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●ココチのうつわ 2018
日々の普段使いの一味違う鎌倉風うつわやブロー
チ、植物など展示販売しております。
どうぞお立ち寄
りください。

不識庵（精進料理）

体験
飲食

４

アトリエ水平線オープンカフェ

10/5、8、9、10日開催。11:00〜12:30。
稲3-12-25 ☎0467-24-3462
marifujii128@gmail.com

飲食
event

BLUE PLANET EXPLORER
体験
飲食
event
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飲食 ・
・・・カフェ・飲食

South Shore サウスショア

kamakura-cocochi.com
土日祝 OPEN、平日気まぐれ OPEN。
11:00〜17:00。
稲 3-15-35 ☎0467-23-8255
cocochi@ﬁeld-design.co.jp

◆不識庵で胡麻豆腐作り
【要予約】
胡麻豆腐作り ＋一汁三菜 会費2000円
http://konnichiha.net/fushikian/
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・・・・アートマップ順路

●田中福男新作展
『水熱華」10月5〜8日
http://www.suiheisen.biz

●サンドブラストで彫るガラス雑貨展
繊細な彫刻が施されたガラス雑貨の数々。
「和」をテーマに日本人に馴染みやすい食器をお作り
しました。
●プチフラワーポッドの贈り物
お好きなプリザーブドフラワーと小花で、あなただけ
のオリジナルプチフラワーポッドをお創り致します。
ご
希望でガラス製のポッドにお名前やメッセージの彫
刻も可能です。( ガラス彫刻をご希望の場合は後日の
商品お引渡しとなります )1,800 円 ( 税込 ) 〜
※掲載画像は本商品の物ではございません。※【要
事前予約】お電話かメールにてご予約下さいませ。
http://www.s-shore.com
水曜定休。11:00〜18:00。
稲 3-4-10
☎0467-22-1790。ssinfo@s-shore.com

※幼稚園以下のお子様、ペット入場不可
開放期間10/5(金）〜10/14(日）
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12:00〜日没まで。入場５００円フリードリンク代
稲3-13-13

Gallery Omi

☎0467-24-4759

watarai@mbk.ocn.ne.jp
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ハワイのネイチャーツアーを専門に手配している会社
ですが、今回は、近藤純夫さんの今年出版された「撮
りたくなるハワイ」をテーマに２回に分けての、ハワイ
の自然の画像を中心としたスライドショーを行います
＆日本を代表する、
レイ・メイカーのＵＭＡＨＡＮＡさ
んにより、
レイ教室、その後レイや活動に関してのスラ
イドショー(交流会）も予定。地元在住のアーテイスト
acooの野外・ガーデンでのランプの展示も行います。
●ランプの展示（acco）
＜ハワイ・スペシャル講座＞【要予約】
◆撮りたくなるハワイ(オアフ・カウアイ・マウイ島）
◆レイ・メイキング教室＆スライドショー
◆撮りたくなるハワイ(ハワイ・モロカイ・ラナイ島）
■＜Half Moon ガーデン・ライブ＞【要予約】
■＜スライドギター音楽の旅(世界の音楽へのトリップ）＞
【要予約】
●ガーデン・バー
開催日10月6日、7日、8日、13日、14日（雨天の場合
は中止）19:00〜21:00
緑と森に囲まれた、ガーデン・バーとして、幻想的なラ
ンプの展示、ビール、
ワイン、軽食など。
http://www.blueplanet-e.co.jp
稲3-13-36 ☎0467-84-9871
nambu@blueplanet-e.co.jp

体験

ギャラリー加藤

今年度より映像スライドショーによりお店の作品紹
介をはじめました、店内、窓の外からもご覧いただけ
ます、ぜひご覧ください。
●加藤有造、造形作品

●「Ｐassion」
ニューヨークの情熱ある街並みを撮った写真展。
３days 10 月 6 日〜８日のみ開催。
◆フーレセラピー体験
◆クレイファンデーション＆チーク作り♪
https://www.facebook.com/galleryomi
10月6（土）〜8日
（祝）のみ開催
１1:００〜１７:００
稲2-8-19 ☎070-6964-0205
miwako̲0205@yahoo.co.jp

