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 2021

Kozuka
Art Festival
7.24 – 8.1
2021
11th

sat

11:00-17:00

会場

sun

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）

入場
無料

www.kozuka-art.info

主催：コヅカ・アートフェスティバル実行委員会 共催：アートガーデン・コヅカ、awanova、里山デザインファクトリー
後援：鴨川市、鋸南町、鴨川市教育委員会、鋸南町教育委員会

ゲストアーティスト

森の家
鶴田静 展 ゲス
トギャラリー
今年のゲスト作家は文筆家・翻訳家の
鶴田静さんです。数々の著作と共に、
日本におけるカウンターカルチャーの
草分けとして、その歴史を垣間見る展示が
森の家で開催されます。

11:00-17:00 入場無料

森の家のカフェ

森の家のカフェで食のアーティストたちの
厳選ランチをどうぞご賞味あれ！

8.1 sun

第１会場

里山デザインファクトリー

7.24 sat

第２会場

第３会場

アートガーデン・コヅカ

星見亭

アートの森 野外展示

宮下昌也の
オープンアトリエ展

森の家

参加アーティストみずからが森に入り、森を整え
森と作品に新しい命を吹き込んでいきます。
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へ、ようこそ！

Opening Live!

11:00-17:00 入場無料

7.29 thu

17:00-

アイリッシュナイト

出演：O’Jizo 大人￥2,000 子供 free

7.30 fri

19:00-

影絵ナイト

出演：ホケキョ座 大人￥1,500 子供 ¥500

15:30-

7.31 sat

Closing Live!

19:00-

星見亭
ナイト
3days

ディープナイト

出演：奈良大介 /モーフの旅 / 尾引浩志

和太鼓の音がコヅカの森に響き渡る！

大人￥2,000 子供 free

出演 :TAWOO/ 神楽獅子
17:00-

画家が自宅ギャラリーと
庭を開放して行う展覧会。

『金束駅』バス停

森のステージ

完全予約制です。受付は7/25まで。
予約・お問合せ 080-5475-4931（宮下昌也）
当日の受付はありませんのでご注意ください。

コヅカがアフリカに変わる夜♬
ブルキナファソの酒場音楽で踊ろう！

『平塚入口交差点』
バス停

出演：アフリカサカバ

7.25 sun

14:00-

みんなで踊ろう！

『金束』バス停
『大山公民館』バス停

awanova 盆踊り◎まつり
生唄・生バンドで踊る盆踊り！ 美味しいものいろいろ、
生ビールやかき氷などもあります！

出演：イマジン盆踊り部

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。

参加アーティスト

Free style furniture DEW ／ Botanic Green ／ひょうたんたけし／ cosy posy ／ dorothy ／ TRIPTRACKS ／らくだ工房／
空中庭園／手作り工房 Nuts ／宮下昌也／工房アルコス／コジマユウジ／きさらづ野良制作室／坂本一樹／坂本真彩／
おそうじひとしずく／デザインショップまちや／ホケキョ座／小沼智靖／ nana moco ／ JAGUA TATTOO 海月／
かねつなしほ／未央広子／濵田屋／森川エリー／ Tribal Boutique umitohato ／ Shanti Riot

Healing
Music
Food

みどりのいえ／ Makalakupua ／ Nekesa ／ mariThai ／ハレ ホ’オラマ／
musbi ／アレクサンダーテクニーク

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 2021
文筆家・翻訳家

鶴田静

東京都生まれ。明治大学文学部卒 ( 仏文専攻 )。

１９７５年〜 ７７年、ウィリアム・モリス研究のためイギリス滞在。

つるた・しずか

ギャラリー
トーク

奈良大介／イマジン盆踊り部／アフリカサカバ／ O’Jizo ／モーフの旅／尾引浩志／ TAWOO ／神楽獅子／
未央祐介／／ TUMA 銃ゴロウ／房総アイリッシュ部／房州アイリッシュクラブ／自然界ラッパーOMG

森の家ギャラリー

藁珈琲洞〜コーヒーと季節のおいしいもの〜／けい工房／結ごはん／白浜豆腐工房／草 so ／
Cafe&ガラス工房 海遊魚／自然酵母 山のパン屋／ awanova ／かまどの火／もみじの手／かごにわ

