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不識庵（精進料理）

4

・・
・
・アートマップ順路

ギャラリー加藤

6

飲食 ・
・・
・カフェ・飲食

South Shore サウスショア

体験
飲食

◆不識庵で胡麻豆腐作り
【要予約】
鎌倉 不識庵の胡麻豆腐作り 会費2000円
http://konnichiha.net/fushikian/
10/13、14、
19日開催 11:00〜13:00
稲3-12-25 ☎0467-24-3462
marifujii128@gmail.com
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BLUE PLANET EXPLORER

体験
飲食
event

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、
ハワイのスペシャリスト近藤純夫
さんにハワイ島の自然を解説して頂きます。今年の
でも放映
ＢＳの番組「ワイルド・ライフ」
５月にＮＨＫ、
された、ハワイ島の自然、太平洋の絶海の孤島での
ハワイ島での独自の植物や鳥の進化の過程を、丁寧
に解説頂きます。ハワイミツスイやハワイの固有植
物の不思議な進化の過程を、画像を中心での解説
になります。
【要予約】
◆＜ハワイ島の自然探訪＞
【要予約】
■＜Half Moon ガーデン・ライブ＞
■＜スライドギター（吉村瞳ガーデンライブ)＞
【要予約】
●ガーデン・バー
開催日10/12,10/13,10/19の３日間のみ営業。
（雨天の場合は中止）17:00〜21:00
緑と森に囲まれた、
ガーデン・バーとして、幻想的な
ワイン、軽食など。
ビール、
ランプ、
イベント終了後に、
交流の場として、
ご利用下さい。
http://www.blueplanet-e.co.jp
稲3-13-36 ☎0467-84-9871
nambu@blueplanet-e.co.jp
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cocochi
体験

●ココチのアートライフ2019
日常使いの器を中心に陶のアクセサリーや多肉植物
などが並びます。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。
◆オリジナルトートバックを作ろう
◆陶ビーズで作るアクセサリー
https://www.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
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昨年度より店舗窓際に映像スライドショーによるお
店の作品紹介をはじめました、映像は好評で店内、
窓の外からもご覧いただけます、ぜひご覧ください。
アート時期に新作に切り替えます
●加藤有造、造形作品
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
洗礼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。
期間中割引きのジュエリーもあります。
●陶芸と漆
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
を展示します
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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カサブランカ
インターナショナル キュイジーヌ

飲食

クラフトビール、
１２種類のタスマニア産無添加マス
タードやビネガー、
蜂蜜の販売あり。
インポートワイン
やクラフトジン、
テキーラなどアルコール類多数ご用
意しております。
北海道出身のシェフはこの道３０年。
現地で体得したメキシコ
自身の原点である和食から、
料理まで幅広く提供。
極力無添加にこだわった体に優
しく素材の味を大切にしたお料理が特徴。
鎌倉野菜や自家栽培の無農薬野菜などを使用。
●江ノ電ビューの多国籍料理レストラン／バー
ドリンクセット+
ランチプレート¥1,000(税抜き)、
￥200(税抜き)／単品メニュー ¥600〜
https://casablancainternational.jp/
月火休(祝日の場合は昼のみ)
11:30〜14:00(L.O.), 17:00〜20:00(L.O.)
※土日通し営業
稲3724 ☎0467-40-4730
ご予約はお電話にて承ります。

●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。
をテーマに日本人に馴染みやすい食器をお作り
「和」
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
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COAT LAB

●Time Lag 10/16〜10/20
紙焼けした古紙でコラージュされた
「絵のように観る
1点ものの掛け時計です。
時計」
timelag.jp
●Hiromi Sato 個展 10/16〜10/20
研究書物のグラフの曲線を活かしたコラージュとリ
ソグラフを組み合わせたA3ポスターです。
kyassaba.net
●COAT COLOR LAB 10/11〜10/14
インテリアのカラープランニングなどを行うCOAT
LABでは、
新作のCOLOR BOOKやプロダクトの展
示・販売を行います。
http://www.coat-color.com
10/15休み 11時〜16時
稲3-3-27 ☎0467813507
info@coat-color.com
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レンタル＆コミュニティスペース