会期中ギャラリー内で銅・鉄・粘土等の迫力ある造
形作品の展示とアトリエ内ではアイアンワークなど
制作中の様子をオープン（土日、祝日のみ）する予定
です。
●加藤令子オリジナルジュエリー
ギャラリー内工房でデザイン及び制作した独創的で
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イナムラカフェ
体験
飲食
event

洗練された純銀製のリング、ネックレス、イヤリングを
身に着けて味わっていただけるよう展示、お買い上げ
いただけます。
オーダージュエリーもお受けいたして
おります。期間中割引のジュエリーもあります。
●陶芸と漆
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cocochi

日常にアートを啓蒙。大胆に絵付けされた白磁、味わ
いのある陶芸の数々を堪能いただき、ぬくもりのある
漆器も厳選、心豊かな生活をお手伝いします。
●カトウシゲマサフォト
ギャラリー周辺のシーンをデジタルで撮影した写真
を展示（A3ノビ）。
http://www.gallery-kato.jp
無休。10:00〜18:00。
稲3-6-30

☎0467-22-3721

gallery-kato@ever.ocn.ne.jp
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パスタ￥900、
ケーキ￥260〜（持ち帰り可）
歴史ある初代凮月堂の血を引くシェフのこだわりケー
キをぜひ！
●みんなのものがたり展
《2階展示スペース》物語の森がイナムラカフェに出現
！森の住人になって、
自分だけの物語を見つけに行こう
♪子どもは遊べて大人は童心に返れる空間をお楽し
みください！布や絵を使った手作り小物の販売も。
入場無料 12:00〜16:00 ※9日
（火）は休み
※詳細はFBページ「みんなのものがたり展」にて随時
更新

体験

・・・・体験・講座あり
［P9-12参照］

event

●段ボールや布を使った工作ワークショップ
●モビール作りワークショップ
◆カードと児童文学で自分を知るワークショップ
11(木)12(金)
◆自己肯定感を高める脳教育のホメホメワーク
8(月・祝)
■オッッッッツェミニライブ 13（土）
月曜定休日※月曜祝日の場合は火曜休み
12:00〜21:30。
稲２-９-５ ☎0467-38-6523
inamuracafe.artfes@gmail.com
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桜花堂

・・・・ミニイベント
［裏表紙参照］

●お弁当の販売（数に限りがあります。）
アートフェスティバル期間中特別販売
『おにぎり弁当』
ご予約も承ります。
●にぎわい御膳
アートフェスティバル期間限定で前日までにご予約し
ていただくと、税込み 2,160 円を税込み 2,000 円で
お召し上がりいただけます。限定商品ですのでお早め
のご予約を！
！
●デザート・ドリンク
お庭で江ノ電を見ながらデザート・ドリンクもお召し
上がりいただけます。
（雨天は中止）
●手作り小物の販売
スタッフによる手作り小物の販売。
http://www.tukiyama.com/
毎週月曜（祝日営業・翌日休み）。
11:30-14:00(LO)、
17:30-20:00(LO)
稲 1-12-10 ☎0467-23-6772
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ちょっと懐かしい食器や雑貨、ハンドメイドのアクセ
サリー・Bag・小物を取り揃えております。お気軽に
お立ち寄り下さい。
●青空市 …店頭にて青空セール・フリーマーケッ
トを致します。
期間中無休。11:00〜17:00
［通常月、火休。11:00〜16:00］
稲 2-5-3 ☎0467-22-6715
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ヨリドコロ

