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植物や和紙を使った手作りランプ作品、着物リメイク服など
リノベーションされた古民家も美しい
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ランチ＆夜ごはん カフェ＆バー

大山町長田集落
鳥取県西伯郡大山町長田

むきばんだ史跡公園の近く

因州和紙貼り絵：チャンキー松本

こっちの大山研究所｜鳥取県西伯郡大山町妻木578-2（妻木ハウス内）

最新のスケジュールは、ホームページ及び
Facebookイベントページをご確認ください。

イトナミダイセン藝術祭2019/ ITONAMI DAISEN ART FESTIVAL

2013年大山アニメーションプロジェクトからはじまった「地域」と「アート」の取り
組みも、年々進化を遂げ、藝術祭となって３年目を迎えます。昨年に引き続き、今年も
美しい山と海、古い歴史と文化を併せもつ長田集落を舞台に、地域とアートが一体と
なったイトナミダイセン藝術祭を開催します。イトナミの中にあるアートを楽しむ
９日間を、ともに分かち合い、一緒に楽しみましょう。

チャンキー松本 / Chanky Matsumoto
香川県出身。1967年生まれ。イラストレーター、絵本作家、音頭
歌手など様々な顔をもつ。切り似顔絵師としてテレビ「笑って
いいとも！」、Eテレ「シャキーン！」に出演。2018年よりEテレ
「英語であそぼ！」に切り絵で出演。2014 年、大山アニメー
ションプロジェクトで滞在中、因州和紙と出会い、貼り絵作品
制作に取り組み始める。2014年より毎年、イトナミダイセンの
アートプロジェトに参加。「大山ワワワ音頭」プロデュース。 

台湾台北市出身。12歳より日本へ移住。幼少期より芸術に興味を
持ち、中国伝統文化、少数民族文化や宗教美術に感銘を受け、目に
見えないものを視覚的に表現することを試みる。繊細な描写や身
体表現を得意とし、古典的な東洋美と現代的な要素を混ぜ合わせ
た、Neo Orientalismをコンセプトに人間の五感へアプローチする
「視覚瞑想」作品を数多く創作活動中。2009年、ベリーダンスを始
め、民族舞踊やファイヤーパフォーマンスなどを得意とする。

朝倉弘平/ Kohei Asakura
仙台市生まれ。緑豊かな場所で育ち、物心ついた頃から柿や栗
やくるみを採って食べるなど、幼少より自然に親しんだ生活
を送る。2007年より絵画制作活動を開始する。個展などの作
品展示をはじめ、アパレル、プロダクトデザイン、書籍など、多
分野のアートワークを手がける。2013年、第１子を授かると
同時に、自然豊かな鳥取の大山町に制作の拠点を移し、生命と
自然を見つめ、絵を描き続ける。現在、３児の父。 /駐車場について/

旧高麗尋常小学校長田分校。1950年に
現在の木造校舎が完成し、1976年に廃
校となる。2016年からは、「大山ガガガ
学校」の拠点として活用されています。駐車場の場所は、会場マップをご参照ください。

駐車場に限りがありますので、乗り合わせてお越しください。
また、時間に余裕をもってお出かけください。

/最寄り駅からの送迎について/
駅からの送迎が必要な場合は、事前に事務局までご相談ください。

/ボランティアの募集について/
藝術祭をお手伝いしてくれるサポーターを募集しています!

旧長田分校（大山ガガガ学校）
Old Nagata School

ITONAMI HOUSE

TEMA-HIMA Gallery Nagata Bus Stop Gyokurenzan Seikenji Temple

藝術祭ための新たな拠点として、空き家
になっていた物件を有志で片付け・セル
フリノベーション中。ギャラリー、物販、
レストハウスとして活用しています。

イトナミの家 F
2018年滝沢達史作品。自動車にモニター
とソーラーパネルを搭載した“持続可能
な”映画館。災害時には集落の通信・娯楽の
ベースキャンプとしても利用可能です。

移動式映画車
Mobile Cinema お家ギャラリー

［主催］こっちの大山研究所  
［共催］鳥取県（平成31・令和元年度工芸・アート村推進事業）
［助成］2019年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業
［後援］大山町 大山町教育委員会 （株）アマゾンラテルナ 大山チャンネル　
 新日本海新聞社  朝日新聞鳥取総局　山陰中央新報社　毎日新聞鳥取支局　
 読売新聞鳥取支局 産經新聞鳥取支局　日本経済新聞鳥取支局　
 中国新聞鳥取支局　ＮＨＫ鳥取放送局　日本海テレビ　ＢＢＳ山陰放送　
 ＴＳＫ山陰中央テレビ　共同通信社鳥取支局　時事通信社鳥取支局　
 中海テレビ放送　　日本海ケーブルネットワーク　
［協力］ 長田自治会  長田歴史の会  長田三色会  ふれあいの郷かあら山
 築き会  大山フラチーム  むきばんだ史跡公園  他
［デザイン］大下志穂　[コーディネーター］薮田佳奈　
［アートディレクター］ 大下志穂

山陰道大山ICより車で７分
山陰道淀江ICより車で７分
最寄り駅｜JR淀江駅、JR大山口駅
※徒歩30分以上かかります。

TOTTORI

会期中ずっと滞在しているアーティストも多いので、ぜひ交流をお楽しみください。
天候等により会場や時間に変更がある可能性があります。ご了承ください。

明治13年に建てられた古民家を古きよ
き昔の姿のまま残し、2016年にオープ
ンした多機能（飲食・宿泊・ギャラリー）施
設。みんなの交流拠点になっています。

上記の期間限定で、地元作
家さんのお家を開放。お家
巡りをしながら作品展示
をお楽しみください。

てまひま ランチ・カフェ
ギャラリー

長田集落の入り口に位置し、大山西小学
校に通う小学生たちが利用。バス停横の
花壇は、集落の美化委員が管理。夕日の眺
めが美しい住民おすすめの場所です。

長田バス停
大山町保護文化財である「千手観音菩薩」
が安置されており、12年に1度の子年の
3月17日（2020年３月15日）の開扉法会
にてご開帳されます。

玉簾山清見寺

漫画・貼り絵 他

インスタレーション・ダンス

目黑大路 / Daiji Meguro
舞踏家・振付家。2001年、土方巽記念アスベスト館に入館、元
藤燁子に師事。2003年～2010年、室伏鴻のユニット
Ko&Edge Co.に参加。2016年、旅回り一座ゑびす大黑座を立
ち上げ、以後、様々な地域で巡業公演を行う。日本の芸能と西
洋の文化を折衷した出し物を興行している。2010年文化庁
新進芸術家海外研修制度研修員。イトナミダイセン藝術祭
2018参加。

