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セメントプロデュースデザインが手がけるcoto mono michi at TOKYO は、土地と人、次の時代へと繋ぐデザイン、そして作り手の想いと技を

体感できる「産地ゴト展 Vol.03」を開催いたします。

第三回目の産地は「古都京都」。季節を愛でながら、行事や文化が色濃く残る京のまちから、彩り美しい小物たちがコトモノミチへやって来ます。

今回は伝統工芸を生かしたアクセサリーやテーブルウェアなど。大切な人に贈りたくなる良品たちをご用意致しました。さらに、期間中の土曜、

日曜、祝日は、京都の職人たちがコトモノミチにやってきて、金継ぎや、金箔おしなど、優れた技術を体感出来るワークショップを開催いたします。

ここでしか味わえない貴重な体験をご用意して皆さまのお越しをお待ちしています。

産地をまるごと伝える体験イベント「産地ゴト展」第 3 弾
京都が誇る伝統技術をずらっと体験！ いましかできないワークショップが盛りだくさん
「産地ゴト展 vol.03 “ 京都 ”」が開催

＜＜開催概要＞＞
「産地ゴト展 vol.03 “ 京都 ”」
2016 年 3 月 10 日 ( 木 )　～　2016 年 3 月 22 日 ( 火 )
11:00 ～ 20:00（最終日は 17:00CLOSE）
会場：coto mono michi at TOKYO（コト・モノ・ミチ）
　　　107-0062 東京都港区南青山 5-2-16 青山フレックス A
TEL：03-6427-6648 　
URL：http://note.coto-mono-michi.jp/exhibition-kyoto/ アクセス▶
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東京・青山の coto mono michi at TOKYO より

会期：2016 年 3 月 10 日 ( 木 )　～　2016 年 3 月 22 日 ( 火 )
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●産地ゴト展 京都 ワークショップ第一弾！
【友禅と金彩体験】
トートバッグに金彩と色挿しを施します。
着物や帯に施す「金彩加工」と、手書き友禅「京友禅」
の体験を一度に楽しめる、贅沢なワークショップ。
●講師：上仲昭浩（京友禅 金彩工芸）/上仲正茂（手描友禅）
●日時：3 月 12 日 ( 土 )　13:00~/15:30~
●所要時間：1 時間 30 分程度
●定員：各回 8 名 (※事前予約制 )
●参加費：6,000 円 ( 材料費込み )
https://www.facebook.com/events/1721483694730011/

●産地ゴト展 京都 ワークショップ第二弾！
【金彩加工体験】
端切れの着物地に金彩加工を行います。（ 金彩は、箔
や金粉を接着加工する技術の総称です。緻密な図案を
金で表現する事ができます。）「型紙」を使ってのりを
置き、箔や金属粉を接着する一連の行程を体験できま
す。加工した生地は、ヘアゴム、コサージュ（ヘアピン）、
ブローチ、ピンズのいずれかに仕上げ、製作物として
持って帰って頂きます。　
●講師：竹中大輔氏
●日時：3 月 13 日 ( 日 )　13:00~/15:30~
●所要時間：1 時間程度　定員：各回 10 名
(※事前予約制 )●参加費：3,500 円 ( 材料費込み )
https://www.facebook.com/events/967666566655605/

●産地ゴト展 京都 ワークショップ第三弾！
【MYぐるみづくり】
アーティスト・山さきあさ彦氏が制作する、マヌケでキ
ュートなオリジナルぬいぐるみ =「山ぐるみ」。小学校
の「家庭科」レベルの裁縫技術で制作される山ぐるみ
の制作マニュアルを基に、自分だけの MYぐるみを作
ってみませんか⁉※ぬいぐるみのサイズは体長約
10cmとなります。　
●講師：山さきあさ彦氏
●日時：3 月 19 日 ( 土 )　13:00~/16:00~
●所要時間：2 時間程度　定員：各回 15
名 (※事前予約制 )●参加費：2,000 円 ( 材料費込み )
https://www.facebook.com/events/1345313678827692/