IMAICHI

「IMAICHI」
は、
お稽古やカルチャースクー
・2019年6月
多目的レンタルスペースとして発足しました。
地
ルなど、
域の方に楽しく自由な発想でご利用いただけます。
レン
タルスペースとして貸し出している以外の空き時間をコ

・・・
・体験・講座あり
［P9-12参照］

体験

event

ミユニティーススペースとして利用いただけます。
・ボルダリングウオールを設置しておりますので、
スト
レス発散、健康増進にご利用いただけます。
・使用料は各種ご用意しておりますので是非お出かけ
ください
◆IMAICHIの壁に絵を描こう
◆みんなで歌おう！昔の唱歌
不定休 10:00〜22:00
稲２８３ フードセンター今市 店舗A
☎0467-40-4865
inamuragasakiimaichi@gmail.com
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イナムラカフェ

パスタ￥900、
体験
ケーキ￥260〜
（持ち帰り可）
飲食
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！
●小さな道しるべ展
「道しるべ」
をテーマにした原
イナムラカフェ店内に
一点モノの本のしおりを展示します（
。原画やし
画や、
おりは販売も致します。）美味しいお食事やケーキと
共にアートな時間をお楽しみください。
※展示はカフェ店内にて期間中いつでもご覧になれ
イベント
ます。
イナムラカフェ3階会場は展示は無く、
時のみのオープンです。
◆カードと児童文学で自分を知るワークショップ
◆体と心の中心を強くするヒーリング武道
〜地球気功12式〜
◆ゆるエコな会 ダーニング体験＆蜜蝋ラップ作り
◆ボタニカルアクセサリーワークショップ
※会場は全てイナムラカフェ3階イベント会場です。
月曜定休日
（月曜祝日の場合は火曜定休）
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］
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Special event

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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雪月花（柴田邸）

体験

●書アート展
ふたばの岬書道教室の生徒展：新元号
「令和」
をテー
マに自由に発想した作品をご覧下さい。
◆書道ワークショップ
【随時】
●かぎ針編みの小物展示販売
オリジナル商品
『EʼsFavorites』
●コットンパールのアクセサリー展示販売
オリジナル商品
『satomi handmade』
https//futabanomisaki.jimdo.com
１０/11・12・13・14日開催 11:00〜17:00
稲1-15-30 ☎080-4716-7878
futabanomisaki@gmail.com

［P1-2参照］
・・・
・スペシャルイベント

●陶芸家 阿部春弥展
白磁・黄磁・ルリの美しい釉薬が生み出す、
端正
なうつわの数々を展示いたします。
●いつもの漆器展
椀、皿、
酒器、竹製品などお気に入りのうつわを
見つけてください。
■みんなで唄おう！歌声サロン
http://www.kamakura-hatano.com/
期間中無休 10:00〜17:00
稲1-15-31 ☎0467-25-2730
hatano.0228@gmail.com
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体験
飲食
event

海の見えるデッキ・ピザ窯のあるハーブガーデン・ブ
ランコを下げたデイゴの庭・山野草園・海のうねりと
砕ける波の石庭・壺を配した枯山水の庭・・ナド素敵
ご休憩いただけます。
なお庭でお花を楽しみ、
●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。
■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
◆小さな缶詰にミニミニセダムをぎっしり
●石 に火を入れてピザ作り
●和風喫茶 アート散策の休憩処 お庭を見ながら休
憩していただきます。
・ 茶セット５００円
（水・土・日お休みします。
）
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。
水曜休 11:00〜16:00
稲1-17-5 ☎0467-22-6465
info@niwa-mataumura.com

