ふうらいがま

ギャラリー風籟窯

1

穴窯の陶2017「風籟窯のオブジェ陶」併設

亀川石材店

2

本小松石の彫刻展

花器・食器・香炉等日常使いの陶器、試作オブジェ陶展示

金・土・日・月・1・2日

採石・制作現場で本小松石の作品展示

10：00〜17：00

●真鶴町岩874-193 ●0465-68-5184 / 090-5778-6243
（携帯つながり難い事有り）●JR真鶴駅 車10分 歩50分
バス停
「石名坂」
歩5分 ●駐車場：5台

1〜5日・23〜26日

IRO-いろ
貝殻アート・ヒンメリ・染織・子どもの絵・その他

●真鶴町岩798-1 ●0465-68-2738 ●JR真鶴駅歩30
分 ●駐車場：3台 / ダンプ走行注意 ●イベント：23日・
26日 13:00〜約1時間 採石場見学、
石割体験 無料
定員各回8名 要予約

金・土

土・日・3日

10：00〜18：00（18時以降相談可）

●真鶴町岩12-1 マ･メゾン真鶴101号室 ●090-3536
-2774 ●JR真鶴駅 歩15分 バス停
「朝倉医院前」
歩2分
●駐車場：2台

8

アトリエ SHIMAZU

ゆいガイア

6

明日といっしょに、あるく道
ネパールカレンダー、布絵、レリーフ…みんなのアート

日・月・火

オーディオ機器、CDやレコード演奏、織物他手作り作品

14：00〜17：00

●真鶴町真鶴206-3 ●090-3202-1774 ●JR真鶴駅
歩15分 バス停
「朝倉医院前」歩5分 ●駐車場：6台
ギター曲がふえました。

10：00〜16：00

●真鶴町真鶴205-5 ●0465-68-1999 ●JR真鶴駅
バス停「朝倉医院前」歩5分 ●駐車場：1台

11

Wood-Lands
漆器と織りの作品展

おかげcafe

9

真鶴写真クラブ「町かどスナップ」展
真鶴写真クラブメンバーが撮影した町内のスナップ

月・火・金・土・日

10

Bonami
Life with Bonami
絵・言葉・色・音・・・Bonamiが作るものすべて

12・18・19・23・24・25・26日

13：00〜17：00

●真鶴町真鶴1099-15 2階 ●0465-46-8590 ●JR
真鶴駅バス停「宮の前」歩1分 ●駐車場：1台

14

愛宕神社

12

エレオノラの物語の世界
エレオノラの絵本の絵画と村田の写真

13：00〜17：00

●真鶴町真鶴1009 ●080-3251-0872 ●JR真鶴駅
歩25分 ●駐車場：1台

トゥシャーリ・２
スリランカの女性画家による油絵展

6〜11日

13

蓮づるの世界
一枚の和紙から折り出す「連づる」の技

3〜29日の火･水･金･土･日･23日

10：30〜16：00

●真鶴町真鶴504 -1 コミュニティ真鶴2F ●09 0 2325 -3878 ●JR真鶴駅 歩10分 バス停「消防分
署前」歩 0 分 ●駐車場：なし ●ワークショップ：やさ
しい連づるの折り方教えます。随時 無料

3〜12日（9日休み） 10：00〜16：00
●真鶴町真鶴504-1 コミュニティ真鶴1F ●090 9816-1566 ●JR真鶴駅 歩10分 バス停「消防分署
前」歩0分 ●駐車場：なし