ミュージカル

ジェレミー・べデイ / Jeremy Beday
ライター、コンポーザー、映像作家。ミシガン州デトロ
イト出身。2013年、結婚を機にアメリカから大山町へ移
住。日本の文化に魅せられ、日本とアメリカを行き来し
ながら、日本の地方文化や歴史を題材にした映像と音
楽の作品を制作する。アニメーションや舞台音楽など
も手がける。「YODOE:hometown japan」、「現代によみ
がえる白鳳寺院」など。

映像

マリア・イバレツェ / Maria Ibarretxe
スペイン・ビルバオ生まれ。振付師、パフォーマー、ビジュ
アルアーティスト。バサウリドラマ芸術学校の舞台芸術学
科卒。ドラマアートを学ぶ中で、ダンスを本格的に始める。
ヨーロッパやカナダを中心に、韓国や日本でも数々の滞在
制作や作品発表を行う。アカデミー賞のオスカーにノミ
ネートされた短編映画作品「A las 7:35 」では振付を担当。
今年、8月に大山で滞在制作を行う。

ダンス

ヴィルピ・ケッツゥ / Virpi Kettu
フィンランド出身。アニメーション・フィルムディレク
ター。主にイギリスとカナダを拠点に活動。オスカー受賞作
「ウォレンスとグルミット 野菜畑で大ピンチ！」や「羊の
ショーン」で有名なアードマン・アニメーションズで経験を
積み、2012年に独立、ケッツゥ・スタジオを設立。さまざまな
アーティストとコラボしながら、コミュニティベースでの
ワークショップや教育活動にも携わる。

アニメーション

米泳ぐ / Kome Oyogu
米子市出身米子市在住のローカルクリエイターユニット。
「米泳ぐ」には、米子出身で水泳部だったふたりの「人と人を
繋ぐように動いていきたい」という想いも込められている。
昨年、ヒッチハイク・テント泊で「観光地を巡らない旅」をコ
ンセプトに、日本各地を半年間かけて渡り歩いた後、米子に
活動拠点を置く。現在は取材記事、動画制作、珈琲屋、イベン
ト企画等様々な活動をしている。(左:もりさと 右:ゆってぃ)

映像

谷崎恭子 / Kyoko Tanizaki
大山町御来屋出身。大学卒業と同時にフラを習い始める。
2001年より、オアフ島カイルアのクムフラ(フラマス
ター)に師事。2007年神奈川県葉山町で自身のスタジオ
「アヌヘアズフラスタジオ」を開設。2015年、エキスパー
トダンサーとしての称号OlapaのUniki(卒業のような意)
を授かる。現在も年に3回はハワイに通い、修行中。2018
年より、地元大山で古典フラワークショップを主宰。

フラ安藤真央 / Mao Ando
鳥取県米子市出身。2017年、大切な人の病気をきっかけ
に絵を描き始める。「愛情」と「愛」の２つをテーマに絵
を描く。愛情の絵では、家族や周りの人、保育士時代に
子供達からもらった愛情や優しさをもとに、地球での
日々のかけがえのなさを表現し、愛の絵では、人の身体
の中にある魂の故郷をキーワードに、インスピレー
ションで絵を描く。

ペインティング・インスタレーション

ペインティング

尾角典子 / Noriko Okaku
京都府生まれ。ロンドンを拠点に活動。2005年RCA英国王
立芸術大学アニメーション科修了。コラージュの手法を用
いて「多角的なものの見方の提示」を創作の基本理念に、1
つの事象にさまざまな側面があることの気づきを表現す
る。主な展覧会に「VOCA展2019」(上野の森美術館、東京)、
「The Interpreter」(ダービー、イギリス、2015)など。ドイツ、
カナダ他、数多くの映像祭に参加し様々な賞を受賞。 

イチ/ ICHI
イギリス・ブリストル在住。3rdアルバム「maru」やシングル「一週
間歌 week」が日本とUKでリリースされ、BBCイギリス国営放送
などでも楽曲が多数オンエアー中。スティールパンや木琴、トラ
ンペット、様々な自作楽器を１人で演奏し唄い日本全国、世界各
国でライブパフォーマンスを行う。NHKアニメーション「おん
がく世界りょこう」の主演アニメキャラクターのモデルであり、
楽曲提供もしている。イトナミダイセン藝術祭2018参加。

音楽・楽器

パフォーマンス・アニメーション

クロダユキ / Yuki Kuroda
静岡県在住。2008年より独学で撮り始める。2010年、地域密着
型口コミビジュアル情報誌「志太コレクション」を創刊。営業・
取材・編集・デザイン・ライティング全てをこなす（～14年）。
広告代理店勤務後独立。写真展「描写」（静岡市/2017）、写真展
「焦点」（浜松市/2017）、写真展「気配」（東京表参道/2018）を通
し、モノや人の気配、自然の畏怖、感情やサインを見つめ続け
ている。イトナミダイセン藝術祭2018参加。

ガイネ/ Gaine
創作楽器奏者、インディアンフルート奏者。ネイティブ
アメリカンフルート、ネパールサーランギなど様々な
楽器を作りつつ作詞作曲、演奏活動を行う。自然との共
生、大地と繋がる意識、ルーツ感覚、過去世と未来世へ
通ずる現在などがテーマ。映画「リーディング」（白鳥哲
監督）をはじめ、演奏、楽曲提供なども多数。神奈川の山
里、藤野在住。