15
13

陶・漆工芸 かまくらはたの

（有）松村庭園設計

アトリエ自游人

大石陸平

event

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 えております。お気軽に
お立ち寄り下さい。
●Caprice Fille
”気まぐれムスメ”の気まぐれアクセサリー（minne出
展の作家さん）出展販売はアートフェスティバル期
間中のみです。
●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 11:30〜16:00
［通常月、
火休 11:00〜16:00］
稲2-5-3 ☎0467-22-6715

（もくじき）
の仏像

1Ｆ ●ジェイ・ワークス 川戸園子
こだわりのデザインを型染めしたバッグや小
物、天然素材のアクセサリーや帯留めを出展い
たします。

アヌビスの犬神

今年は仏像彫刻とツタンカーメンの守り神であるアヌ
ビスの犬の彫刻に挑戦してみました。
●大石陸平 工芸品（鎌倉彫り、木彫、植物画、楽器
製作、能面など）
●大石暢子 陶芸、
ちぎり絵
●金継ぎ 欠けたり、割れた茶碗等をお持ち下さい。
金継ぎをして修理します。
無休 10:00〜16:00
極1-5-15 ☎0467-23-9881
rikuohishi@nifty.com

4

23 th Gokurakuji&Inamuragasaki ART FESTIVAL 2019
16

かお 鎌倉極楽寺

18

・・
・
・アートマップ順路

◆最新シミ改善エステ
（60分）4,980円
〜美肌効果を実感シミ撃退コース〜
★こんな方ににおすすめ★
◎シミ◎ソバカス◎脂漏性角
化症◎老人性色素斑◎色素
沈着◎イボ

スペース比呂 1F
趣味の部屋 比呂

飲食
体験
event

月影谷戸の山々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です。
軽いラ
ンチとスイーツをご用意しておりますのでどうぞお気
軽にお立ち寄りください。
●麹・発酵食品とスーパーフードのランチ＆スイーツ
栄養価が高く美容効果も期待できることで注目の麹・
発酵食品とスーパーフードをすべてのお料理に使用
ドリンクで
したスーパーヘルシーなランチ、
スイーツ、
お料理のレシピも公開！ご自宅でもおいしくて栄養
す。
満点な発酵生活をご家族と一緒にお楽しみください。
※フェスティバル期間中のメニューはHPをご覧くださ
い ※ペット同伴可
（テラス席）
※看板猫の"風太"、看板犬の"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
15日(火)、
16日(水)、
17日(木)休み 11:00〜16:00
極3-13-10 ☎090-3907-7576
kao.kamakura@gmail.com
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極楽寺駅より右(海に向かって)徒歩2分
山手側に看板がございます。
階段を上がって頂きますと藍染及び自然素材の
創作衣類の比呂がございます。
大事な古布や思い出の衣類を再生して早40年。
比呂デティールをテーマに
新たな創作を展開しています。
◆期間中 マヤ歴占い マヤ・スタジオ 岩瀬由紀
■ロヒンギャ難民チャリティマーケット
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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スペース比呂 2F

アトリエ necco home

飲食 ・
・・
・カフェ・飲食

◆ミラクルリフトアップ HIF Uハイフ
（6 0分）9,800円
〜奇跡の
「切らない」
小顔施術コース〜
顔のたるみ、
シワの改善に効果的！コラーゲンがどんど
ん増えてリフトアップ！クリニック料金の10分の１‼
★こんな方ににおすすめ★
◎今すぐにリフトアップして
若々しくなりたい方◎何回もお
店に通えない方◎しっかり！効
果を実感したい方◎たるみを改善し、
その効果を長持
ちさせたい方
無休 10:00〜18:00 極1-3-1
☎080--4751-4729/0467-25-6255

B

極楽寺客殿

Special event

★10月１4日
（月・祝）
福島ミサト ジャズライブ
★10月15日
（火）
〜チェロは秋風にのって〜 藤村俊介を聴く
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GOKURAKU亭