17

atelier katsu
屋外・金属造形作品/屋内・七宝作品他

16

トントカテン
トントカ展３

屋外・全日 / 屋内・在廊時のみ

9：00〜18：00

●真鶴町真鶴491 ●090-3598-0265 ●JR真鶴駅
歩8分 ● 駐車場：１台

10：00〜16:30

●真鶴町真鶴957-11 ●JR真鶴駅 歩20分 バス停
「西浜」歩5分 ●駐車場：2台

パッチワークの世界

15

きものや古布で作る小物

スリランカの自然と暮らしを描いた作品の展示

真鶴蓮づるの会

11：00〜15：30

●真鶴町真鶴865 ●0465-68-5110 ●JR真鶴駅 歩
15分 バス停「西浜」歩2分 ●駐車場：3台 真鶴港に
駐車場有り。赤いコーンが目印

漆器、金継ぎ、手織りの着物、小物

6・7・10・11・14・15・23・24日

11：00〜16：00

●真鶴町真鶴208 ●0465-68-4430 ●JR真鶴駅
歩15分 バス停「朝倉医院前」歩5分 ●駐車場：1台

油絵 スペインの風景／アトリエ公開
土・日

11：00〜16：00

●真鶴町岩706 岩ふれあい館 ●0465-68-1445 / 0909246-8642 ●JR真鶴駅 歩25分 バス停
「岩ふれあい
館前」歩0分 ●駐車場：5台

スペイン・アンダルシア地方を中心とした風景の油絵

レコード演奏会＆オーディオ機器／織物
3・5・11・19・25日

土・日

STONE CRAFT〜自然石の造形美〜

若杉 尋

7

独立展出展者による油絵作品と絵画教室の児童・生徒作品展

自然の造形美を生かした自然石のアートクラフト作品展

11：00〜15：00

●真鶴町岩953 ●0465-68-2900 / 090-4189「岩海岸」
歩3分
4062（つづらはら）●JR真鶴駅 バス停
●駐車場：2台 ●ワークショップ：あしゃぎ
（コースター
づくり）
随時 / 海家
（アクセサリーづくり）
随時 / ヒンメリ
不定期 いずれも￥500 予約不要 ●イベント：3日
14：30〜 30分 サンシンミニライブ 茶菓代 ￥300
予約不要

Atelier CASA-中村司

5

真鶴独立岩の会

10：00〜15：00

海家＋あしゃぎ＋ヒンメリ

4

3

壁掛け･ベスト･スカート他

3〜21日の火･水･金・土・日

10：30〜16：00

●真鶴町真鶴504-1 コミュニティ真鶴1F ●046568-0876●JR真鶴駅 歩10分 バス停「消防分署前」
歩0分 ●駐車場：なし

（有）
岩本石材

18

小松石の自然美
本小松石 自然石花瓶･時計･スタンドライトなど

月〜土（3･23日休み） 8：00〜17：00
●真鶴町真鶴1815-1 ●0465-68-0297 / 090-57993775 / 0120-680-297 ●JR真鶴駅 歩1分 ●駐車場：1台

金属の小さなアクセサリーや置き物など展示

22〜29日

11：00〜16：00

●真鶴町真鶴504 -1 コミュニティ真鶴1F ●080 5077- 7135 ●JR真鶴駅 歩10分 バス停「消防分
署前」歩0分 ●駐車場：なし

19

丘の上ガーデン
花と布のある暮らし
フラワーアレンジメント＆布小物

金・土・日

10：30〜16：00

●湯河原町吉浜1966-82 ●090-5493-0727 ●JR
真鶴 駅 歩12分 バス停「兎沢」歩 3分 ●駐車 場：3台
●ワークショップ：リースづくり￥１,000／フラワーアレン
ジメント￥1,000 いずれも前日までに要連絡

03

ART SANPO2017

ひのき

20 檜チャリティコンサートホール
若尾寛の一筆画、府川貢のシルクロード絵画、他

日・月・11日（5･6日休み） 10：00〜16：00
● 湯 河 原 町 吉浜19 6 7-13 ● 0 4 6 5 - 6 3 - 8 9 2 3
●JR真鶴駅 バス停「兎沢下」歩7分 ●駐車場：5台
●イベント：11日特別展示 吉田多最先生の大作ふすま絵
「松龍図」。小学生以下は保護者同伴でお願いします。
毎日曜日13：00〜14：00 若手ピアニストによるクラシック
ピアノ演奏会 ￥500 予約不要

