◇タッチアーツ・プロジェクト オープニング・アートワーク
みんなでアート！・誰でもアート！
～すーっと入って ワーッと楽しむ あとでふむふむ～
29 日 11 時スタート ☆参加費無料
どなたでもご参加できます。
クネクネ道 凹凸道 まっすぐな路 〇〇な道 どんな道が好き
ですか？
あなたの思いのままの道を表現してください。

◇100％米粉のお菓子
こめっこ
（29 日・30 日）
100％国産米粉で 7 大アレ
ルゲンフリー(卵、小麦、乳
製品、そば、ピーナッツ、
エビ、カニ不使用)の焼き
菓子他。

◇珈琲好きの出張コー
ヒー屋さんセトコーヒー
（29 日・30 日）
店主のイマジネーションで
紡ぐブレンドを、ていねい
にハンドドリップいたしま
す。

◇悠祇 ＆ fuuka
（29 日・30 日）

◇あすわマヤ鑑定(R)
（29 日・30 日）

悠祇
雅導流 生命判断
運鑑定。

【 現代版マヤカレンダー ツ
ォルキン 】から、あなたのも
うひとつの誕生日を導き出
し、今のあなたに必要な銀
河のマヤからのメッセージを
お伝えします∞

命

fuuka
サンキャッチャー、ワイヤ
ーアートの販売。

バッチフラワーエッセンス
のブレンドボトルをセッショ
ンによってお作りします。

◇ Welina

with kira
kira☆smile （29 日）
カラーセラピーで自分を知
って、自分で必要な石を
選びながらパワーストー
ンブレスレットをお作り頂
けます。カラーセラピーの
み、パワーストーンブレス
レット作りのみも可。

◇焼き菓子ぽちのお八
つ & Ka-Chu* & ア
ラベスク（30 日）
焼き菓子、布小物、アクセ
サリーの販売。

ハワイの文化や神話をモチ
ーフに、心理学を取り入れた
44 枚の美しいイラストのカー
ド「マナカード」を使って、ご
自身とじっくり向き合い、気
持ちの整理やポジティブな
一歩を踏み出すためのお手
伝いをさせていただきます。

歌、演奏、ダンス、その他、様々なパフォーマンスがいっぱ
いです。オープンマイクの時間もあります。当日をお楽しみ
に!!

◇回帰～okaeruichi version（西沢侑佑子）

http://okaeruichi.jimdo.com

『おかえるいち』のための撮り下ろし。現在発売中の

★入場料無料ご入場の際に会場内のブースで使用できる1,000円分のチケットをご購入いただきます。（中学生以下は不要）

写真集『CRP 白日夢』の世界観とは少し異なるコンセプト

◇インドカレーマハル
（29 日・30 日）

で原始林に入り撮影。

インド人シェフがアーユルヴ
ェーダの手法で作る、こころ
とからだに届く料理、ヒーリ
ングカレー。

◇インド雑貨屋ちゃんち
ゃら＆ヨポンテリカ
（29 日・30 日）
南インドを中心に、インド舞
踊修行中に見つけた、すて
きな雑貨小物からお洋服ま
で、セレクト。また、体に優し
く滋養たっぷりの軽食とドリ
ンクもご一緒にお届けしま
す。

◇ Touch-arts 子 ど もの
自由創作スペース
（29 日・30 日）

◇Touch-arts 自由創作
スペース
（29 日・30 日）

普段はなかなか使えない大
きな紙におもいっきり描いた
り、思いのままに表現できる
スペースです。いろんな材料
をご準備して、子どもたち自
身がそれぞれに創りたいも
のが表現できるよう、サポー
トします。
対象：３歳以上のお子様。
２歳以下のお子様の託児あ
ります。
HP をご覧ください。

お絵描きや、貼り絵など、自
由に創作できるスペースを会
場内にご用意しております。
いろんな画材が準備してあり
ますので、お気に入りのやり
方で作品作りを楽しんでくだ
さい。

＜展示イメージ＞

10月29日(土)12:00～18:00

◇アール・ブリュット（うのはつみ）

ハーフスキッツプロジェクト（ピアノ＆歌・ユニット）

知的障害や自閉症の人のアート作品。

みつごろう （弾き語り）
＜展示イメージ＞

◇曼荼羅〜混沌のぬくもりのさきに〜（Mutsumi Higoshi）

齊藤亜希 （ハープ演奏）
M&M(歌とバイオリン)

混沌のぬくもりシリーズより。

バラタ・アート・カンパニー（南インド舞踊バラタナーティヤム）
◇カンボジアからの～I love you～（森すみれ）

本町 靱（ウクレレ漫談）

１年に一度、ボランティアで訪れている、カンボジアのエイズ孤児の子ども達の施設で描かれた

掌・たなごころ（弾き語りユニット）

作品と写真。

小森啓司（ウクレレ演奏＆弾き語り）
しいたけ組合員（しいたけダンス）
大石隼輔（弾き語り）

【入口】⇒

展示スペース

おかえるいち（販売・WS ブース）
受付

サガール／松本こうすけ（インド音楽）
10月30日(日)11:00～16:00

スペース ①

ワークショップ A

タッチアーツ

トイレ

アートワークスペース

オープンマイク
藤井一（かみしばい）
ヨガ・オブ・ボイスの仲間たち（ヨガ・オブ・ボイス）

◇tama（29 日）

ぱんだ♪なおこ（弾き語り）

樹脂の中にイロイロな物を
閉じ込めたパーツをその場
でアクセサリーに加工して販
売。

松生大輔（吟遊詩人）
岡田路世(クリスタルボウル演奏)

