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お鷹の道遊歩道

泉町一町目
お散歩タウン
ウォークイベント
いろいろあるよ

９月１５日

日    時：９月１５日(土 )10：00～17：00（随時受付）

ココです♪
▲▲▲
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クラフトビレッジ@真福寺公園
オンリーワンに出会えるのはココ！

ぶんぶんうぉ～くに来たならこれ！   アートを楽しみながら街を歩こう！　

真福寺公園
クラフトヴィレッジ

10：00～
　 16：00

国分寺市まちづくりセンター
（まちセン）が候補地を選び出
し、市民の皆さんのご意見をい
れて選定した国分寺百景の写
真をパネル展示いたします。

※百景の人気投票もあります。
　皆さんのお勧めスポットを
　おしえてください。

２、1、千洋雑貨

17、Flags  Design
こんにちは。私達はCalm（カルム）と言う
webショップをやっています。「旅」を
テーマに買い付けた雑貨とオリジナル作
品を販売しています。今回は使いやすい
子供椅子や棚、木工を使った作品やオリ
ジナルのレターセットなどの他、見て楽
しい飾って嬉しいフラッグも販売します。
是非お立ち寄り下さい。

19、珈琲屋台 出茶屋 20、ギャラリーうォ～く本部

妹はガラスでこつこつ作り物、姉は
布でちくちく作り物。グッとくる思
いつきを小さな雑貨に込めて、うっ
とりの日々を・・・と店開きです。
ごゆっくり楽しんでください。

色とりどりのガラス棒を卓上バーナー
で溶かすバーナーワークという技法で、
とんぼ玉やアクセサリー、動物オブジェ
などのガラス小物を作っています。
同じ技法でつくられた三人三様のガラス
の世界をぜひお楽しみください。

3、メグ＆アンディー
ボビンレースとキラキラグッズのショップ
です！窓辺に飾るヨーロッパ発の手織り
レースと、キラキラポップ＆キラキラブルー
のネックレス
やリング並べ
ます。
渋谷・下北沢
のショップに
置いてます。
見にきてね！

5、中村 かな子/山田 亜衣4、小池 美和子
花びらの形の白い布を一枚ずつ手染
めして布花を作っています。今回は、
大好きなすみれを
中心に、色々なタイ
プのコサージュを
作ります。
コーヒー豆の麻袋で
作った帽子やハンド
メイドのバッグ、エ
プロンもあります。

モノと人が出会って、相乗効果で楽しい
ことが起る。これが作る私たちの醍醐味
です。イベントで初めての誰かと出会っ
て、喜びが起ることを待ち受けながら、
日々制作にいそしんでいます！是非お
立ち寄りください！

6、伊藤 類 / 堀込 和佳
和紙に摺った色とりどりの木版画、
オリジナルのポストカード、ぽち 袋、
缶バッチなどを展示販売します。
陶で作った動物や小さな箱、うつわ
等々を販売します。「使う絵として
の陶器」をテーマに作っています。

8、   酒井 照子7、笹原 夕起子

ひと編み、ひと編み心をこめて
編みあげた作品で、
あなたを飾ってみませんか！

10、くるみギャラリー
くるみギャラリーは国分寺駅北口から
６分のところにあり、絵や版画、金工、
陶器などの展示をしています。今回は
公園ギャラリーで６，７名の作家さんの
バラエティ豊かな作
品を、ご覧頂けます。
是非お見逃しなく！

11、momo
西国分寺のジュエリーブランドmomo
によるワークショップ。
☆フェイストラップ制作体験。
真鍮プレートに目や鼻や口、お好きな
パーツを選んで刻印して顔ストラップ
を作ろう！参加費500円。

手織りは、いつも違う表情をみせてくれる
自然のように、ちがう色、かたちとなって表
れる布から創る
マフラー、ベスト、
小物などができ
あがりました。
ぜひ手に取って
ご覧ください。

9、布あそび
布と針が大好きな人が集まり、吊り雛
、雛人形、お細工物など手作りを楽し
んでいるグループです。皆様に作りた
めた作品を見て楽しんでいただけれ
ばと思います。心が和みますよ !