飲食

【鎌倉の日常を旅する】をコンセプトにした極楽寺と稲村
ヶ崎を繋ぐ道沿いに佇む干物カフェ
『ヨリドコロ』。
●ヨリドコロの紹介やメニュー
朝７:００〜９:００（朝ごはん）卵かけごはんや干物定
食５００円〜。Lunch＆Cafe１１:００〜１８:００（昼
ごはん＆カフェ）。干物定食１０００円〜。
Coﬀee４２０円〜 アートフェスティバル期間中、鎌倉
散策のはじまりに、散策途中の休憩に・・・。
ヨリドコロ
でおいしいごはんとコーヒーはいかがですか？
☆アートフェスティバル期間中の企画、展示等の詳細
は下記HPをご覧ください。
http://yoridocoro.com/
7:00〜18:00。※アートフェスティバル期間中は休ま
ず営業致します。
稲1-12-16 ☎0467-40-5737
info@yoridocoro.com
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和食処つきやま

つきやま箱膳

飲食

Special event

雪月花（柴田邸）

体験

●書アート展
ふたばのゆ書道教室の生徒作品展：身近なものに書
を取り入れた作品をお楽しみください。
◆書道ワークショップ【要予約】当日空席があれば飛
び入り可
各日、変わった書道ワークショップを体験できます。
◆書家気分でお酒のラベル書き
◆世界に一つだけの筆文字入りエコバッグ作り
◆実用宛名書き
■アコースティックジャズライブ 7(日)
https://katsuhiromiike.jimdo.com/
１０/5・6・7・8 日 開催。11:00〜17:00
稲 1-15-30 ☎090-7297-7787
futabanoyu@gmail.com
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陶・漆工芸 かまくらはたの

1F ●川戸園子展
紋章に片染めを生かしたデザインのバッグや小
物入れ等を展示。
●工房金柑洞
純銀粘土によるシルバーを中心に、ヒュージング
ガラスやビーズと組み合わせた品等、気軽に使え
るアクセサリーを展示します。
●日常使う漆器と陶器
2F ●西山秀昭木工展
工具を使った作品及び木工の品を展示販売しま
す。
是非ご覧ください。
http://www.kamakura-hatano.com/
期間中無休。10:00〜17:00
稲 1-15-31 ☎0467-25-2730
h.hatano@kamakura-hatano.com
※漆器・陶器の修理承わります。

・・・・スペシャルイベント
［P1-2参照］
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（有）松村庭園設計
体験
event

海の見える稲村ヶ崎の自然の中で、美しいお花や植物
でリフレシュしませんか！
ワークショップはご予約ください。花材は仕入の都合
で写真と異なる場合があります」
●寄せ植えコンテスト
自慢の寄せ植えを持ち寄り、美しさや完成度をコンテ
ストします。
アート大賞 2 点には極楽寺客殿でのチェ
ロ演奏とジャズ演奏のチケットプレゼント！全員に参
加賞もあります。
参加ご希望の方は 10/1 までに松村
庭園設計へご連絡ください。
■大道芸・モトノ木阿弥と移動紙芝居屋さんがやっ
てくる！
◆フラワーボックス◆グリーンアレンジメント
◆水苔で作る多肉の寄せ植え
◆おしゃれなハーバリウムつくり
http://niwa-matsumura.com
※ネットによる、予約申し込みはホームページから、お
願いいたします。野外ですので、雨天の場合中止にな
ることがあります。
水曜休。 稲 1-17-5 ☎0467-22-6465
info@niwa-mataumura.com
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アトリエ自游人

大石陸平

自宅を解放して、作品を展示しております。
風神・雷神を目指して来ていただくも、つれづれなるま
まにお立ち寄りも… お待ちしております。
●創作鎌倉彫り
毎年大パネル（1m角）に彫刻して漆を塗った作品をご
覧いただいております。
今年は昨年に引き続いて風神・雷神に挑戦しました。
●植物画（日本画）…鎌倉に咲く花々を展示します。
●陶芸とちぎり絵…大石暢子（来年の干支のイノシシもあります。）
●世界のフクロウ展30年以上かけて集めたフクロウ
を約100点展示します。
無休。10:00〜17:00。
極1-5-15 ☎0467-23-9881
rikuohishi@nifty.com
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ギャラリーFLAT