体験

飲食

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

体験

●ちいさな雑貨屋さん
ハンドメイド作品を展示・販売しています。
かわいいも
の・キレイなもの・お気に入りを見つけに来ませんか？ア
クセサリー・布雑貨・かぎ編み小物など。
自分の手でオリジナル作品を
大人も子どもも楽しめる、
作れるワークショップもあります♪
◆自分だけの小さな世界・立体デコマグネットを作ろう
◆木で作るカメラ
◆天然石が揺れるマクラメピアスを作ろう
◆絵の具で自分色のピアスを作ろう
◆ 置きWORK SHOP
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

江ノ電極楽寺駅

Special event
（木）極楽寺・稲村ガ崎
★10月17日
『山野草ツアー』
小海寿子の
★10月19日
・20日
（土）
（日）極楽寺・稲村ガ崎
『史跡めぐり』
吉田知子の

5

●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 …革工芸・バッグ・雑貨
●貝瀬和子 …陶芸。普段使いの器を中心に。
●小川祥子 …ちりめん縫い遊び
◆体験講習 ポチ袋作り
15日(火) はお休み 10:00〜16:00
極1-4-1 ☎0467-25-6063/090-5415-9231
kaigama@jcom.home.ne.jp
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比呂本店（２階）
『 フェイシャルケア ヒロ 』
ヒロのお手入れは化学物質を一切しないエステ

（60分）4,980円
◆肌質改善エステ
〜マツヤニパック毛穴洗浄＆うるおいコース〜
美肌を極める至福の体験。
オール天然素材
★こんな方におすすめ★
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、黒ズミ◎ニキビ肌を諦めている乾燥肌・脂肪
顔ダニと赤みの方
肌・敏感肌◎くすみや肌色の悩み、
◎日焼けや化粧のシミ
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GOKURAKU亭ギャラリー
（極楽寺山門脇）

●アロハシャツフェアー
木曜休 11:00〜18:00
極3-6-8 ☎0467-22-5917

23

B-san

美肌は、毛穴から
毛美
穴肌
か は
ら ︑
︒

あなたのお気に入りの
ビーチサンダルの専門店です。
ビーサンがきっとみつかります。沢山の品数を えて
いますので一度どうぞお越しください。
極3-6-13

・・
・
・体験・講座あり
［P9-12参照］

体験

24

event

ときわ工房

体験

●ときわ工房蔵出し陶器市
工房のガレージ部分で陶器市を開催。工房会員作品
販売並びに主宰者のガラクタ0円、
ワケアリ品、処分
品など。
お気に入りを見つけにいらしてください。
開催日:10/13、14、16、17、19、20(10:00〜16:00)
※教室中は少々お待たせするかもしれません
◆オリジナルチャイカップ作り
◆My飯碗作り
tougeitokiwakobo.jimdo.com
極2217 ☎08032011040
tougeitokiwakobo@gmail.com
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アナン邸

体験

・・・
・ミニイベント
［裏表紙参照］

◆透かし折り紙研究家中村香代と作る、光のフォト
フレームデコ
www.トランスパレント.jp
19日(土)・20日(日)休み
平日(11・15・16・17・18日)/13:00〜16:00営業
休日(12・13・14日)/11:00〜16:00営業
極2-3-11 ☎0467-95-3240
sukashi-origami@colo-r.com
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株式会社Color
透かし折り紙プロジェクト~はなあかり~