13、R.ECHO&糸へんのものづくり12、    アルテ  デ  フェルトロ
小金井市在住フェルト作家です。ウールで
遊ぶアートヤーン、フェルトのウエアー、
プリミティブなアニマルバック、おまま
ごとセットとして販売している、やさいの
マルシェ。ウールのちからで繋がる楽しい
出会いに期待
してます！

15、オガサワラマサコ/中津箒
オガサワラマサコ：陶の指人形や雑貨・
うつわなど、てびねりで一点一点つくって
います。布モノもあります。

16、東京農工大科学博物館 友の会
12グループ約 200 名が伝統工芸を学び
伝えています。システムは大変ユニーク
で、先輩が後輩指導に当たる教え合う会員
相互の自主的な活動です。32年継承された
伝統工芸作品を是非ご覧ください。

14、足達禎子/小島有美子
日々のなんでもないくらしの中で、たと
えば、ふと道ばたでかわいい お花を見
つけた時のような、心がほっこりする。
そんなモノづくりをして いきたいと思って
います。

　東元町商店会のご協力で、野川リバーサイドの不動橋にてアツアツで、
美味しいコロッケ、などご用意します。採れたて地場野菜も販売します！
『ぶんぶんうぉ～く』散策のお休み処としてお楽しみください！

http://ameblo.jp/fukurou-five/
ブログ

ブログ
http://dollsblog.nicola.jellybean.jp/ http://www.hiantado.sakura.ne.jp/nakamura/

楽しい散歩　着飾って歩く楽しい散歩　着飾って歩く♪

http://kurumi-kurumi.justhpbs.jp/ http://www.momo-jewelry.com/http://www.momo-jewelry.com/

☆ワークショップ
     あり。野菜作り
     1ヶ￥500~
     (材料費込 )

テントとイスがあります
お休み処としてもお使い
ください。

中津箒：無農薬の国産原料を用いた、
☆手作りの箒を実演   販売します。
http://shimingura-tsuneemon.biz/index.htm http://www.tuat.ac.jp/~museum/CONTENTS/

2011/tomo11/tomo11.html

※カフェスローギャラリーでも展示します

「ギャラリーうぉ～く」に
協賛していただきました

18、大坪 飛鳥
火鉢と鉄瓶で沸かした小金井の井戸水
で、お豆をご注文ごとにお挽きして、
心を込めて、珈琲をお淹れします。
外で味わう珈琲と、火鉢を囲む時間を。

※赤い可愛らしい屋根が
　めじるしです

　

   真福寺公園の
『クラフトビレッジ』
では、フランクフルト、
たこ焼き、ピザ、冷た
い飲物等販売します。

( 真福寺公園内）

ぶらぶ
らマッ

プ

販売し
ます！

国分
寺

国分寺市本町4丁目 -14 -1  tel：042-324-0015
HP  http://www.k-jh.co.jp/tukasa/

9月12日 (水 )～17日 (月祝 )

手作りの素敵な帽子、バッグ、ウエア、布小物
など、国立の布作家「Ｒ．ＥＣＨＯ」と「糸へん
のものづくり」のコラボです。
☆お楽しみミニワークショップもあります。

(水彩・油彩 )

http://rechooffic.exblog.jp/

野村洋子／  柿沢なをみ
　　／ 山口裕美子

府中の小規模な作業所です。使う人
の手になじむ柔らかな質感の、木工・
陶器製品・生活雑貨、天然酵母の黒米
パンをていねいに作っています。

府中の小規模な作業所です。使う人
の手になじむ柔らかな質感の、木工・
陶器製品・生活雑貨、天然酵母の黒米
パンをていねいに作っています。

clay studio Ulala
＆

http://arte-de-feltro.com/

←ココです♪
▲▲▲

アグアレオン［山崎＋米倉］は
くるみGから　出品しています♪