体験

●青山英浩写真展●花文字展◆印鑑ケース作り
http://www.ﬂat-kamakura.com
期間中無休。10:00〜17:00
極 3-11-17 ☎0467-25-0891
ﬂat@ﬂat-kamakura.com

4

22th Gokurakuji&Inamuragasaki ART FESTIVAL 2018
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かお 鎌倉極楽寺

19

・・・・アートマップ順路

●肌質改善エステ（60分） 3,9８0円
〜毛穴の美白『マツヤニホットセラピー』〜
★こんな方ににおすすめ★
お顔のムダ毛が気になる◎ たるみが気になる
毛穴のつまり、黒ずみ◎ニキビ肌を諦めている
乾燥肌•脂性肌•敏感肌◎くすみや肌色の悩み
顔ダニと赤みの方◎日焼けや化粧のシミ

スペース比呂 1F
趣味の部屋 比呂

飲食

月影谷戸の山に囲まれた静かなプライベートレストラ
ン「かお」
で、ゆったりとした時間をお過ごしください。
アートフェスティバル期間中は予約不要。軽いランチ
とカフェの営業となります。
●発酵食品とスーパーフード満載のランチ・スイー
ツ・ドリンク
麹や酒粕、チアシード、麻の実など、健康に良いことで
話題の発酵食品とスーパーフードをすべての料理に
使用しています。スーパーヘルシーなランチとスイー
ツ、
ドリンクをお楽しみください。
※ペット同伴可（テラス席）
※看板猫・看板犬の風太とりおが皆さまのお越しをお
待ちしております！
http://www.kao-kamakura-gokurakuji.com
期間中10/9(火)、10(水)休み。11:00〜16:00。
極3-13-10 ☎090-3907-7576。
kao.kamakura@gmail.com
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引き続き極楽寺駅前
比呂の二階は自然素材によるエステ部門
比呂創作服部門は、海に向かって20メートル先です。
比呂を示す看板を目安に斜め階段をお上がりください。
今年も藍染め布による創作服・又絞り布等忘れさら
れようとする布が息を吹き返してお目もじいたします。
サイズが気になったり、良品の手直し等、喜んでご相
談お受けします。
案外気づいていない“自分に似合うもの”。新たな自分
発見をご一緒に楽しみませんか。
無休。10:00〜18:00。極1-4-1 ☎0467-25-6063
携帯090-7401-3295
gokurakujihiro@hotmail.co.jp
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飲食 ・
・・・カフェ・飲食

スペース比呂 2F

●美容矯正 3,980円
〜小顔・全身矯正〜
★こんな方ににおすすめ★
★
◎顔のむくみ
◎フェイスライン
◎首肩のコリ
◎パーツの左右差 →歪んだ骨を元の位置に戻す
”独自技術”と姿勢矯正 を行います。
顔の悩みは【骨のゆがみと姿勢の悪さ】が原因です。
理想の小顔を根本からサポートします。

●犬の気功整体
●犬の気功整体 3,980円
3 980円
★こんな愛犬ちゃんにおすすめ★◎散歩に行きたがら
ない◎歩き方がおかしい◎足をケンケンする
◎女の子座りをする◎息がすぐ切れる◎痛み（触ると
嫌がる）◎ぐったりして元気がない
http://facial-hiro.shop-pro.jp
無休。10:00〜17:00（受付）
。 比呂本店２階
極1-3-1 ☎080-4751-4729/0467-25-6255

