43｜谷根千＜記憶の蔵＞（文京区千駄木5-17-3） 〈C1〉
 ミリ映画を作るということー古道武二さんの作品よ
8
りー
／コガタ社、根津映画倶楽部

止
中

♥文京区内でお蕎麦屋さんを営みながら、約30年間、8ミリ
で作品を制作された古道武二さん。そのフィルムとともに、
機材やタイトル画などを展示して、古道さんの長い8ミリ
歴と、制作への思いを追体験できる試みにできればと考
えています。

¦10/15（土）〜17（月）🕙11:00-16:00

（企画 No:24）

「まなびわ

· 特別編～体験教室 + ライブ～」
／川嶋信子 ( 薩摩琵琶奏者 )
♥日本の音・琵琶を体感できる場 “ まなびわ ” は、今年で11
年目を迎えました！ 今回は特別編としてゲストをお招
きし、種類の異なる琵琶を知っていただきます。
定員6名 · 要予約／参加費…3000円

¦🕙10/23（日）13：00-

（企画 No:65）

28｜ゆずりは（台東区谷中2-8-12 2A）

〈B3〉

着物で楽しむ芸工展

／ゆずりは

♥着 物着付け体験。ご希望の方はそのままお着物で芸工展
めぐりにお出かけいただけます。
（雨天、荒天の場合、お着
物での谷中散策は中止させていただきます）

¦10/2（日）🕙 ①10:00-11:30／②13:00-14:30
🌐y-yuzuriha.com ■ @y.yuzuriha.kimono

〈A2〉

（荒川区西日暮里3-2-1）

幕末の撮影技法湿板撮影術を一般公開。
／ライトアンドプレイス湿板写真館
♥幕末の写真撮影方法湿板のデモンストレーション「撮影
を一般に公開」10時と13時と2回開催します。

🌐nomadteaculture.jp/ ■ @nomadteaculture

2｜ワト舎〔平屋〕
（台東区谷中3-19-2）

〈C1〉

（企画 No:42）

まちじゅうが展覧会場〜

会期：2022年10月1日～31日

〈A1〉

想像の国「Bogancsot（ボガーンチョット）
」／ワト舎

大観音通り周辺おさんぽマップ お披露目・配布
／流動商店 .tokyo

♥ワ ト 舎 店 主・J 氏 の 頭 の 中 に 浮 か び 上 が っ た 想 像 の 国
「Bogancsot（ボ ガ ー ン チ ョ ッ ト）
」
。ど ん な 国 な の か ？
どんな人たちが暮らすのか？ どんな物があるのか？
想像力豊かな作家さんの力を借りて創ってみました。旅
行気分でご覧ください！

♥駒 込大観音を中心とするエリアにフォーカスをして、お
みせや名物スポットを網羅したマップを製作。そんな新
しい「おさんぽマップ」のお披露目と配布を行います。

①マップを GET➡ ②近くの企画展へ気軽に入ってみよう

¦10/7（金）〜10/18（火）🕙10:30〜18:00［水休］

（企画 No:70）

📧mail@watosha.tokyo ■ @watosha_yanaka

44｜臨済宗妙心寺派 白華山養源寺

〜緩やかに、静かに

（企画 No:34）

わ行

（企画 No:39）

■ @ryudoshoten.tokyo

第30回「芸工展2022まちかど展覧会」
ガイドマップ

Nomad Tea Culture 代表・茶道裏千家専任講師

¦10/1（土）、10/2（日）🕙10:30-16:30

の2回開催。他は作例を展示します。
］

45｜流動商店 .tokyo（文京区向丘2-34-3）

〈A1〉

野間美有紀（一社）茶道クラブ

📧mail@watosha.tokyo ■ @watosha_yanaka

¦10/9（日）🕙10：00-18：00 ［実演は10：00- ／13：00📧shippan@lightandplace.com

／久保田吟水

♥書道と茶道 それぞれのたしなみを古民家にて緩やかに味
わっていただく企画です。和道は引き算の美学。書と茶
の相性と文化の歓びに触れていただければ嬉しいです。

¦10/1（土）〜31（月）🕙18：00-23：00［月・火休］

📞090-5996-9137 📧info@nobukobiwa.com
🌐nobukobiwa.com ■ @biwa_noburin

書×茶

4｜ライトアンドプレイス湿板写真館

📧kogatasha08@gmail.com 🌐kogatasha.web.fc2.com/
■ @kogatasha

1｜路地裏ワト舎（台東区谷中3-17-12）

ら行

（企画 No:40）

〈C1〉

（文京区千駄木5-38-3）

JUHLA FESTIVAL 2022 モリトテラノオト
／ Juhla tokyo

♥
「静寂」を体感しながら、あるがままの時間を過ごせる音
楽フェスを行います。本堂をメインステージとし、フィン
ランドからのアーティストを含む国内外で活躍するアー
ティストが出演。そして境内ではマルシェエリアもあり。