会場配置図

◇ Healing

TC カラーセラピーセッショ
ン。
自分の気持ちを知って、キ
ラキラと過ごしていただける
ようお手伝いさせて頂きま
す。

◇かわきた家
（30 日）

「あなたのお名前、しいたけ
にします。」
お名前をしいたけの形にし
て、あなたの背中をそっと
押すメッセージを即興で書
きます。

みそ汁の販売。

よろず占い、相談、ライダー
版タロットカードを使ったタ
ロット占い。

神戸東町待合楽団（ギター＆ピアノユニット）

＊演奏時間等、詳細はHPをご覧ください。

★ ワークショップ

salon

Welina （30 日）

◇お名前しいたけ
（29 日）

◇ろてんのタロット占い
（30 日）

ワークショップ B

◇anastasia （29 日）

草木染め型染のワークショ
ップと草木染め型染手ぬぐ
い作品販売。

◇パステルアートマッサ
ージ （29 日）

スペース ②

フィナーレ
◇このえのこ（30 日）

マッサージとアートワークを
組み合わせたワークをしま
す。

◇Jun Kinioki のマナカ
ードリーディング
(29 日)

◇ハッピーハロウィン（アトリエブランコ）
にいる、普段は見えないお友達の顔たち。

◇しま Cafe にがうり
（29 日・30 日）
タコライス or おにぎらず、蒸し
パン or さーたーあんだぎー、
挽きたてコーヒーの販売。
ワンコインタロット、オラクル
カード、カード体験（子供
用）。

★ ライブパフォーマンス （ステージ）

おばけ、魔女、妖精、ひとりひとりの子どもたちの中

ステージ

◇植物療法サロン＆ス
クール グラン・ジュテ
（29 日・30 日）

★ 展示

オリジナル天然石アクセサリー
販売・タロット占い。
地球と生きる 宇宙と歩む
Anastasia はそれを思い出す場
所。自分がどんな事を体験しに
きたのか？思い出したい方へ
今必要なメッセージをお伝えし
ます。

◇Touch-arts Café
（29 日・30 日）
何があるかな？当日のお楽しみ！

★おかえるいち、まだまだあるよ～！
最新情報は、HP,ブログ、タッチアーツ FB ページでチェック!!

★懇親会
ファシリテーターも参加者も一緒に集う場。
日時：10 月 29 日（土） 18：30～20:00
参加費： 2,000 円、小・中学生 1,000 円、未就学児無料

★小さいお子様連れのお母様へ
ワークショップにご参加の際、２歳以下のお子様は託児がございま
す。３歳以上のお子様は自由創作スペースで遊んでいただけます。
詳しくは HP をご覧ください。

29 日
◇コラージュをつくろう

スペース① 14:00-16:00

ファシリテーター：akey（miligare）
コラージュ作りをします。雑誌やチラシをチョキチョキ切って、紙にペタペタ貼って。。。それだけで何だか心がスッとするような、そんな時間の中で。
本来のあなたに戻り、フッと心の力を抜いてリフレッシュしませんか？

◇身も心もしいたけダンス

スペース② 14:00-16:00

ファシリテーター：ドンコとトンコとツチノコ
高級干し椎茸『花どんこ』に憧れる生しいたけの気持ちを歌った曲『I hope 花どんこ』に合わせて一緒に踊りましょう。しいたけ帽子をかぶって、真っ白いシャツに蝶ネ
クタイを締めれば…あなたもしいたけダンス隊！
※終了後、ステージ発表があります。白いシャツだけお持ち下さい。

30 日
◇LIFE IS ART♡ハートに還るアートワーク

スペース① 11:00-12:00

ファシリテーター：大山口瑠美（アトリエ３３）
誰にでも簡単に行えるクレヨンを使ったアートワークで、ハートに還る時間をご一緒しましょう！ハートは、人生をより良くするための最高のガイドシステムです。
あなたのハートが導いてくれる世界を覗きに行きましょう。心に従って生きる♡本来のあなたが、目を覚まします♡

◇ハロウィン～精霊、妖精、おばけとの出会い～

スペース① 14:00-15:00

ファシリテーター：勅使河原恵（アトリエブランコ）
ハロウィンにはあの世とこの世の扉が開くと言われています。あの世から来た目に見えない精霊や妖精、
おばけたちとの出会いタイムにしたいと思ってます。
※ワークショップによって、ご予約が必要なものがありますので HP からご確認ください。 http://artsdekaeru.jimdo.com/