アトリエ necco home
23

人形・匠

萩工房

体験
体験

●ちいさな雑貨屋さん
心がほっこりする手作り雑貨を置いています。お気に
入りを見つけに来ませんか？布雑貨・かぎ編み小物・
アクセサリーなど。大人も子どもも楽しめる、自分の
手でオリジナル雑貨を作れるワークショップもありま
す♪
●FABMA
リネン服、
エプロン、
寝具カバーなど
http://kamakura-kurasu.com/
◆なんでも食べちゃうパクパクモンスター
◆好きな色で飾るこどもの指輪
◆ポーセリン・ペインティング〜白磁に絵を描きま
しょう〜
◆ワンコインお片づけ相談利き脳チェック付き
https://www.facebook.com/atelierneccohome/
平日は休み。10:00〜16:00。
極 3-11-12 ☎0467-23-7725
info@neccohome.com

A

●山西教惠 …MIZUHIKI。日本の伝統を今に活か
した、新しい生活雑貨
●田中比佐子 …皮革工芸・バック・雑貨
●貝瀬和子 …陶芸。普段使いの器を中心に。
●小川祥子 …ちりめんぬい遊び
◆体験講習ポチ袋作り
◆水引箸置き
◎４人展開催日時、１０日
（水）お休み。
10:00〜16:00。極1-4-1 ☎0467-25-6063

21

こもれび

B

極楽寺客殿

Special event

★10 月 7 日
（日）
福島ミサト ジャズライブ
★10 月 9 日
（火）
藤村俊介を聴く〜古刹でチェロのひとときを〜
半世紀にわたるコレクションは逸品ぞろい。紀元前
から昭和の初期まですべての品々に物語があります
手作りの刺し子や編み物があたたかくお迎えします。
趣味の部屋 比呂の海寄りの階段を上ってください。
極1-4-5 ☎0467-23-9353
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GOKURAKU亭

江ノ電極楽寺駅
22

Special event
★10 月 11 日
（木）極楽寺・稲村ガ崎
小海寿子の『山野草ツアー』
★10 月 13 日
（土）極楽寺・稲村ガ崎
吉田知子の『史跡めぐり』

5

木洩陽

●阿仏尼由来。京より鎌倉への道中風景を
和紙人形でご覧ください。
http://www.doll-unlimited.blogspot.com
無休。10:00〜18:00。
極 1-2-9 ☎0467-22-7440

比呂本店（２階）
『 フェイシャルケア ヒロ 』

飲食

ヒロのお手入れは化学物質を一切しないエステ

●喫茶と骨董
木曜休。11:00〜18:00。
極 2-1-18 ☎0467-22-0322

体験
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・・・・体験・講座あり
［P9-12参照］

event

GOKURAKU亭ギャラリー
（極楽寺山門脇）

・・・・ミニイベント
［裏表紙参照］
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自家焙煎

Special event

極楽寺珈琲豆店

・・・・スペシャルイベント
［P1-2参照］

31

鎌倉かわうそ

体験

数種の中からお好きなコーヒー生豆 250g をお選び
いただき、水研ぎ、焙煎をしていただきます。
「自家製ケーキとコーヒー付き」
●Gokurakuji Coﬀee Roaster & Shop
詳しくは極楽寺珈琲豆店で検索を！
http://www.shonan-sh.jp/shop/gokurakujicoﬀee
木曜日休。9:30〜15:30。
極 2-11-4
☎0467-24-7398

●古着展及びアロハシャツ展開催
木曜休。11:00〜18:00。
極 3-6-8 ☎0467-22-5917

29
26

草琇書院

アナン邸

(絵/ミノカサゴ）

●『檜垣文乃展〜いきものたち〜』
高知市在住の画家、檜垣文乃さんのドローイング
展。水族館でスケッチされた生き物たちの形の面白
さや、色の楽しさを楽しんでください。
オープニングパーティ 10月6日
（土）17時から
http://gallery-cn.sakura.ne.jp
9日、10日休。12:00〜17:00。稲5-14-12
☎0467-31-3542 shoei@dream.ocn.ne.jp
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アトリエいなむら