¦10/22（土）🕙12：00-20：00
■ @juhlatokyo

（企画 No:72）

ごあいさつ
毎年10月は「芸工展月間」
。

ちこちに飛び出します。

1993年より、まちづくり活動の一端として、まちの方々と共

7か所店頭設置の赤い薬味看板には、
「まちかど展覧会」のチラ

に文化芸術表現と交流を継続してきました。

シや案内はがきが掲示されています。

本年は第30回を迎えることができました。
継続出来たご縁全てに感謝いたします。ありがとうございます。
2022年も新型コロナ感染予防を考え、緩やかに静かに主催者

創意工夫を凝らした「まちかど展覧会」が、まちじゅうにひろ
がり、様々な表現を通して、おひとり、おひとりに豊かな交流
が生まれますように！
！

である賛同人各々が、それぞれの企画実施に感染対策の責任
芸工展2022 賛同人一同

を持ちながら、
「招き」サインの赤い手ぬぐいを掲げ、まちのあ

芸工展の歩き方

〜文化を絶やさず、未来へつないでいくために〜

① 会場に向かう道のりの景色も全身で感じよう。
② 道は広がらず、路地は静かに歩こう。
③ 寺への入門の際は一礼。
④ 魅力的な場所と遭遇したら地図へ書き足そう。
⑤ 適度な間隔やマスク着用など安心・安全への配慮を！
⑥ 自分のゴミは各自持ち帰りましょう。
↑本物のかたつむり君

✿✿新型コロナウイルス感染拡大の影響により、企画内容に変更が生じる場合
があります。

✿✿芸工展には各企画に関する情報を統括するような事務局がございません。
マップに掲載されている各企画の詳細については、それぞれの連絡先へお
問い合わせお願いします。

✿✿各企画へのリンクを芸工展の公式サイトにまとめてあり

ます。右の二次元コードよりアクセスできますのでご利
用ください。

（街歩き中は、歩きながらのスマホ操作は危険ですので、

交通の妨げにならない場所で立ち止まってご利用ください）

https://www.geikoten.net/geikoten2022linkpage/

第30回

「芸工展2022まちかど展覧会」
〜緩やかに、静かに

まちじゅうが展覧会場〜

会期：2022年10月1日～31日
主催：芸工展2022 賛同人一同
協力：村山節子、渡真利紘一、ギャラリー TEN、
薬味看板設置会場7軒、		
芸工展2022事務局有志メンバー
「芸工展2022まちかど展覧会」ガイドマップ
発行：芸工展2022 賛同人一同
制作：仕事空間そう
（みみずく工房）／坂部恵子
☆今回の芸工展マップ、いかがでしたでしょうか？
初めて訪れる方にも、できるだけ会場を探しやす
い、道筋が分かりやすい地図を目指したつもりで
すが、まだまだ工夫が出来る余地があるかもしれ
ません。
☆お気付きの点などございましたら、ぜひ芸工展お
問合せ先までお寄せください。
お問い合わせ先：

geikoten@gmail.com
スマホからは、右の
二次元コードをご利用ください。

会場名インデックス（地図番号順）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

1 路地裏ワト舎
2 ワト舎〔平屋〕
3 東京キッチュ
4 ライトアンドプレイス湿板写真館
5 工房ムジカ
6 旅するミシン店
7 貸はらっぱ音地
8 旧平櫛田中邸アトリエ
9 share shop カタテマ
10 谷中茶室 汲
11 coccia
12 工房 徳元 藍と絹のギャラリー
13 書と草花のアトリエ

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A3
A3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

東北基地エール／カフェ ユエ …… A3
ギャラリー大久保／瑜伽庵（ゆかあん）… A3
アトリエお針ばこ …… A3
haco - art brewing gallery - … A3
市田邸 …… B4
池之端画廊 …… B4
時夢草庵 …… B3
丸井金猊ラボ∞谷中Ｍ類栖/1f …… B3
自宅前 …… B3
下町てぬぐい処 賞 …… B3
COUZT CAFE …… B3
澤の屋旅館 …… B3
ギャラリーTEN …… B3
ひるねこBOOKS …… B3
ゆずりは …… B3

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

AOYAMA COFFEE …… B3
ギャラリー・マルヒ …… B3
HAGISO …… A2
相澤べっ甲製作所 …… B2
コムソー小屋 …… B2
仕事空間そう …… B2
かなかな 1Ｆ 2F …… B2
美容室クラシカル …… B2
Atelier-Cool！ …… B2
本郷図書館 …… B2
谷中トート …… B2
ぎゃらりーKnulp …… B1
アマダム …… B1
狸坂文福亭 …… B1
谷根千＜記憶の蔵＞ …… C1