インディアンフルート

写真・インスタレーション

乞食ガールズ / kojiki girls
日本の隠者・詩人・セルフタイマー写真家。つかぴとまちこ
のこと。21世紀頃の人。確実な伝記は不明。二人とも奇行が
多く、詩人としても有名だがその実在すら疑われることも
ある。つかぴは衣装製作、まちこは芋占いもする。たまに
ミュージシャンのライブに賑やかしとして呼ばれること
もある(過去最大の舞台は日本武道館)。2019年、デビュー
10周年を迎える。

小池雅久/ Masahisa Koike
美術家。RIKI-TRIBAL Sustainable Art Works 代表。長野
市生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科修了。長野
市善光寺の門前町の裏路地にて「美学創造舎マゼコゼ
＋図書館ギャラリーマゼコゼ」を主宰。美術作品の制
作、ワークショップ、店舗・住宅のデザイン設計施工な
どを行いながら、「美を感じる力」と「創造力」がつなが
りあうために必要な場づくりを行っている。

造形

写真・パフォーマンス

11/8(金)-10(日)
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0

c
藍染や草木染めの作品や糸など

蔵にほどこされた美しい鏝絵
「イトナミの家」に鏝絵作品を展示
※会期中はいつでも見学可

[屋号] 前田｜田中玲子さん

[屋号] 車屋｜入江和子さん

奥田邸｜入江邦夫さん
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土

2
土

～ 10
日

3
日

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00

/ランチ/

アメリカで進化したメキシコ料理テ
クスメクスランチです。ロースイー
ツもあります！

無農薬のお米と野菜、スパイスを
使ったスリランカカレーとオーガ
ニックなおやつ。

バヤルヤヤ
/店長/ 岩本夕香 （米子）

はなあみ/ランチ/
/店長/ 白石理沙 （米子）

４
月

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00
100%ビーガンな玄米ごはんと季節
野菜の料理を召し上がれ。アレル
ギー対応もできます♪

日々の糧/ランチ/
/店長/ 細田弘恵 （米子）

5
火

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00
酒粕MUKU入りのインドベジプレートや大
山のハーブティを楽しみながら、アーユル
ヴェーダ足湯で地球と繋がってみましょう。

足湯カフェ Mother Earth/ランチ/
/店長/ 岡本美穂 （米子）

6
水

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00

［開店］ 11/2-10 10:00-18:00

注文受けてからその場で握るLIVEな
おむすび屋。キッチンカーで移動販売
しています！夜の出店もあり。

おむすび屋 ひとむすび/ランチ/
/店長/ 小橋俊哉 （大山）

7
木

6
水

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00

［場所］てまひま［時間］午後～

［場所］てまひま［時間］午後～

［会場］ 車屋入江邸  ［時間］ 18:30-21:00

/ランチ/

米子市にある創作フレンチ、この
日だけのスペシャルなランチボッ
クスが登場。

世界の様々な地域のトップクラス
のコーヒー生豆を、光輝くほど深
く焙煎。深煎りでも軽やかな風味
のコーヒーが楽しめます。
（11/6 お休み）

囲炉裏を囲んで楽しむ地元のおっさ
んたちによる大山の天然キノコやジ
ビエ料理など旬のおもてなし。

bistro ONZE

地球コーヒー
/店長/石川純也

2
土

～ 10
日

スコットランドのアイラ・モルト
と、厳選したスコッチ、ゲーリック
コーヒー、クラフトビール等を用
意してお待ちしています。

アイラモルトバー
/店長/石川純也

/店長/ 泉 康裕 （米子）

長田おっさん炉端/よる/
/店長/ 入江雅史 （長田）

8
金

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00
淀江にある元酒蔵を利用したGalaria
大正蔵。本場仕込みのメキシカンラ
ンチプレートをご堪能ください！

Galaria 大正蔵

ユリイカ

/ランチ/
/店長/ 石原奈津子（淀江）

9
土

［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00
人気店ユリイカが復活！スパイス
たっぷりでエスニックな香りカレー
をお楽しみください。

/ランチ/
/店長/ 磯崎剛大 （長田）

10
日

3
日

4
月［会場］ てまひま  ［時間］ 11:30-14:00

酵素とスパイスが生きたロー&ベジ
ランチです。中華ちまきとロースイー
ツもお楽しみ下さい。

Atelier 虹の手/ランチ/
/店長/ 中村容子 （琴浦）

※長田では、同じ苗字が多く、屋号で名前を
    呼び合う習慣が未だに残っています。

お問合せ/     予約
長田集落会  場

旧長田分校（大山ガガガ学校）｜てまひま｜玉簾山清見寺等

［常設展示］ 10:00-21:00 （無料） [メール] daisenlabo@gmail.com   [電話] 080-2942-6517
[ホームページ] http://www.itonamidaisenartfestival.com
[フェイスブック] https://www.facebook.com/ITONAMIDAISEN/　

会期中は、さまざまなイベントやWS、ランチやカフェなどあります！

鳥取県西伯郡大山町長田
むきばんだ史跡公園近く

ITONAMI DAISEN ART FESTIVAL

長田集落ってどんなところ?
高麗山の裾野に広がる長田集落。現在、約50世帯150人
ほどが暮らしています。むきばんだ遺跡にも隣接し、
古来から文明がいち早く開花してきた集落です。現在
でも大清水、上清水と豊かな水に恵まれ、稲作や梨な
どの農業も盛んです。集落の眼下には美しい日本海が
広がります。