体験

体験
event

飲食
体験
●スパイスバザール
毎回好評！スパイス、ハーブの専門家「メタ アナン」
氏によるお店です。あなたに合わせたスパイスやハ
ーブを一緒に探しましょう。11時〜16時
●カディ展示・販売
カディ
（Khadi)は、身体に優しい自然素材のインド
綿、シルクです。インド独立の父マハトマ・ガンジー
が復興した伝統工芸のひとつ。手づくりの優しさが
伝わります。11時〜16時
◆【スパイス×おつまみ】
で家呑み【要予約】
◆私だけのチャイミックスを作ろう
【要予約】
◆五感で楽しむスパイススムージーとスパイススイ
ーツ【要予約】
◆野菜たっぷり！スパイシーイタリアン
【要予約】
◆みんな集合！スパイスカレー入門【要予約】
◆ヘルマン・ヘッセ シッダールタを読む【要予約】
■インド舞踊【要予約】
■心ゆさぶられる
「琵琶弾き語り」
【要予約】
http://www.e-anan.net/kicken/index.htm
無休。極2-6-14 ☎090-9835-4207
anand-m@kamakuranet.ne.jp
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●草琇ペン展
付けペンを使ったペン習字作品を展示します。
◆写経体験講座【無料】
毎週水、木曜休。11:00〜14:00。
極 2-13-12 ☎0467-24-7430
soushu@keh.biglobe.ne.jp

C

峠の道スタンプポイント

★月影地蔵から山を登ると
「峠のスタンプポイ
ント」。極楽寺〜稲村ガ崎への近道。
ここから
尾根伝いに鎌倉山へと抜けられます。

30

美容室

●手描きの器と雑貨 …心地よい生活を楽しむオリジ
ナルな器と雑貨。時間を忘れてゆっくりとした雰囲気
の中でお楽しみください。
ケーキセット
（チーズケーキとコーヒー／紅茶 500 円）
◆絵付け体験講座 〜世界で一つの器を作りませ
んか〜【要予約】
5 日、10 日、
11 日休。
10:00〜16:00。
稲 5-13-12 ☎0467-33-2807
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ギャラリー青い糸

縁髪 〜engami〜

極楽寺がらす工房

体験

◆吹きガラス体験
【要予約】
●セール品市
年に１度のセール品市！サイズ違いや試作品、正規品
まで沢山並びます。最大９０％ＯＦＦ、掘り出し物を探
せ！
！
http://www.gokurakuji-glass.jimdo.com
10/9
（火）休。10:00〜日没。
極 2-10-14 ☎0467-23-5208
marutore@yahoo.co.jp

●Villa Lodolaオーガニックアロマカラー・オーガニック
【要予約】
ヘッドスパ
大人気！オーガニックアロマカラーやオーガニックア
ロマヘッドスパは、髪も地肌にも優しく92%が天然由
来です。アロマの香りで癒され、艶やかな髪をご体験
ください！オーガニックアロマカラー6,500円〜、オー
ガニックアロマヘッドスパ2,500円(ブロー料金別途
)。その他のメニューや料金などはホームページをご
覧ください。
●世界一周旅行写真展
昨年に引き続き、8年前に6ヶ月間、世界一周新婚旅
行へ行った時の写真を展示します。今年は北米・ヨー
ロッパ編。是非髪をきれいにしながら、旅の世界をお
楽しみください！
http://engami.jp/
毎週木曜休。※他不定休あり9:00〜18:00。
稲5-12-9 ☎0467-66-1515
engami0913@gmail.com

… 気 軽 に 持てるバックや 小 物、忙しい
●mai
mama さんにさらっとつけて頂ける様なピアスをハン
ドメイドしてます。
…ドライフラワーを詰め込んだ作品
●Irie candle
がメインとなり、日々の暮らしに彩りを加えるキャンド
ルやアクセサリーの販売。
●tre …『大人かわいいアクセサリー』をコンセプト
に、毎日のコーディネートのワンポイントになるような
アクセサリーを手作りしています。
…リバティなどを使った布小
●アトリエ chidori
物を作っています。
●「金継ぎ」を知っていますか？ …欠けた器を漆や
金粉などを使って直す技法の金継ぎ。金継ぎ教室で
お気に入りの器の修復に励む生徒さんたちの作品展
です。
< 茶庭を眺めながらゆっくり展示をお楽しみ下さい >
10/14 休。
10:00〜16:00。
稲 5-17-14 ☎0467-81-4323