●産地ゴト展 京都 ワークショップ第四弾！
【金継ぎ相談 / 金継ぎ体験】
ー金継ぎ相談ー
金継ぎをすることになったら見積りをしてお預かりします。
ー簡易金継ぎ体験ー
金継を体験をお楽しみ頂けます。
※器はご持参下さい。※大きく割れているものなどは時間
的に難しいので、1㎝角くらいまでのフチが欠けている程
度がやりやすいです。 ※簡易版だと1日で完了します。
●講師：追立　睦（漆作家）氏
●日時：3 月 20 日 ( 日 )　【金継ぎ相談】11:00-
　【簡易金継ぎ体験】15:00-　
●所要時間：3時間程度 (金継ぎ体験 )
●定員：【金継ぎ相談】なし ( 予約不要 )
　【簡易金継ぎ体験】各回 4 名 (※事前予約制 )
●参加費：【金継ぎ相談】相談は無料
　　　　　【簡易金継ぎ体験】4,000 円 ( 材料費込み )
https://www.facebook.com/events/899709230146033/

●ワークショップ予約方法 (各ワークショップの FBページ /または下記へご連絡くださいませ。)

【予約先】コトモノミチ at TOKYO【担当：縫 (ぬい )/ 伊藤】
03-6427-6648/または info@coto-mono-michi.jp
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●産地ゴト展 京都 ワークショップ第五弾！
【組紐でチャーム制作】
普段見慣れない色とりどりの紐を使用して、自分だけ
のオリジナルチャームをお作り頂けます。
２本（もしくは３本）の紐を四つ畳みという結び方で
折り返していくことによって、立体的な形ができあがり
ます。約３ｃｍほど組み上がったら、カシメで留めて
完成です。
●講師：八田　俊（京組紐）
●日時：3 月 21 日 ( 月・祝 )　12:00-13:00 ／　
　14:00-15:00 ／ 16:00-17:00
●所要時間：40 分程度　定員：各回 3 名
●参加費：1,000 円 ( 材料費込み )
https://www.facebook.com/events/856421634479695/

●産地ゴト展 京都 ワークショップ第六弾！
【金箔押し体験】
京都の金箔押職人が教える、金箔押しを体験していた
だけます。
箔押しアイテムとして naeclose の薔薇のアクセサリー
タイピン、リング、イヤリング、ピアス、など
当日お気に入りのアクセサリーの中から選んで頂きま
す。男性の方も是非ご参加くださいませ。
●講師：西　紗苗（naeclose）/ 藤澤　典史（金箔押し）
●日時：3 月 22 日 ( 火 )　13:00~/15:00~
●所要時間：1 時間～1 時間 30 分程度
●定員：各回 10 名 ( 事前予約制 )
●参加費：4,600 円
https://www.facebook.com/events/1693905170822337/

●ワークショップ予約方法 (各ワークショップの FBページ /または下記へご連絡くださいませ。)