張 楚靈／Chuling Chang

参加アーティスト

張 楚靈／Chuling Chang

旧長田分校
(大山ガガガ学校）

玉簾山清見寺

M A P

会場へのアクセス

b

/ 店長プロフィール / 
兵庫県姫路市にて、カウンターだけの小さ
な、隠れ家のようなカフェバー「地球コー
ヒー店＆アイラモルトバー」を営業。

［場所］てまひま［時間］11:00～

6
水

少量ずつ自分たちで焙煎したコー
ヒー豆を、空気圧で抽出したホッ
トコーヒーがウリ。まろやかで
スッキリとした味わいの水出しア
イスコーヒーもおすすめ。

山陰の作家さんのものを中心に、か
わいく、たのしく、おいしいもたちが
集うお店を会期中毎日オープン！

米泳ぐ商店

大阪で人気カフェ&雑貨店
「シャムア」がやってくる！

/店長/もりさと＆ゆってぃ

イトナミの家
ショップ
E

あけび（服・布小物）、cocopeco（布くつした）、美由紀堂（陶芸）、
treefrog（シルバ-アクセサリ-）、Re +（クリスタル等）、maaven（アクセサリ-）、 
たなかまきこ（つまみ細工）、ナツとハル（アクセサリ-）、いそやん（合鴨米）、
くるまや（味噌）、タピ de Remi（タピオカドリンク）、バナナ製菓（お菓子）
国吉農園（野菜）、福井製パン（菓子・惣菜パン） 、小谷パン 他

\シャムアin大山/
ヨーロッパで買い
付けた雑貨や手作
り作家さんのアク
セサリーなどと共
に、プチコーヒー
スタンドとして
コーヒーや焼菓子
の販売もありま
す。お楽しみに♪

チャン     ツーリン



イベント/上映/音楽

ワークショップ/お話会作品紹介 常設展示/上映等

自然とともに生きてきたネイティブアメリカンの
スピリットがそのまま込められたような音色をも
つフルートを日本の檜でつくります。初心者でも美
しい音色を奏でられるすばらしい楽器です。

/お　話/ 鋼と砥石と大工道具
/実　演/ 鉄製道具の使い方と研ぎ方
/体　験/ 刃物を研いでみよう！

/ 講師プロフィール / 
宮大工。2010年大山町で（株）創伸を設立。とことん木
にこだわり、古くから受け継がれた宮大工の知恵や工
夫を現代の暮らしに融合させた家づくりを手がける。
研ぎの名人。砥石コレクター。

/ 講師プロフィール / 
兵庫県姫路市にて、カウンターだけの小さな、隠れ家のようなカフェバー「地
球コーヒー店＆アイラモルトバー」を営業。主に、自家焙煎の深煎りコーヒー、
スコットランド南西部にあるアイラ島産のスコッチ・ウィスキー、スイーツを
等を提供。伝えたいことは“楽しみ、リラックスすること”。

むきばんだ考古女子マネージャー。どんな相談にものっ
てくれる頼れるスーパーアドバイザー！

インディアンフルートづくりA
北米ネイティブアメリカンの縦笛

/講師/ガイネ
5
火

６
水

A 10
日 /講師/北村裕寿

道具の歴史から学ぶ伝統技術

鉄と石のお話と研ぎ体験

［日時］ ①11/2 10:00-11:00　②11/9 10:00-11:00
［集合]玉簾山清見寺　［参加料］ 600円（マップ付き）　

長田の歴史を少しでも知っておくと、藝術祭がもっと
楽しくなるはず。マップを手に郷土史に詳しい長田在
住の磯崎つばささんが、住民ならではの視点で集落を
案内してくれます。

D 2
土

9
土 長田今昔まち歩き

藝術祭をもっと楽しむための

オープニング『びっくり玉手箱』
アーティスト紹介から始まる

/案内/ 長田歴史の会

［日時］ 11/2 19:00-19:30
［会場] 旧長田分校野外　［参加料］ 無料

現代では肩身がせまくなってきている「おっさん」。そん
なおっさんたちが、自転車を漕いで自家発電で灯す灯台
の点灯式をみんなで一緒に見守りましょう♪我こそは
というおっさん、集まれ～！2018作品のリニューアル。

A 2
土 おっさん灯台点灯式

愛の灯、ともすよ

/司会/ チャンキー松本

［日時］ 11/3 10:00-11:00
［会場] 旧長田分校　［参加料］ 500円

Eテレの「えいごであそぼ with orton」の切り絵コー
ナーを担当しているのチャンキー松本さんによる簡単
で楽しい切り絵の時間。英語も一緒に学べちゃうよ。ち
びっこ、集まれ～！（英語講師：遠藤緑）

A ３
日 チャンキー松本「切り絵であそぼ！」

英語も一緒に学べちゃう

［日時］ 11/3 16:00-17:00  11/6 15:30-16:30
［会場] 旧長田分校＆集落内　［参加料］ 無料

二人一組になり、一人は目を閉じたまま、もう一人が手
をとり、ガイドしながら集落内を歩きます。目を瞑るこ
とで開いていく感覚を感じてみましょう。ときにはダン
スのような新しい身体感覚を味わってみてください。

A ３
日

6
水 ブラインドツアー in 長田

マリア・イバレッツェ監修作品

［日時］ 11/4 11:00-12:00　［会場]玉簾山清見寺
［参加料］ 大人1,000円  小中学生 500円
［特別出演］谷崎恭子（古典フラ）

ネイティブアメリカンのスピリットを感じられる笛
の響きは、人をやさしく包み、深く心の奥に共鳴し、癒
しを与えてくれるます。自作のネパールの楽器サーラ
ンギやインディアンドラムとともに。

D 4
月 ガイネ 『インディアンフルートコンサート』

ネイティブアメリカンのスピリット奏でる

［日時］ 11/9 14:30-15:30
［会場] 旧長田分校　［参加料］ 500円

大山で生まれたアニメーション作品や藝術祭
期間中に完成した最新アニメーション作品、
地元アーティストによるダンス＆映像作品な
どを上映します。アーティストによる制作秘
話トークなども。

A 9
土 土大山アニメーション＆映像作品アワー

ここでしか観れない上映会

［日時］ 11/7 開場 18:00  開演 19:00～
［会場] てまひま  ［参加料］ 投げ銭+ワンドリンク

札幌で30年以上ライブハウスを経営し、全国
津々浦々の多くのアーティストやミュージ
シャンから愛される長津宏文さんのスペシャ
ルライブが大山で実現。お見逃しなく！

