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「にわのわ アート&クラフトフェア・チバ」

5 月 31 日（土）
・6 月 1 日（日）の 2 日間、緑あふれる DIC 川村記念美術館の庭園で、にわのわ実行委員会の
主催により、千葉という土地にゆかりのあるアート＆クラフト作家や飲食店約 120 組が集まる屋外マーケット
「にわのわ アート＆クラフトフェア・チバ」が開催されます。2012 年のプレ開催から数えて三回目となる今
年は、絵画・版画・陶磁器・ガラス・木工・染織・皮革を扱う 92 名（公募枠 82 名＋推薦枠 10 名）の作家が
出展する予定です。千葉を愛する人たちが「つくり手」と「つかい手」がつながる“わ”を生み出し、地元の
食や物産を紹介する“わ”も作ります。
ヘンリー・ムーアの金色に輝く彫刻のまわりで、心に響くさまざまな“わ”と出逢う一日をお楽しみください。

日

時

2014 年 5 月 31 日（土）、6 月 1 日（日） 10:00-16:00
※雨天決行・台風など悪天候の場合のみ中止

入 場 料

300 円（小学生以下無料）
※にわのわ入場券の半券で美術館入館券が 300 円引きになります
※前売りは 250 円。当館ギフトショップを含む協力店舗で 4 月から開始予定

会

場

DIC 川村記念美術館 庭園 （千葉県佐倉市坂戸 631 番地）

主

催

「にわのわ」実行委員会

特別協賛

DIC 株式会社

協

力

TOTO バスクリエイト株式会社／株式会社東京めいらく／有限会社成友興業

後

援

佐倉市／佐倉商工会議所

見どころ
［アート＆クラフト］
他のクラフトフェアとは違い、アートのカテゴリーがあるのも「にわのわ」の特長。素描や版画などのアーテ
ィストが参加し、新緑を背景に作品を展開します。メインとなるクラフト部門では、陶磁器・木工・漆・ガラ
ス・金属・染色・布・皮革などのオリジナル作品を制作する作家たちがテントで展示販売します。
アート＆クラフトのカテゴリーは公募制とし、選考会で出展者を決定する方法をとりました。なお、選考委員
は千葉出身もしくは在住で、アートやクラフトに関連する仕事で活躍されている以下各氏にお願いしています。

｜選考委員｜
・浅井純介（陶芸家）
・小澤典代（雑貨スタイリスト）
・久保田眞弓（柏「うつわ萬器」オーナー）
・セキユリヲ（グラフィックデザイナー、
『サルビア』主宰）
・田窪恭治（美術家）
・モリカワリョウタ（3D 造形グループ『GELCHOP』）

［ローカルフード＆ドリンク］
千葉県にゆかりのある個人のお店や移動カフェが集まり、身体と心に優しく滋養のある手作りパン、お菓子、
ドリンク、ランチなどのこだわりメニューを提供します。また、DIC 川村記念美術館の近隣で 30 年以上前か
ら有機農法を続けている農家と、その門下生の新規就農者による有機野菜とその加工品、佐倉市観光土産品組
合による地酒など特産品の販売コーナーもあります。

スペシャル企画
［にわのわ郵便局］
自分の字で一文字ずつ書く手紙には、メールや SNS の連絡手段
とは質の違う、あたたかな気持ちが宿ります。

「にわのわ」では、地元郵便局のご協力により、会場内に出張郵
便局が開設されます。今年は千葉県出身の人気イラストレーター
木下綾乃さんデザインによる“この日この場所だけで押してもら
える”オリジナル消印を用意し、木工作家の宇井孝さんによる「に
わのわポスト」も設置されます。美術館の庭から大好きな人へ手
紙をだしてみませんか？

また、ゆうパックのお取り扱いもありますので、「にわのわ」で
お買い物をして帰りにお荷物が増えても安心です。

［選考委員によるギャラリー展示販売］
美術館のレストランに隣接する付属ギャラリーでは、選考委員の仕事を紹介する書籍や商品などを販売します。
会場装飾は千葉の人気古道具店「cohako」が担当し、古木やアイアンなどを使って展示用什器を作ります。

［ワークショップ］
会場の DIC グループテントでは、にわのわスタッフと DIC 職員によるワークショップを開催します。
人気のあるワークショップはすぐ定員に達してしまいますので、当日お早めにテントへお越しいただき、
ご予約ください。

１）美術館ポスターでつくったオリジナル封筒で手紙を出そう
２）紙のエコバッグ「四万十バッグ」を美術館ポスターでつくってみよう
３）お風呂でしゅわしゅわ☆「バスフィズ」作り
４）子ども用おしゃれヘルメット「solano」をデザインしてみよう

※定員、時間、参加費など詳細は決まり次第、「にわのわ」ホームページで発表します。

出展作家一覧
200 名を超える応募者のなかから選ばれた 82 名に加えて、千葉県のクラフト系ギャラリー／ショップの推薦枠 8 名、
さらに「にわのわ」実行委員を務める 2 名を含めた計 92 名が出展します。