7.24sat-8.1sun
11：00-17：00 入場無料

鶴田静 展

8.1 sun
13:00-15:00

1976年からベジタリアンになり、その思想と料理を研究する。

帰国後1979年、最初のエッセイを出版して以来、自然生活、
環境、食文化、庭園と草花についての執筆、英語翻訳をする。

各所で講演・講座をし、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌に登場して

いる。1988年4月以来、夫の写真家エドワード・レビンソンと

犬や猫と千葉県房総半島の農村に在住。

https://www.solohill.net

ワークショップ

 毛フェルトワークショップ
❻ 羊
開催日：7.24sat, 26mon, 27tue,

❶ 竹で思いつき楽器を作ろう

30fri, 31sat 11:00-16:00

開催日：7.24sat-8.1sun

開催場所：森の家周辺

お問い合わせ：ひょうたんたけし 090-1729-6480

 のドリームキャッチャー作り
❼ 森

開催場所：森の家周辺

お問い合わせ：渡邊 megbocchi@gmail.com

参加費：500円

❷ ウクレレWS

開催日：7.24sat, 30fri, 31sat

8.1sun 11:00-15:00

開催日：7.24sat-8.1sun
開催場所：森の家周辺

参加費：500〜1,500円

開催場所：野外展示エリア 参加費：1,500円

参加費：1,500円

食のアーティスト
森の家のカフェ
7.24sat

藁珈琲洞～コーヒーと季節のおいしいもの～

7.25sun

自然酵母 山のパン屋

7.26mon

白浜豆腐工房

7.27tue

草 so

7.28wed

awanova

7.29thu

Cafe &ガラス工房 海遊魚

お問い合わせ：ひょうたんたけし 090-1729-6480

お問い合わせ：大森 090-5508-8987

 紐ディスクで作る
❸ 組

 験管フラワースタンド作り
❽ 試

7.30fri

結ごはん

開催日：7.24sat-8.1sun

開催場所：森の家

7.31sat

結ごはん

8.1sun

けい工房

「かんたんキーフック」

開催日：7.24sat-8.1sun

開催場所：野外展示エリア 参加費：1,500円

参加費：1,500円（中学生以下 :1,000円）

お問い合わせ：関田 090-2666-3229

お問い合わせ：今井 090-6185-6060

 鍮のオリジナルブローチor
❹ 真

 フリカサカバの楽器 &
❾ ア

ピアス作り

ダンスワークショップ

ブルキナファソの音楽を
体験してみよう！

開催日：7.26mon-8.1sun
開催場所：森の家周辺

参加費：1,500〜2,000円

お問い合わせ：葛岡 090-2558-67050

開催日：7.24sat 11:00- バラフォン

14:30- ジンベ
15:00- ダンス

❺ 房州うちわに絵を描こう！

Opening Live
7.24sat

こがし焼きそば三ツ星 /もみじの手

星見亭ナイト
7.29thu

白浜豆腐工房／けい工房

開催日：7.26mon-7.28wed

開催場所：里山デザインファクトリー屋外

7.30fri

藁珈琲洞〜コーヒーと季節のおいしいもの〜

お問い合わせ：宮下 080-5475-4931

お問い合わせ：福田 080-3934-8242

7.31sat

もみじの手

開催場所：星見亭 参加費：1,500円

参加費：各30分500円

まだまだほかにもワークショップがあります。会場で探してみよう！

パンや
7.28wed

Access

7.26mon, 30fri, 31sat

金束（コヅカ）
交差点まで

［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

アートガーデン・コヅカ
星見亭 まで

かいに駐車場があります。

大山公民館向かいの駐車場に車を停め、歩いてお

金束交差点付近、大山公民館向かいの駐車場まで

後、鴨川方面へ約25分。金束交差点を過ぎ300m、大山公民館向

会場に直接車で来ることはできません。

［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。

越しください。

金束交差点の角にある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）

［ JRで］

を約1km 登っていきます。大人の徒歩で約20分です。

JR 外房線・安房鴨川駅、もしくは JR 内房線・保田駅下車。

里山デザインファクトリー まで

それぞれの駅からはタクシーで約25分。

［フェリーで］

金束交差点から長狭街道を800m 西へ、平塚入口

東京湾フェリー・金谷港下船。港からはタクシーで約30分。

交差点の300m 手前にある加茂川に掛かる橋を渡り

ます。

＊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

駐車場あり。

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。

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

Supported by:

寿しや

LIQUOR & FRESH FOODS

宮 （有）宮井工業

あわアースひろば
代表世話人

かごにわ

勝又國江

かまどの火