B 7
木 長津宏文『スペシャルライブ in 大山』

ライブハウス ONE MAKE プレゼンツ

「The Interpreter」タロットカード（作品紹介参照）も
使った即興言葉あそびと即興ダンスのコラボレーショ
ンパフォーマンス。観客の皆さんも一緒に言葉で遊びな
がら、新しい物語を共作しましょう！

［日時］ 11/2  前半 13:30-14:30　後半 14:30-15:30
［会場］ 旧長田分校　［参加料］ 大人1,000円  小中学生 500円

［出演］KEYOSSIE（音楽）、ツーリン・チャン（ダンス）　

独創的で愉快なハンドメイド楽器によるライブパ
フォーマンス。昨年、長田の竹林で切り出し、乾かして
おいた竹を使い、竹と火、土、風、水、それぞれの、要素
を取り入れた楽器をお披露目します。

A 2
土

［前半］尾角典子「パフォーマンス」

[後半］ICHI 「ライブ＆竹と火土風水の楽器」

［日時］ 11/5 10:00-17:00 +11/6 10:00-13:00 
［会場］ 旧長田分校   ［定　員］ 5名
［参加料］ 25,000円 ※申込締切 10/25

［日時］ 11/10 10:00-12:00
［会場］ 旧長田分校  
［定員］ 15名
［参加料］ 大人 1,000円、小中学生 500円
[持ち物］ 研ぎたい刃物

(土) Sat

10:00

11/2

(日) Sun
11/3

(月) Mon
11/4

(水) Wed
11/6

(木) Thu
11/7

(火) Tue
11/5

(金) Fri
11/8

(土) Sat
11/9

(日) Sun
11/10

毎日
どこかで

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

旧長田分校タイムテーブル

長田今昔まち歩き（長田歴史の会）10:00 11:00 D

長田今昔まち歩き（長田歴史の会）10:00 11:30 D

奉納観音舞「風の舞」in長田（舞：観音舞わかち合いとっとり、音：森則子、青木めぐみ、大下志穂 他）10:00 D

始まりの奉納ダンス（ツーリン・チャン、土山直子）10:00 D

「切り絵であそぼ！」（チャンキー松本）10:00 11:00 a

アニメーションであそぼ！（ヴィルピ・ケッツゥ）10:00 11:00 B

10:00 13:00 インディアンフルートづくり2日目（ガイネ）A

インディアンフルートづくり1日目（ガイネ）10:00 17:00
10:00 17:00 土のかまどづくり２日目

10:00 17:00 土のかまどづくり３日目（小池雅久）A

A

A

10:00 17:00 土のかまどづくり４日目（小池雅久）A

A

10:00 17:00 土のかまどづくり5日目（小池雅久）A

10:00 11:30 インディアンフルート野外教室（ガイネ）D

10:00 12:00 フラワーレイメイキング(谷崎恭子）B

10:00 12:00 鉄と石のお話と研ぎ体験（北村裕寿）A

13:00 15:00 聖地のお話とオリとフラのワークショップ（谷崎恭子）A

10:30 12:00 巨大なウミガメを作ろう！（朝倉弘平）A

13:00 16:00 鹿の角で「釣り針」と「かんざし」づくり（むきばんだ史跡公園）M

太古の森から始まるコーヒーのお話(石川純也）19:00 20:30

ONE MAKEプレゼンツ長津宏文ライブ 19:0018:00 開場 20:30 B

「うんこで戦う方法！」講演会（伊沢正名）19:00 21:00 A

アロママッサージ （sou）11:00 18:00 B

B

長田舞踏ミュージカル☆伝統ブギ13:00 14:30 アフター
トーク A

長田舞踏ミュージカル☆伝統ブギ14:00 15:30 アフター
トーク A

A

長田舞踏ミュージカル☆伝統ブギ 19:00 20:30アフター
トーク A

土のかまどづくり１日目 （小池雅久）10:30 12:00 a

13:30
［ランチ］バヤルヤヤ11:30 14:00 B

［ランチ］はなあみ11:30 14:00 B

［ランチ］日々の糧11:30 14:00 B

［ランチ］おむすび屋 ひとむすび11:30 14:00 B

18:30 21:00 b

［ランチ］bistro ONZE11:30 14:00 B

11:30 14:00 B［ランチ］ Galaria 大正蔵

［ランチ］ ユリイカ11:30 14:00 B

［ランチ］ Atelier 虹の手11:30 14:00 B

[ランチ・カフェ］足湯カフェMother Earth 11:00
15:00

18:00
16:30

B11:30 14:00 15:00

インディアンフルートコンサート（ガイネ）11:00 12:00 D

深煎りコーヒー手焙煎＆抽出講座（石川純也）13:30 15:00 B

コーヒーセレモニー体験会（石川純也）16:30 18:00 B

コーヒーセレモニー体験会（石川純也）15:30 17:00 B

「のぐそことはじめ」お話とフィールドワーク（伊沢正名）13:00 14:00 A

大山アニメーション&映像作品アワー(ヴィルピ、ジェレミー他）14:30 15:30 A

土のかまど「火入れセレモニー＆お楽しみ」16:00 17:30 A

クリスタルと遊ぼう～！（渡部一代/kazu4）13:30 15:00 B

写真家とバス停お茶会（クロダユキ）14:00 15:00 C

からだde魔法陣！（荊尾陽子）15:30 17:00 B

A てまひまB

[常設作品展示] 10:00-21:00 
長田バス停C 清見寺D イトナミの家E むきばんだ史跡公園M

ブラインドツアーin長田（マリア・イバレッツェ監修）16:00 17:00

ブラインドツアーin長田（マリア・イバレッツェ監修）15:30 16:30

a15:30

a おっさん灯台点灯式19:00

クロージング『びっくり玉手箱』15:30 17:00 A

チャンキー松本/似顔絵切り絵  尾角典子/タロット占い  ツーリン/オラクルカード占い  ヴィルピ/アニメーションオープンスタジオ  
乞食ガールズ/まちこの芋占い&つかぴのお手製衣装試着 移動映画車/大山アニメーション・映像作品上映