極楽寺がらす工房

●セール品市
年に１回のセール品市を今年も開催します！早いモノ
勝ち！掘り出し物を探せ！！
●ジーちゃんの野菜
鎌倉山で育ったジャガイモ・大根菜など、
１００円での
（１１日〜１４日のみ）
ご提供です
http://www.gokurakuji-glass.jimdo.com
１０月１５日
（火）
休 10:00〜17:00
極2-10-14 ☎0467-23-5208
marutore@yahoo.co.jp
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●スパイスティーとおやき
マイカップ、
マイ皿をお持ちになった方々にスパイス
ティーとおやきをサービス致します。
終了。
（10:30〜15:30 当日用意分がなくなり次第、
）
◆屋台風・台湾料理ピリッとスパイスレッスン
◆みんな集合！スパイスカレー入門
◆親子でインドタイム！
◆チャイとインドのお菓子ラドゥでティータイム
◆スパイス de 朝ごはん
撮って、
◆デコって、
おいしいマイ・ミールスを食べよう
◆ヨガですっきりチャイでのんびり
http://www.e-anan.net/
無休 10:30〜15:30
極2-6-14 ☎0467-25-6416
event@e-anan.net

Special event

体験
event

◆コーヒー生豆水研ぎ
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 をしていただきます。
焙 ガイドがつきますので、
どなたでも体験できま
。自家製ケーキとコーヒー付き）
す（
■津軽三味線ライブ
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

●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】
体験
毎週水、木曜休 11:00〜14:00
極2-13-12 ☎0467-24-7430
soushu@keh.biglobe.ne.jp

C

美容室

縁髪 〜engami〜

●世界一周旅行写真展
世界一周新婚旅行
昨年に引き続き、
9年前に6ヶ月間、
へ行った時の写真を展示します。
今年はスペイン、
チェ
コ、
ハンガリー、
オーストリア編です。是非髪をきれい
旅の世界をお楽しみください！
にしながら、
●輝髪ザクロペインター
髪を傷める成分
（過酸化水素・ジアミン）
を一切使用せず
に根元から白髪をキレイに染める事ができるノンジアミ
ンカラーです。
ザクロの力でハリコシUP、抜け毛が激
減！！頭皮、
髪を傷めずに艶やかな髪へと導きます。
その
他オーガニックアロマカラーやヘッドスパなどのメニュー
もございます。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://engami.jp/ 【完全予約制】
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
31

鎌倉かわうそ

●波津あゆ子 Dolls
布と糸から生まれた訳知り顔の猫とおしゃれなドー
ル。今にもおしゃべりが聞こえてきそうな、波津あゆ
子さんの不思議の世界へ。
●明治の花の木版画 ●暮らす旅舎の京都の本
http://gallery-cn.sakura.ne.jp
15日
（火）
（水）休 12:00〜17:00
・16日
稲5-14-12 ☎0467-31-3542
shoei@dream.ocn.ne.jp
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ギャラリー青い糸

草琇書院

体験

１F ●自然光と透かし折り紙の展示
窓から入るおひさまの光と透かし折り紙の競演。
ふわふわゆらゆら、
やさしい光と色の世界にまっ
たりのんびりしていってね!
2F ●暗闇に光る透かし折り紙の展示透かし
●透かし折り紙販売
透かし折り紙で表現するイルミネーションの世界。
真っ暗な部屋に入ってびっくり、
そこにいるのは…
見てのお楽しみ!

30

水研ぎ自
Gokurakuji Coﬀee Roaster & Shop

29

［P1-2参照］
・・・
・スペシャルイベント

峠の道スタンプポイント

「峠のスタンプポイ
★月影地蔵から山を登ると
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。

●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。
●Iri e Candle
▪お花をたっぷり詰め込んだキャンドルやアクセサリー
▪少し手を加える事で形を変え身に付けたり、火を灯して癒しとエコラ
イフを楽しんで欲しいです。
●mai …忙しいmamaさんにもさらっと身につけて頂ける様なバ
ックやピアスをハンドメイドしてます。
●洋 yo〜 …輸入ブァブリック(イギリス、
フランス製)を使ったバッ
クや小物をハンドメイドしております。
●アトリエchidori …リバティなどを使った布小物を作っています。
『わたしの金継ぎ』
●
展…欠けてしまった器を漆や金粉などを使
って修復する「金継ぎ」
という技法をご存知ですか?日々の暮らしの中で
愛用する器たちを金継ぎで らせ使っているみなさんの作品展です。
＜茶庭を眺めながらゆっくり展示をお楽しみ下さい＞
10月14日(月・祝)・18(金)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