［アート］ 2 名

［染織・布］ 15 名

ナガタユミ／山口マオ（「gallery ten」 推薦）

上石みどり／金森香恵／北野アカネ
斉藤知子（「NAJA」推薦）

［陶磁］ 35 名

佐久間恵美（「うつわ萬器」推薦）／佐藤暁子

阿部慎太朗／天野千香（「にわのわ」実行委員）

塩崎めぐみ（「ギャラリー林檎の木」推薦）

石井啓一／石川友香／石黒美佐緒／石黒剛一郎

島本めぐみ／須佐莉恵／武智 涼子／寺山敏江

茨木伸恵／今井梨絵／大浦裕記／大澤哲哉／尾上耕太

長井美和／古舘亜弓（「gris souris」推薦）

折居萩子／加藤かずみ／叶谷真一郎／京野桂／熊本充子

村岸紀子／吉川和夫

斎藤知／五月女寛／スエトシヒロ／鈴木陽子／高木浩二
高橋朋子／竹村良訓／田屋道子／都築明／寺嶋綾子

［金属］ 8 名

寺田昭洋／直井真奈美／中川直人／廣川温／町田裕也

大原夏美／小倉理英子／金子恭史／きたのまりこ

矢板 緑／山崎由香／山下透／山田洋次

葛岡奈津美／瀬戸清香／高橋美希／橋本涼子

［ガラス］ 9 名

［その他］ 7 名

左藤玲朗／四方木綿子／白石修／鈴木 努／橋村大作

乾 喬彰／カキノジン／しゅんしゅん

橋村野美知／前嶋 洋明／マツザキタカシ／松野栄治

谷口圭詩／ツチヤユウスケ
尾崎恵（「fripon-friponne」推薦）／古橋治人

［木工・漆］ 10 名
宇井 孝（にわのわ実行委員）／うだまさし
香田 和義／香田進（
「ギャラリーらふと」推薦）
関忠義／田澤祐介／藤井健一／フナハシトモハル
本田淳（「furacoco」推薦）／前田充

［皮革］ 6 名
大濱由惠／木下 藤也／黒澤洋行／沢藤勉
重森一祥／野口和美

飲食店一覧
千葉で地元の素材を使ったメニューを提供しているカフェ、千葉にゆかりのあるこだわりパン屋さん、
美術館の近くで有機野菜を作っている農家さんなど、おいしいものを作っている 42 軒が勢ぞろいします。

［両日出店］

ぱんごはん（パン）

AL CARINA（ジェラート）

furacoco（野菜料理）

いまでや（酒、カレー）

麦香（パン）

大和田カフェ espresso and music（コーヒー）

林檎 CAFÉ [5156 LUNCH+tipi COFFEE&SWEETS]

オリーブ亭（オムライス）

（スープ、菓子）

Cafe Sucre（菓子）
cafe STAND（スープ）

［6/1 のみ］

クリスマスサンタ（ローストチキン

ainowa（菓子）

com☆com（ケバブ）

acona coffee（菓子・コーヒー）

佐倉市観光土産品組合（酒、加工品）

菓子工房ルスルス（菓子）

たに農園（野菜料理）

キナリノワ（パン）

日本料理 宮本（日本料理）

Small Axe（ハンバーガー）

Honey's nest lodge（洋食）

Small Bakery Path（パン）

林農園（野菜）

タンジョウファームキッチン（野菜料理）

PIZZA FORNO（ピザ）

TREASURE RIVER book café（洋食）

豆 NAKANO（コーヒー）

PATISSERIE CUISSON（菓子）

南インド料理 葉菜（スープ）

boulangerie dodo（パン）

モバイルカフェ福笑屋（コーヒー）

merci（菓子）
もうり農園（野菜）

［5/31 のみ］
いいだ菓子店（菓子）
キレド（野菜料理）
くみぱうんど（パン）
クラックラン（菓子）
The Pastry Room（菓子）
シンパカフェ（野菜料理）
sens et sens（パン・菓子）
パン工房ボングー（パン）

よしこのぱん（パン）

交通アクセス
●お車で「にわのわ専用駐車場」（無料、８００台）
美術館の駐車場は台数が少ないため、「にわのわ」にお越しのお客様はお使いいただけません。
お車でお越しの方は「にわのわ専用駐車場」から無料シャトルバスをご利用ください。
○利用可能時間：8:30-18:00
東関東自動車道「佐倉 IC」より、国道 51 号を千葉方面へ進み第三工業団地方面へ左折、約 1.4km。
美術館まで無料シャトルバスが随時運行〈約 20 分〉

●最寄り駅から無料送迎バスで
○京成佐倉駅南口「シロタカメラ」前から〈約 30 分〉
○JR 佐倉駅南口の「美術館専用バス停」から〈約 20 分〉
※バスは JR 駅前発 9:00-16:00／京成駅前発 8:50-15:50 の時間帯に、約 15 分に一本運行します。

●東京駅から高速バスで直行
○東京駅八重洲北口から徒歩 5 分「京成高速バス 3 番」のりばから
「マイタウン・ダイレクトバス佐倉 IC ルート」で〈約 50 分〉
【行き】9:55
【帰り】15:29

東京駅発

→

10:57

DIC 川村記念美術館発

DIC 川村記念美術館着
→

16:26 東京駅着

料金：大人片道 1,340 円 [IC カード（PASMO,Suica）利用で 1,190 円]（2014.4.1 現在）
運行に関するお問い合わせ：ちばグリーンバス（株）tel.043-481-0808

くわしくは「にわのわ」HP をご覧ください
http://niwanowa.info/
会場に関するお問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
DIC 川村記念美術館

千葉県佐倉市坂戸 631
tel. 043-498-2672
fax 043-498-2139
イベント担当 海谷紀衣
norie-kaiya@ma.dic.co.jp

出展内容に関するお問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「にわのわ」実行委員会

千葉県習志野市本大久保 3-8-3 河合ビル B2F 「ギャラリー林檎の木」内
実行委員長 河合美穂
niwanowa2012@gmail.com