『トリオ ザ カラオケネコバナナ』

会場/てまひまギャラリー

絵画

マンガ

大山町で出会ったかわいくもあり、
哀愁もあり、笑って許してくれそう
な仲良しおじいさんトリオの日常
を、よそもの視点を入れて描いたイ
トナミマンガ作品。

『水を掬すれば 山 手に在り』

会場/てまひまギャラリー

朝倉弘平 /

大山の山麓でポタッと滲み出た一
雫が世界を巡りいろんな生命と出
会い、溶かし、流れていく。森のシャ
ワーを浴びているような作品たち。

チャンキー松本 /

「火」は、人の暮らしにとって欠かせないもので
ありながら、暮らしから見え難いものになって
しまった現代。火を使いこなすために、昔から人
は「土」の力を借りてきた。火と土の間にある人
の営み、その中にある「美」について学びます。

土のかまどづくりA
美は何処にあるのか…火と土の間にあるもの

/講師/小池雅久
2 ～土 土

［会場］ 旧長田分校横の野外
［参加料］ 大人 1,000円/回 小中学生 500円/回
［持ち物］ 軍手、長ぐつ、汚れてもいい服装

[1日目] 11/2（土） 10:30-12:00 火と土についてのお話とフィールドワーク
[2日目] 11/5（火） 10:00-17:00 ロケットストーブ教室
[3-5日目] 11/6-8（水） 10:00-17:00 土のかまどのづくり  
[6日目] 11/9（土） 16:00-17:30 かまど完成火入れセレモニー＆お楽しみ（軽食あり）

① ヴィルピ・ケッツゥ｜作品紹介、完成アニメーション作品上映＆トーク
② 尾角典子｜アニメーション作品紹介＆トーク
③ ジェレミー・べデイ＆遠藤緑｜完成映像作品上映＆トーク  他　

 「もぬけ」 大山アニメーションプロジェクト2014

※1日目の午後も作業は続きます。 2日目～5日目までは、半日参加可。

※2日連続の参加が望ましいですが、5日のみの参加もOK。

※会期中は、一部の作品を除いて、毎日10:00-21:00まで自由に鑑賞できます。

※雨天の場合は、会場が屋内（旧長田分校、てまひま）に変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

9

予約優先

予約優先

予約優先

予約優先

予約優先

予約優先
イギリスの有名アニメーションスタジオで磨
いたアニメーション技術をみなさんに伝授。
アニメーションを自分たちで作ってみよう！

アニメーションであそぼ！B 基礎から楽しく学ぶ
/講師/ヴィルピ・ケッツゥ

4
月

［日時］ 11/4 10:00-11:00 
［会場］ てまひまギャラリー
［参加料］ 500円     ［定員］ 10名

ハワイの伝説にでてくる子どもを守ってく
れるというウミガメ「カウイラ」をみんなで
作ってみよう！

巨大なウミガメを作ろう！A ハワイの伝説をもとに立体工作に挑戦！？

/講師/朝倉弘平
９

土

［日時］ 11/9 10:30-12:00 
［会場］ 旧長田分校
［参加料］ 無料  
[服　装］ 汚れてもいい服装

地球の一部であるクリスタル。特別なものではな
く、とても身近な存在です。クリスタルとより仲良
く一緒に楽しく遊ぶ方法を学びます。

クリスタルと遊ぼう～！B
暮らしを豊かにしてくれる

/講師/渡部一代 (kazu4)
7
木

［日時］ 11/7 13:30-15:00  ［会場］ てまひま
［参加料］ 2,000円 （クリスタル代込） ［定員］ 10名

［日時］ 11/7 15:30-17 :00    ［会場］ てまひま
［参加料］ 2,000円    ［定員］ 10名

目には見えないエネルギーとしての感情やイマ
ジネーションは、身体と密接に繋がっています。
実体験して暮らしに活かしてみましょう！

からだde魔法陣!?B 目からウロコなお話＆実践

/講師/荊尾陽子
7
木

レイはアロハ精神を表現するもの。様々な意
味を込めて作られるレイ。今回は、この時期
日本で手に入りやすいスプレー菊を使った
レイづくりを学びます。

フラワーレイメイキングB
ハワイの伝統文化から学ぶ

/講師/谷崎恭子
8
金

［日時］ 11/8 10:00-12:00 
［会場］ てまひま   ［定員］ 10名
［参加料］ 3,200円 ※申込み締切り11/5

ハワイの聖地マウナケア山で今起きている
こと、その聖地を守るための毎日行われてい
るオリ（詠唱）とフラ（踊り）を学びます。ハワ
イの人々にとっての聖地とは？
［日　時］ 11/10 13:00-15:00 
［会　場］ 旧長田分校 
［参加料］ おとな 1,000円 小中学生 500円

聖地のお話とオリとフラのワークショップA
ハワイ島の聖地マウナケアに捧げる /講師/谷崎恭子10

日

要事前申込

要事前申込

※昼休憩あり

特典 ガイネさんのコンサートと
野外教室に無料で参加できます。

自然と呼吸をあわせ、自然音を聞きながら、思いのま
まにフルートの音を奏でてみましょう。内なる自分を
解放する時間となるはず。

インディアンフルート野外教室D
フルートともっと仲良くなるための

/講師/ガイネ
7
木

［日時］ 11/7 10:00-11:30　［定員］10名
［会場］ 玉簾山清見寺　［参加料］ 2,000円
［持ち物］ インディアンフルート 
※自作フルートのないひとは、貸し出しあり。要事前予約。

エチオピア南西部の原始の森には、全てのアラビカ種コー
ヒーの起源とされる原木が自生しています。この野生種の
コーヒー豆をセレモニー形式で洗浄、深煎り焙煎、専用の
ポットで煮出して抽出します。乳香やコーヒーの香りに包
まれながら、贅沢な味わいと時間をお過ごしください。

コーヒーセレモニー体験会
太古の森の珈琲とエチオピア“風”