36

体験

・・
・
・体験・講座あり
［P9-12参照］

地元民に愛される
隠れ家的カジュアルビストロ
『INAGO』
。
国産鴨と鎌倉野菜のヘルシーなメニューです。
●期間中はサンドアートキャンドルを展示しています。
期間中無休 10:00〜日没まで
稲5-17-1 ☎0467-53-8825
inago̲175
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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
家具をお創りします。
●陶芸2人展：山根悠介、
夏川統二郎
2F ●木工小物・手作りウクレレ：ukulele ike
●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
●ハーブ染め・手描きのシャツ、
Bag：jewels
●チョークアート：zooboo Art 瀬戸佳織
●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
●ワンちゃんの手作りお散歩Bag：como
●手作りテディベア：いとわたあめ
●美人画
「大人の塗り絵」
原画展:絹本画家 佃 喜翔
●花蟲細工師 伽楽 潤一 研磨デザインさとうるい”和の世界”
●ウッドクラフト：工房ももの家
体験
●シルバーアクセサリー：RAZY
庭 ●どんぐり食堂
飲食
event

●鎌倉の紫陽花染めウエア…姉弟3人でやっている
大人のカジュアルウエアブランド。鎌倉の紫陽花や天
然石で染色をしたウエアはテレビにもご紹介いただき
ました。
●世界の郷土菓子…渋谷にある Binowa Cafe 郷土
菓子研究社・林周作シェフが作る世界の珍しい郷土菓
子をテイクアウト販売。
●鎌倉天幕…鎌倉発キャンプギアブランド。
室内でも
使いたいスタイリッシュな折畳椅子や天幕はラグジュ
アリーな質感が特徴です。
●マクラメ作家 雪花…天然石を活かしたD&Dらしい
デザインが特徴のコラボレーションアクセサリー。
●シルバーアクセサリー作家 Maruco …海と山に囲
まれた鎌倉で育ち現在も制作の拠点とした作家の世
界観広がる作品。
http://dopexdrakkar.com/
期間中 木曜日休み
（普段は水・木定休）
11:00〜18:00 稲5-36-5 ☎0467-81-4702
info@dopexdrakkar.com
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●ネパール風カレー1080円
［サラダ・デザート・ピクルス・チャイ付き］
スィートセット、ハーブティー、ビールほか。
◆アロマエアフレッシュナー・クリーム作り
◆メガネ講座 ◆オリーブリースブローチ作り
◆アートヤーンで作るいろいろ小物
◆生きラク★四柱推命鑑定 ◆ぬいぐるみをつくろう
◆耳つぼマッサージ ◆チョークアート体験
◆あなたの体を体組成計を使って分析してみよう
◆原石を煌めくオパールに磨いてみませんか
■朗読劇『黄昏の幻想〜別役実「もののけづくし」
より〜』
■アルパ
（パラグアイハープ）2人演奏会
■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
むかう
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スペース無何有

INAMORI イナモリ
年に一度のみの自宅オープンです!
体験
飲食

●風の記憶 横瀬 信子
銅版画
（メゾチント）
による黒の質感が生かされた画。
大胆な構成の大画面の作品から小さい作品まで数点
を展示します。
◆風見鶏のオブジェを作ろう
（木工クラフト）
◆秋の草花と木の実のガーランド作り
●軽食・デザート・お茶等
営業日時はホームページをご確認の上お越しください
http://inamura-inamori.com
期間中のギャラリーOPEN
10月11日
（金）、12日
（土）、15日
（火）、16日
（水）、
18日
（金）、19日
（土）
12:00〜17:00 稲5-39-20
aiso79jp@gmail.com

