27, 7.28

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ㉑ ㉒
7.27(sat) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7.28(sun) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7.29(mon) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7.30(tue) ● ● ● ● ● ● ●
7.31(wed) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8.1(thu) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8.2(fri) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8.3(sat) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8.4(sun) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

⓫  ふしぎな竹の打楽器を作ってあそぼう！
オリジナルの竹打楽器を作って、一緒に遊んで、演奏もお楽しみいただけます。
開催場所：水辺の小屋　参加費：【A】ギロ付きトガトン 1,000円、【B】シェーカー 500円 
対象：【A】小学生～（低学年は保護者同伴） 【B】幼児～（小学生未満は保護者同伴）
お問い合わせ：東京楽竹団 長谷川  haseyumi1206@gmail.com

 7.27, 7.28, 8.3, 8.4
11時、13時

and more!



投げ銭LIVE

第２会場

お問い合わせ  コヅカ・アートフェスティバル実行委員会（宮下昌也）　
080-5475-4931  kozukaart@gmail.com

コヅカンナイト
コヅカンナイトで

里山デザインファクトリー

みんなで踊ろう！
awanova 盆踊り◎まつり
イマジン盆踊り部

鴨川市金束375-1

7.28sun
CAMP INN

15:00-20:00 頃まで

 7.29-8.3　18:00-
入場無料（直接アーティストに投げ銭を！）
お問い合わせ：080-3934-8242　pirka.24@gmail.com ／福田由起

入場料無料（ドネーション）
お問い合わせ：
awanova@gmail.com
awanova.jugem.jp ／米山

www.satoyamadesignfactory.jp
contact@satoyamadesignfactory.jp

10周年！
ありがとうナイト

7.29mon

出演：今井茂淑、宮下昌也、
奈良大介ほか

アフリカンナイト

8.1thu

出演：アフリカサカバ

BOB MARLEYナイト

7.30tue

出演：奈良大介、小林徹也、
Akane ほか

ファンタジーナイト

8.2fri

出演：
モーフの旅

奈良大介ナイト

7.31wed

出演：奈良大介、SOUMA、
その他ゲスト

コヅカむあそうナイト

8.3sat

出演：やじぃ & かむあそうト
ライブス

第3会場
7.27-8.4  11:00-18:00
ハッカーファーム ハッカーファームにあるツール（工具）

を使って、メキシコ版コマ／オリジナ
ル缶バッジ／ソーラーランタンづくり
等、DIY の現場見学 & 体験、及び、
写真＆動画加工やコンピュータ言語

入門などより実践的なコンピュータ
体験を予定しています。また、Lazy 
Dot Mania による光る飾り作りワー
クショップもあります。日時等詳細
は下記 URL をご確認下さい。

■キャンプイン宿泊期間
7.29mon 12:00 - 
8.4sun 12:00 
■キャンプイン施設
里山デザインファクトリー

■施設使用料
一人一泊￥500（中学生以下無料）
※ 当日12:00（正午）より 

翌日12:00（正午）まで
※ グラウンドでのテント宿泊とな

ります。

■申込み方法
コヅカ・アートフェスティバルのウェ
ブサイトからご予約ください。
空きがあれば当日受付も可能です。

https://hackerfarm.jp/kozuka-arts-festival-2019/

第1会場
Map & Access
アートガーデン・コヅカ
千葉県鴨川市金束1710

［お車で］　
富津館山道路・鋸南保田IC下車。県道34号線（長狭街道）を右
折後、鴨川方面へ約25分。金束交差点近くです。

［高速バスで］　
JR東京駅八重洲口ドコモショップ前停留所よりアクシー号に乗
車。JR安房鴨川駅までは約120分。駅からはタクシーで約25分。

［JRで］　
JR外房線・安房鴨川駅、もしくはJR内房線・保田駅下車。それ
ぞれの駅からはタクシーで約25分。

［フェリーで］　
東京湾フェリー・金谷港下船。港からはタクシーで約30分。

＊高速バス、JR、フェリーを降りたあとは、それぞれの停留所か
ら日東交通バスを利用して『金束駅』バス停で下車も可能です。
ただし、バスの本数が少ないので事前にご確認ください。

会場まで
駐車場から金束交差点を目指します。交差点の角にあるJA（農
協）跡のすぐ裏の細い上り道（道端にアートフェスティバルの看板
があります）を約1km登っていきます。大人の徒歩で約20分です。

第２会場

第1会場

第3会場

日東交通バス
『金束駅』バス停

日東交通バス
『金束』バス停

長狭街道沿いにある「里山デザインファクトリー」で
アートフェス会期中に開かれる
夕暮れからのライブイベント

「コヅカンナイト」。暑い夜をさらに熱く！

外国人と日本人の技術者やアーティストによる
DIYコミュニティ「ハッカーファーム」では
期間中毎日ワークショップを開催しています。



みどりのいえ 

マッサージ

7.27, 7.29-8.1

Lazy Dot Mania

第3会場 ハッカーファームにて
ワークショップ
7.29-8.4

参加アーティスト
コヅカの森の

参加アーティストみずからが山肌を切り開き、森と作品に新しい命を吹き込んでゆきます。
みんなで目指すのは、数十年前までこの地にあった生けるものすべてが等しい大調和の世界。
人と自然がアートでつながる魅惑の森をつくるアーティストたちをご紹介。 青海文庫　藤村