/主催/石川純也B 4
月

8
金

写真
インスタレーション

インスタレーション
チャン     ツーリン

『mother -母なる栗-』

会場/長田バス停

クロダユキ /

古代より人々がこの地にムラを形成
したのは、主食や住居の建材、燃料と
なる栗の木があったためとする説が
ある。集落と深い関係にあった栗につ
いて多角的に迫ってみた作品。

『さん道』

会場/玉簾山清見寺

張 楚靈／

向かう先は無限の可能性。生きるこ
とは幾度もの生まれ変わりの積み
重ね。本堂の千手観音が意味する無
限に向かっての「再生」をテーマに
した作品。

『トボガンガガッキ』

会場/旧長田分校

ICHI  / 創作楽器

ドキュメンタリー映像

長田集落にある生活廃品、廃材等を用
いて子どもから大人まで楽しく奏で
られる楽器を旧長田分校の壁に設置。
2018年作のリメイク版。

『半演半自~ぼくらの他伝録~』

会場/旧長田分校

舞踏ダンサー/振付師の目黒大路さん
と長田集落の有志でつくる長田舞踏
ミュージカルができるまでの約2ヶ月
間の奮闘を追ったドキュメンタリー
映像作品。11/10クロージングで上映。

米泳ぐ /

写真
占い

映像
音楽

『ダイセンハクモノナカ』

会場/イトナミの家

乞食ガールズ /

2019年8月、曇天の大山エリアで5日
間の撮影旅行を決行。その時の写真
作品を中心に展示。会期中は、まち
こ(左)の芋占いとつかぴ(右)のお
手製衣装の試着あり。

『IMMERGENCE』

会場/移動式映画車

現在住む大山の海岸の自然音と出
身地デトロイトのエレクトロニッ
ク音楽を組み合わせ、水中で時間と
空間を自由自在に行き来するダン
サーと音楽の作品。［出演］遠藤緑

F ジェレミー・べデイ /

『The Interpreter』
尾角典子/アニメーション原画、パフォーマンス

水彩画
インスタレーション

The Interpreter(2015年)は、英国の工
業都市ダービーシャーにまつわる伝
説、民話、史実などを基にオリジナル
原画、アニメーション映像、タロット
カードで構成されている。

会場/てまひまギャラリー

『ともに在る、遊ぶ、還る』

会場/てまひまギャラリー

自然がかけがえのないものである
と当たり前に知る人々と、それを見
守り包み込む大山の大きく優しい
自然のエネルギー。その大きな愛の
表現を試みた作品。

安藤真央 /

※会期中（11/2～10）10:00-18:00ごろまで、随時、オープンスタジオを開催している 
ので、制作風景の見学や制作に参加などもできます！

地球に旅人としてやってきた私たち。私が旅し
たウルルやハワイの写真とともに、そしてキル
タン(歌うヨガ)をしながら地球やスピリット、
そして内なる自分と繋がってみましょう。

旅と地球のお話会B
聖なる土地で感じた

/話手/岡本美穂
5
火

［日時］ 11/5 15:00-16:30　［会場］ てまひま 
［参加料］ 1,500円（ハーブティー付き)

/講師プロフィール/ 安来市にてクリスタルヒーリング、
エネルギーワーク、その他各種セッションを行う。

古代から人々は、動物の骨や角を利用して様々な道具や装飾
具をつくってきました。今回は、硬くて万能な鹿の角を使っ
て、「釣り針」と「かんざし」づくりに挑戦。必要なのは、根性。目
覚めよ、古代のものづくり魂！

鹿の角で「釣り針」＆「かんざし」づくり
古代のものづくりを知る体験【骨角器編】

イトナミタイセン x むきばんだ史跡公園共同企画

8
金

［日時］ 11/8 13:00-16:00  
［集合］ むきばんだ史跡公園
 　　　　（体験学習室）
［定員］ 10名  ［参加料］ 無料

/講師プロフィール/ 独自のエネルギワークやピラティス
を取りれたオリジナルセッションやお話会を各地で行う。

［日時］ 11/8 14:00-15:00
［会場］ 長田バス停前 
［参加料］ 500円   [定員］10名

絶好のビューポイントである長田のバス
停。バス停にある展示作品のこと、題材の栗
のことなど、お話しましょう。青空カフェで
手作りお菓子とお茶でもてなします。

写真家とバス停お茶会C

A

A

視点を変えれば世界が変わる

/主催/クロダユキ
8
金

［日時］ 11/8 19:00-21:00
［会場］ 旧長田分校
［参加料］ 大人1,000円  高校生以下 無料

臭い、汚いと嫌われるうんこですが、
虫や動物、菌類や植物の視点からみる
と、うんこはまさにごちそう。のぐそ
は命を地球に還す行為。長年、様々な
偏見やタブーと戦ってきたうんこ革
命家だからこそいえる、表現の不自由
との戦い方についても話します。

うんこで戦う方法！
のぐそで世界を変える

/講師/伊沢正名
8
金

［日時］ 11/9 13:00-14:00
［会場］ 旧長田分校と野外
［参加料］ 500円

［日時］ 11/4 16:30-18:00  11/8 15:30-17:00
［会場］ てまひま
［参加料］ 1,000円+お気持ち（３杯分とお菓子付き）
［定員］ 各回6名

コーヒー生豆の選別方法や、ハゼから好みの香味で煎り
止めるタイミングや火加減など、失敗しにくい基本的な
焙煎方法を学べます。焙煎後は煎り加減に合わせたハン
ドドリップ方法、最適な湯温、通常のドリップと点滴式
ドリップの使い分け方等を踏まえて試飲します。

深煎りコーヒー手焙煎＆抽出講座B
コーヒーを自分の好みに合わせて自家焙煎

/講師/石川純也
６

水

［日時］ 11/6 13:30-15:00
［会場］ てまひま  ［定　員］ 3名程度
［参加料］ 2,000円（コーヒー生豆代含む）

アラビカ種のコーヒーが太古の時代から自生している
エチオピア南西部の「アビシニア」で、現生人類は生まれ
た。人類の進化を促したのは、コーヒーの実かもしれない
という独自の説を展開しつつ、人間関係を円滑にする
コーヒーの飲み方、楽しみ方などのお話です。