7

・・・
・ミニイベント
［裏表紙参照］

10/11(金 )〜10/20（日）デンマーク在住４０年、繊細な手
織りの技術を駆使して、独創的な色彩感覚のマフラー・敷
物、
マットなど北欧のセンスをお楽しみください。
無休 10:00〜17:00 稲5-3-1 ☎0467-31-0913

鎌倉の山小屋
どんぐり工房

1F ●創作家具、
飲食

event

●瀬戸口 夏 〜ありがとう心から〜
10/11（金）〜10/15（火） 焼成すると美しく発色する木々の
釉薬に夢中になり、土の中からは大小の動物たち、鬼たちが
ゆっくり笑顔で生まれて来てくれる。楽しくって、
ただ面白く、
月
日の経つのも、、、感謝しています。
●渡辺 喜久代 〜使い続けてきた私の慈しい器たち〜
10/11(金)〜10/15（火）昭和３１年から平成の終わりまで、
使い続けてきた器たち。私の手からの旅立ち。器のいのちは、
もう一つの旅を続けて生きることと信じながら、、、
みな様との
お話を楽しみに。
●田嶋 碧 陶展 〜自分だけの一点もの〜
10/16（水）〜10/20（日） 自分の手で触って器を選ぶ。
その
瞬時のわくわく感を馳走とともに食卓に並べる。その贅沢を
連想しながら器たちと、
どうぞ向き合ってください。
●佐藤 恵 〜オートクチュールジュエリー&絵画展〜
10/16（水）〜10/20（日）宝石の研磨技術とアイボリーの伝
統技術を駆使したオートクチュールジュエリー展。モモンガ
やネコをモチーフにした絵画、小品もご覧いただけます。
●デンマークの織物作家、
MIYOKO FABRICIUS
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Think Space鎌倉

体験

●シンギングボウル体験
複雑なハーモニーが癒しの世界へと誘うシンギングボ
ウル。
実際に触れながら瞑想体験をすることで、
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。
●親子で、
友達と、
一人で！マインドフルネス体験
心を整える方法として注目を集めているマインドフルネ
ス。
子供から大人まで様々な実践方法を体験できます。
「止観」
を学び、精進料理の真髄を味わう
（予約制）
◆僧侶から
◆廃材を活用！万華鏡作りワークショップ
（予約制）
（予約制）
◆はじめての親子deマインドフルネス
http://thinkspace.jp
期間中10/15(火)・10/18(金)休
11:00〜18:00 稲2-10-21 ☎0467-37-9624
info@thinkspace.jp
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kaina
体験
飲食
event

Cafe/Bar/Salon/Interiorを楽しめる小さな”暮らし
のお店”です。北欧家具やビンテージ雑貨も購入でき
て、
カラダのケアや家具の修理のご相談にも乗ります。
●誰でもピアノ
50年もののピアノが、弾いてくださる皆様をお待ちしてい
ます。
1曲から自由に演奏を♪演奏されたお客様にはささや
かなプレゼントが！居合わせたお客様はラッキーですね♪
◆椅子の座面 張り替え講座
■弾き語りのゆうべ その２
Cafe（コーヒー,紅茶 ¥450〜 スイーツなど¥450〜）
Bar（オーガニックワイン、生ビール¥550〜、秋の旬のおつまみなど¥350〜)
http://kaina-kamakura.com
10/16
（水）
休
☎0467-73-8822
13:00〜21:00 稲2-10-22
info@kaina-kamakura.com
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日本料理 吟
体験
飲食

●季節の木箱弁当 織部
季節の木箱弁当、
お食事内容は【木箱弁当・肉料理・ご飯
物・デザート・食後にコーヒーもしくは玉露】です。税別
4,500円でお召し上がりいただけます。
●なぐも窯 陶芸工房にて陶芸体験や絵付け体験がで
きます。
２Fギャラリーで作品の展示販売もしております。
◆陶芸体験 ◆絵付け体験
https://gin-nagumo.jp/
毎週水曜休
11:30〜15:00 稲4-1-11
☎0467-84-7236