6

・・・・アートマップ順路
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KAMO & CREPE

飲食 ・
・・・カフェ・飲食

INAGO

37

体験

・・・・体験・講座あり
［P9-12参照］

鎌倉の山小屋
どんぐり工房

飲食

1F ●創作家具、

気楽な会食『INAGO』。
KAMO & CREPE のお店です。
●フラワーアート…フラワーアレンジメント
●サンドアート…グラスにカラーの砂で描くアート
キャンドル。
●飲食…鴨バーグ1,000円、パスタ1,200円
期間中無休。10:00〜16:00。
稲5-17-1 ☎0467-53-8825
inago175.kamakura@gmail.com
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DOPE AND DRAKKAR
ドープ アンド ドラッカー

リフォーム相談
: 佐俣敏郎
キッチンのリフォ
ーム、
フローリン
グ、寸法ぴったり
の家具をお創り
します。
●ウッドクラフト：工房ももの家
●陶芸３人展：山根悠介、
夏川統二郎、
高橋ふく子
2F ●アロマセラピー＆ハーブショップ：どんぐり工房
●ビーズアクセサリー新作展：ロバ印
●手描きのシャツ、Bag：jewels
●モモンガをモチーフにした
シルバーアクセサリー：モモンガ佐藤
●チョークアート：zooboo Art 瀬戸佳織
●アクセサリー、自然素材のオブジェ、ワイヤー
クラフト、
タイのコットンウエア：marsa*
●手紬ぎ、手織りを使った小物たち
：長澤 Mascotte 太田 uMiel
●como:ペットのお散歩ショルダーバッグ
●マヤ暦カウンセリング：Maya Studio
庭 ●どんぐり食堂

event

・・・・ミニイベント
［裏表紙参照］

うつわのかたち〜
●田嶋 碧 陶展 〜心地いい、
10/10(水)〜10/14(日)碧のシンプルな器は料理を
盛ったとき、そしてお手に取った時、
より美しく中
身が映えてきます。自然と食べやすい工夫がそこ
にあります。
●仙台・クラフト木村 〜老舗の逸品〜
10/10（水）〜10/14（日）仙台で創業４５年の店主、
骨董アドバイザーでもある神戸智恵子の器コレク
ションをご覧ください。蔵出しのclassicな器、秋田
曲げわっぱ、櫻皮細工、津軽塗り箸などお手軽にお
求めいただけます。
●デンマークの織物作家、MIYOKO FABRICIUS
10/５(金)〜10/14（日）デンマーク在住４０年。自
宅で手織りの技術を駆使したマフラー・敷物、マッ
トなど北欧の味わいをお楽しみください。
無休。10:00〜17:00。
稲5-3-1 ☎0467-31-0913
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Think Space鎌倉

体験
event

体験
飲食
event
●DOPE AND DRAKKAR
大人が似合う、ユニセックスカジュアルウエア・小物・ア
クセサリーをオリジナルブランドで製作・販売しています。
●鎌倉 あじさい染めウエア
鎌倉の紫陽花に天然石をプラスして天然染を施した奥
深い色合いのシャツやストールを販売。
●ワンちゃんバンダナ
オリジナルのワンちゃん用バンダナに期間中はサービ
スでお名前をお入れします。
●雑貨
●渋谷にある Binowa Cafe 郷土菓子研究社・林周
作シェフの世界の珍しい焼き菓子 テイクアウト販売
http://dopexdrakkar.com/
水・木曜定休。11:00〜18:00。
稲 5-36-5
☎0467-81-4702 info@dopexdrakkar.com
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INAMORI イナモリ