図書･パネル展示、
ワークショップ

全日

26

おそうじひとしずく

おそうじグッズ
販売・相談

7.27, 7.28

19

ラクダ工房

造形展示、
ワークショップ

7.27, 7.28, 8.4

22

TRIPTRACKS
（関田裕明）

写真・マクラメ
アクセサリー、 WS

全日

21

デザインショップ
まちや

水辺のカフェ＆大地の
再生ワークショップ

7.27-7.29, 8.4

33

ひょうたんたけし

民族楽器販売、
ワークショップ

全日（いない日もあるかも）

4

マーシー

貝のミニランプ作り

8.3, 8.4

24

dorothy

アクセサリー、
雑貨販売

7.27, 7.28, 8.3, 8.4

11

工房アルコス

ガラス

全日

29

鍛鉄工房ZEST

鉄・ステンレスの
火造り鍛造品、
ワークショップ

8.2-8.4

6

舞子

フリースタイル
ヌンチャクWS

8.3, 8.4

25

歩風

絵

未定

12

MUKTA

里山と草花の絵

8.2-8.4 

14

犬思いの革首輪 
Lykke

ペット用オーダーメイド
革首輪、ワークショップ

7.27, 7.28

9

Makalakupua 

ロミロミ

7.27,7.29-8.1

空からやってきたくも
のおうち（えりくも）

工作、絵本、
五分間演劇など

7.31-8.3

20

大鐘実

写真、
ワークショップ

7.27（その他数日）

30

東京楽竹団 

竹打楽器作りWS
ライブ

7.27, 7.28, 8.3, 8.4

35

奈良大介

ジンベワークショップ

7.30, 7.31

36

free style furniture 
DEW

木工古材家具製作、
ワークショップ

全日

1

千葉Umiのいえ

和のお手当て

7.27, 7.28

cosy posy

羊毛フェルト、
ワークショップ

7.30以外の全日

7

大鐘八重

インスタレーション

7.27（その他数日）

31

鋳小塊［いこぐれ］

鋳金、
ワークショップ

土日 （その他不定期）

5 

Botanic Green

草木染めの衣料品、
ワークショップ

8.2-8.4

3

Yutreet boys.足草

写真、絵画、
モニュメントなど

全日

15

Nekesa

エサレン
マッサージ

8.2-8.4

agui.

デジタルコラージュ
写真

未定

13

あわコットンクラブ　

クラフト、染織、
ワークショップ

全日

2

西山哲郎

絵

7.27, 7.28, 8.2, 8.3

27

空中庭園

マクラメプラント
ハンガー

7.27, 7.28

23

NiuLani Akane

フラ・ストレッチ
ワークショップ

7.31

8

mariThai

タイ古式マッサージ、
トークセン

8.2-8.4

宮下昌也

絵画、
ワークショップ

全日

28

山田庵

精麻アクセサリー、
ワークショップ

7.27, 7.28, 8.1, 8.3

18

TOUNKY WOOD 
WORKS

木工アクセサリー・
雑貨

8.2-4

17

おとぎ舎

森の中の
落書きパネル

8.1-8.4

16

Cafe & ガラス工房 
海遊魚

ガラスの展示販売
ワークショップ

7.28, 8.2

10

ハレ  ホ‘オラマ

ロミロミ、
クラニオセイクラル

8.3, 8.4

Healing「癒しの森」
森を吹きぬける風や木漏れ日を感じながら、
極上のくつろぎのひとときを。

「癒しの森」でお待ちしています。

豊かな南房総の恵みを、
心を込めて美味しいお料理に仕上げます。

寿しや
LIQUOR & FRESH FOODS

（有） 宮井工業宮

じ
ゅ

ま
ん

が
め

亀田酒造株式会社 ヘアーサロン・イトウ

避放射能 子ども保養所

まちの縁側 かもがわ
代表　勝又國江

Supported by:

きさらづ野良制作室

竹細工×音楽、
ワークショップ

7.27-7.29, 8.1, 8.3-8.4

34

コジマユウジ

インスタレーション

7.27, 7.28, 8.3, 8.4

32

Food Artist

藁珈琲洞
～ コーヒーと 

季節のおいしいもの～

けい工房 cafe 旅ヲスル木 結ごはん 白浜豆腐工房 Cafe &ガラス工房
海遊魚

草so 自然酵母 
山のパン屋

awanova かまどの火 もみじの手 わだぱん

アートの森 アートガーデン・コヅカ
第1会場

ばんぶーびれっじ

ばんぶーびれっじ

ゲスト作家ギャラリー
カフェ
クラフトルーム かまどの火 

森の家

星見亭

野外ステージ

野外展示エリア

野外展示エリア

Healing
「癒しの森」

丸太橋

竹のトンネル

水辺の小屋
会場入り口

金束交差点

会場での注意
会場は自然豊かな森の中です。マムシ、スズメバ
チ等の危険な生物も棲息し、傾斜や崖等もござ
います。万が一、事故等が発生した場合、主催者
側は一切の責任を負い兼ねますので、各自が十
分留意のうえ行動してください。特に、小さなお
子様からは目を離さぬようお願いいたします。
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