【予約先】コトモノミチ at TOKYO【担当：縫 (ぬい )/ 伊藤】
03-6427-6648/または info@coto-mono-michi.jp

居野家 華枝…【展示】かんざし　【販売】かんざし、根付け、ピンブローチ、ピン、帯留め
上仲　 昭浩…【販売】札ばさみ（市松・七宝）、ペーパーウェイト（石垣文）、八角トレイ（石垣文）、八角トレイ（石垣文）、小角トレイ各種
上仲　 正茂…【販売】カシミヤストールKiseki、リネンガーゼストール（菊桜・ブルー・ピンク）長財布（円窓に紅葉　藍・円窓に紅葉・円窓に紅葉）、小銭入れ（円窓に紅葉・円窓に紅葉）
種田　 真紀…【販売】赤絵細描華文カップ、赤絵細描網文カップ（予定）、赤絵細描漁文盃（予定）
追立 　　睦…【展示】蒔絵丸盆、茶合｢花鳥の使い｣ 、蒔絵合子｢桜手毬｣、利き酒お猪口 4個組（予定）　
　　 　　　　【販売】螺鈿ピアス（アゲハチョウ・モンシロチョウ）、変わり塗りバングル、はしまくら（末広（金・朱・黒））、豆皿  4色
柴田　 恭久…【販売】竹節掛分け皿
竹中 　大輔…【展示】はしおきのサンプル　【販売】グラスマーカー彩（s）（セット箱）、コースター彩（セット箱）、グラスマーカー彩（s）（単品）、コースター彩（単品）、
　　　　　　 グラスマーカー彩（セレブレーション ゴールド）、グラスマーカー彩（セレブレーション シルバー）、コースター彩（セレブレーション ゴールド）、コースター彩（セレブレーション シルバー）
富永 　大士…【販売】ムーン・ピアス、ドロップ・ピアス、ブリリアント・ピアス、まとわりネコのバングル、ウロボロス（ヘビ）のバングル、
　　 　　　　流れ星のバングル、まとわりネコのリング、流れ星のリング、ウロボロス（ヘビ）のリング、着用できる絵画（ブローチ）、コンセプト・ドローイング
西　 　紗苗…【展示】本金糸などを使用したオブジェ　【販売】TOKOWAKAこもれび（白ピアス・白ｲﾔﾘﾝｸ・黒ピアス・黒ｲﾔﾘﾝｸ ・゙葉　黒ｲﾔﾘﾝｸ ・゙葉　白ピアス・菱　黒ピアス・菱　白ｲﾔﾘﾝｸﾞ）、
　　　　　　 金岡広二郎ブレスレット（115・120・150）、ＴＯＫＯＷＡＫＡコサージュ、ラウンドボックス、燦彩糸ブレスレット、燦彩糸ブレスレット、正絹コサージュＬ、正絹コサージュＭ、
　　　　　　 組紐コサージュＳ、正絹カンザシ正絹リング、正絹リング、ミラー、熊谷総商店　ネックレス、燦彩糸ピアスイヤリング
野口 　敏伸…【販売】わん、花いれ、オーバル（豆皿・小皿・取分け皿・取分け皿）（予定）、ピン、帯留め
野村 　真理…【販売】螺鈿ジュエリー（薔薇ネックレス・薔薇ピアス）、丸盆（予定）
長谷川 哲也…【展示】豆皿、ケーキ皿（ソーサー）、プレート （M・L） 、ボウルM、深皿 S　rokusyou、スープカップ、深皿 M、マグカップ、
　　　 　　　コーヒーカップ、コーヒーカップ、ご飯茶碗、ご飯茶碗　【販売】豆皿、ケーキ皿（ソーサー）、マグカップ、コーヒーカップ、フリーカップ　M 、ご飯茶碗　
八田　 　俊…【展示】蝶ネクタイ
眞鍋　 沙智…【販売】友禅ピアス（大・中・小）、友禅イヤリング（大・中・小）、帯留、帯締、帯揚げ、カードケース、ブローチ、クラッチバッグ（予定）、袱紗（予定）、友禅ブレスレット（予定）
森田 　匡美…【販売】西陣手織りのがま口、名刺入れ、ペンケース他
山さきあさ彦…【販売】山ぐるみ、山ぐるみ「チャッポ」キーホルダー、山ぐるみ「チャッポ」（ブローチ・ストラップ・ヘアゴム）、山ぐるみ「チャッポ」ポーチ、山ぐるみ「チャッポ」ポーチ
吉岡　 尚美…【販売】ペンダント（予定）
涌波  まどか…【販売】青瓷飛鉋＆白瓷 テーブルウェア（平皿2種・ボウル・キャンドルスタンド・一輪挿し）、5色シリーズのカップ（予定）、酒器（予定）、茶碗（予定）

●出展作家・展示販売品紹介●
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出展者情報（一部）

居野家　華枝

上仲　昭浩

上仲　正茂

種田　真紀

※写真はイメージです。

帯留め お猪口 螺鈿ピアス

ペーパーウェイト 竹節お猪口 スープカップ

長財布 グラスマーカー 山ぐるみ

赤絵細描漁文盃 湯呑み 箸置き

出展予定商品…かんざし・根付け・
ピンブローチ・ピン・帯留め

出展予定商品…札ばさみ（市松・七宝）・ペーパー
ウェイト石垣文・八角トレイ　石垣文・小角トレイ各種

出展予定商品…カシミヤストール・リネン
ガーゼストール・長財布・小銭入れ

出展予定商品…赤絵細描華文カップなど

追立　睦

柴田　恭久

竹中　大輔

野口　敏伸

出展予定商品…蒔絵合子｢桜手毬｣・変わり塗り
バングル・はしまくら｢末広｣・豆皿  4 色

出展予定商品…竹節掛分け皿など

出展予定商品…グラスマーカー彩・
コースター彩

出展予定商品…わん・花いれ・オーバル皿など

野村　真理

長谷川　哲也

山さきあさ彦

涌波　まどか

出展予定商品…螺鈿ジュエリー

出展予定商品…豆皿・ケーキ皿（ソーサー）
マグカップ・コーヒーカップ・フリーカップ・ご飯茶碗　

出展予定商品…山ぐるみ・「チャッポ」キーホルダー
「チャッポ」ブローチ、ストラップ、ヘアゴム・ポーチ

出展予定商品…青瓷飛鉋＆白瓷テーブルウェアなど
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