太古の森から始まるコーヒーのお話B
コーヒーと人類進化の関係とは！？

/話手/石川純也
5
火

［日時］ 11/5 19:00-20:30
［会場］ てまひま  ［定員］ 20名
［参加料］ 1,500円（コーヒーと軽食代含む）

うんこから世界が始まるって知って
る？のぐそで地球に貢献できるって考
えたことある？うんこをとおして生き
ものと食べ物の地球にやさしい循環や
正しいのぐそのやり方を学ぼう！おし
りに優しい葉っぱの選び方などの
フィールドワークもあり。

のぐそことはじめ
地球に恩返しするための

［写真］伊沢正名

/講師/伊沢正名

/講師/浜本利幸  高尾浩司 （むきばんだ史跡公園）

9
土

/話手プロフィール/ 2006年4月にはすの実をオープン。
Yogaやヴィーガンを中心にした食、エネルギーワーク
などの教室やイベントを各地で開催。

/講師プロフィール/ 
1950年茨城県生まれ。糞土師。自然保護活動ののち、信念を
持って野糞を始める。きのこ、苔、変形菌など、菌類と隠花植物
専門を専門に写真活動を行う傍ら、4５年にわたり野糞を実
践。その回数は、通算13,000回を超える。著書に『くう・ねる・
のぐそ』（ヤマケイ文庫）、『うんこはごちそう』（農文協）など。

植物は、いつだって人の良きパートナー。この日は一日ゆったりと足湯やマッ
サージ、ハーブティー　とアロマで植物のパワーを体感してみてください♪

足湯カフェ MOTHER EARTH x  sou アロママッサージB
植物のパワーでリフレッシュ！5

火

［日時］ 11/5 11:00-18:00　［会場］ てまひま　［料金］ メニュー別
/メニュー/ 
◎アーユルヴェーダ足湯 (15分）
◎妻木ブレンドハーブティー
◎チャイなど

/スケジュール/ 
13:00 むきばんだ遺跡ツアー
13:30 骨角器についての座学
14:00 作業開始

[住所］鳥取県立むきばんだ史跡公園｜大山町妻木1115-4

◎ハンドマッサージ(15分)  1,500円
◎フットマッサージ(15分) 1,500円
◎タッチケア(15分) 1,000円 など
※事前予約も受付けます！

長田三色会の
軽食販売あり！

ウェルカムホーム。2016年
大山ガガガ学校の夏合宿に
以来、二度目の大山です。

※写真は参考イメージです。

足湯カフェ
Mother Earthの
ごはん付き！

/ 長津宏文プロフィール / 
1956年北海道生まれ。音楽活動を続けながら、札幌に
ライブハウス「札幌log」をオープン。1998年よりソロ
活動をはじめ、全国へと活動の場を広げる。

おにぎりくんの
「ひとむすび」が夜も
出店！

［日時］ 11/10  15:30-17:00 
［会場] 旧長田分校 
［参加料］ 無料

滞在アーティスト全員集合！大山フラ
チームによるフラステージやミュージ
カルのドキュメンタリー映像上映、パ
フォーマンス（未定）など。最後は大山ワ
ワワ音頭で感動のフィナーレ！

A 10
日 クロージング『びっくり玉手箱』

また来年会いましょう！

/出演者/ 谷崎恭子・大山フラチーム（フラ）、米泳ぐ（ミュージカルドキュメンタリー上映）
              チャンキー松本（大山ワワワ音頭） 他

とある小さな集落にある小さな学校を舞台に、守るべき伝統とはなにか、他者を
受け入れるということはどういうことなのか、「移住」、「移民」の問題を現在進行
形の住民目線で真っ向から向き合った社会派舞台作品。

A 3
日

4
月 長田舞踏ミュージカル☆伝統ブギ

目黑大路と長田集落の有志15人でつくる衝撃作

[演出/脚本/振付] 目黑大路
[出演] 磯崎つばさ、入江輝文、入江雅史、入江保則、
           上田勝久、上田英勝、奥田隆志、奥田優子、
           ジェレミー・べデイ、田中真紀子、田中玲子、
　　　福間壽秋、薮田佳奈、山本千夏、横川佐津子
[音響] 奥田隆　［設営］奥田隆志
[照明] 西本憲人　[音楽] ジェレミー・べデイ
[撮影] 河津優平、森田悟史（米泳ぐ）
[企画/制作] 大下志穂

11/3 昼 [開場] 12:30  [開演] 13:00‒14:30（1回目） 
         夜 [開場] 18:30  [開演] 19:00‒20:30（2回目）
11/4 昼 [開場] 13:30  [開演] 14:00‒15:30（3回目）

[入場料］ 
[会　場］ 

[日　時］ 

前売り 大人 1,000円、中高生 500円、小学生以下 無料
当　日 大人 1,200円、中高生 600円、小学生以下 無料

旧長田分校

※各公演後、30分くらいのアフタートークあり。
※途中入場はできませんので、時間厳守をお願いします。

オープニング『びっくり玉手箱』（尾角典子、ICHI 他）

［よる］長田おっさん炉端

18:30 21:00 B［よる］おむすび屋 ひとむすび

/アートディレクター/

/アートマネジャー/

2013年より大山町長田集落在住。すでに来年「藝術祭」のアイ
デアで頭はいっぱい。レジデンス施設「妻木ハウス」を運営。

2015年より大山町長田集落に古民家を購入。2016年に様々な
機能をもつ複合施設『てまひま』をオープン。

薮田佳奈   /   Kana Yabuta

大下志穂   /   Shiho Oshita Beday

2013年活動を開始。「イトナミダイセン」というコンセプトのもと、「暮らし」
と「アート」の間に境界線をなくし、「イトナミ」そのものをアートする暮ら
しを実践中。さまざまな分野の垣根を超えたアートプロジェクトを展開中。

旅と地球のお話会（岡本美穂） 夜ごはん
も提供！

B

/主催/ こっちの大山研究所 Daisen Laboratory