●ネパール風カレー［サラダ・デザート・ピクルス・
チャイ付き］1080円。スィートセット、ハーブティー
ほか。期間中のみ開店。
◆キャンドルワークショップ
◆チョークアート体験
◆マヤ暦カウンセリング：Maya Studio
◆ドッグマッサージ & 鍼
◆ウッドクラフト体験制作
◆アロマエアフレッシュナー・クリーム作り
◆メガネ講座 ◆スパイスフラワーオーナメント作り
◆アートヤーンで作るいろいろ小物
〈ミニイベント〉
■お話会「犬は肉食か？雑食か？！第２弾〜」
■朗読劇 『赤いガラスとろうそくの宮殿〜小川未明〜』
■日本の文化 日本酒を楽しむ会
http://www.dongri-ko-bo.net
無休。10:00〜18:00。
稲 5-10-21。
☎0467-32-9832 info@dongri-ko-bo.net

●シンギングボウルを使った瞑想・癒し体験
チベットでも瞑想に使われているシンギングボウ
ル。その複雑な倍音は、
リラクゼーションを促し、
自
律神経のバランスを調整します。シンギングボウ
ルのハーモニーで、日頃のストレスから解放され
た時間を体験しにお越しください。
●シンギングボウルの展示販売
ネパールの工房で手打ち製法により作られており、
一つ一つ奏でる音色や周波数が異なります。ぜひ
手に取ってお気に入りのシンギングボウルを見つ
けてください。
◆優雅な日本文化を楽しむ「香道体験教室」
◆玉露の感動を五感で味わう
「お煎茶教室」
http://thinkspace.jp
期間中10/10日(水)・11日(木)・12日(金)休。
10:00〜18:00。稲2-10-21 ☎0467-37-9624
info@thinkspace.jp
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kaina
体験

むかう

体験

38

スペース無何有

飲食

●海の風景展（小手川征三郎、小手川靖子）
稲村ヶ崎在住の夫妻が、湘南の海の風景・その他の
油絵を Gallery スペースにて展示します。
●暮らしの陶芸展（青木徹）
稲村ヶ崎在住の陶芸作家による、暮らしを豊かにする
陶芸作品を Cafe スペースにて展示販売します。
●自家栽培野菜とこだわりの食材料理
INAMORI ランチプレート
（事前予約制）1,250 円
稲村ヶ崎ツバメコーヒー、
ビール等ドリンク５００円〜
（10/7 日）
◆陶芸でオーナメント＆小さな飾りを作ろう
http://inamura-inamori.com
Gallery：期間中無休。Cafe：10/8.9.10.13 休
11:30〜16:30。
稲 5-39-20
aiso79jp@gmail.com

7

年に一度のみの
自宅オープンです!
●瀬戸口 夏 〜へんてこ展〜
10/５（金）〜10/９（火）陶づくりの夏と同級生のさ
やかの編み物展。一緒に楽しい空間をこしらえます。
タペストリー・カーディガン・靴下・帽子など藍染の糸
からの作品。色彩の冴えをごらんください。

Cafe/Bar/Salonでゆっくりしながら北欧家具と
ビンテージ雑貨が購入できる小さな暮らしのお店
です。
●弾き語りのゆうべ
シンガーソングライターの吉田和史さんを迎えて
クラシックギターでの弾き語り。時に歌いながら、
時に飲みながら。時間内であればいつでもお入り
いただけます。
10月6、7日 18:00〜21:00
ワンドリンク1200円（ミュージックチャージ込み。
２杯目以降は通常価格にて）
●銅版画17世紀に生まれたメゾチント技法の銅
版画。国内外で活動中の長谷川美菜さんが、深黒
の世界に動植物の愛しさや力強さを繊細に表現し
てくれます。10月5日〜14日
（入場無料）
◆「おはぎ」作りのワークショップ
http://kaina-kamakura.com
期間中火・水曜休。13:00〜21:00。稲2-10-22
info@kaina-kamakura.com