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

臨済宗妙心寺派 白華山養源寺 … C1
流動商店.tokyo …… C1
文京区立森鷗外記念館 …… B2
フリュウ・ギャラリー …… C2
往来堂書店 …… C2
ねはち制作室 …… C2
藍染大通り …… C3
雑貨と本 gururi …… Ｂ3
スギヤマアートルーム …… C3
Gallery okarinaB …… B3
kitchen haco …… C3
根津交流館 …… C3
根津の長屋ギャラリー 吹きガラスドロップ … C3
ビュルオンシエル …… C3
タナカホンヤ …… C4

INDEX

〈凡例〉

会場名五十音順 索引

同じ会場の企画は、開催日が
早い順に並んでいます。

マップ番号

水色…期間が長め
（概ね5日間以上あり）

※連絡先は芸工展サイトにてリンク
ページも作成しておりますので、
最後のページの二次元コードもご
利用ください。

00｜会場名（会場住所）

ピンク…特定の日に開催
（要予約の場合あり）

地図上で会場に
振ってある数字です
お問い合わせ用
連絡先です

〈A3〉

企画名

／企画主催者

♥展 示やイベントの概要が書いてあるので、気になる企画
を探してみてください！

¦10/1（土）〜30（日）🕙11：00-18：00

［月休／10
（月祝）
は営業、翌11
（火）
休］

📞… 電話番号 📧…E メールアドレス 🌐… ホームページ URL
■…Instagram ■…Twitter ■…facebook

緑…間をあけて複数回開催

（企画 No: 整理番号）

エリア

地図の枠にあるアルファベット
と数字の交差した範囲が会場
の位置の目安です
［ ］
の中は休業日等、
開催日時について注意
が必要な点です

26｜ギャラリー TEN（台東区谷中2-4-2）前ページの続き〈B3〉

34｜仕事空間そう

子どもアートワークショップ
／子ども劇場荒川・台東・文京 文京ブロック

はんこやまなちゃん

♥ダ ンボールに等身大の人を描き、路上に飾る？／路上で
大きな絵を描く？などなど。みんなでアートワークショッ
プの時間を共にしましょう。
1回目 12:30〜／2回目 15:00〜（各回要申込み）
申込先：tanuki.bunbukutei@gmail.com 参加費1人500円
（定員各回4組まで）

企画固有の番号です

¦10/29（土）🕙12：30-14：00／15：00-16：30

41｜アマダム（文京区千駄木3-49-1-102 ）

あ行
32｜相澤べっ甲製作所（台東区谷中5-3-3）

〈B2〉

４人の手作りクラフトワーク展＋江戸小玩具展示
／相澤べっ甲製作所 相澤幹男

♥４人のクラフトワーク展 べっ甲 相澤幹男、ガラス 高取
崇子、バック 大道成治、シルバー 水越響 新作展示販売
いたします。また、東上野の須山商店より分けていただい
た江戸小玩具を展示いたします。昭和のミニチュアの世
界を楽しんでください。

¦10/1（土）〜16（日）🕙11：00-17：00［水・木休］

（企画 No:15）

📞03-3821-0020

特選☆手づくりクラフトワーク
／ AMADAMU（アマダム  ）
♥
「相澤べっ甲製作所」さんのアクセサリーとの初コラボ！
「アマダム」の創作クラフトワーク（ジュエリー、シルクス
トール、陶器、ガラス器、etc.）
を展示します。

¦10/1（土）〜16（日）🕙11：00-19：00［水・木休］
■ @mizukoshi_kyo ■ @Mizukoshi_Kyo

（企画 No:16）

50｜藍染大通り（文京区根津2-34-23）
令和四年度 銭湯山車巡行

〈C3〉

／ BKY+ 銭湯山車巡行部

♥今はなき銭湯を弔い、今を生きる銭湯を寿ぐ、銭湯のため
の祭りを。東京の銭湯で使われていた物品を再構成した
山車で東京の街を巡行します。

¦①10/9（日）白山—根津へ巡行 ②10/15（土）、16（日）
藍染大通り（あいそめ市）にて展示

■ @sento_dashi ■ @sento_dashi ■ @sento.dashi （企画 No:69）

おわら風の舞 in 芸工展
（藍染通り、谷根千）
／越中おわらワークショップ実行委員会（鈴木、稲葉）
♥藍染通りのみなさんのお力を借りて歩行者天国の中で「越
中風の盆」の名で有名なおわら節を路上で三味線 × 盆踊り
で披露します。地域の子供にも楽しめるワークショップ
を心がけます。※午前・午後の2回開催します。

¦10/23（日）🕙 ①11：00-12：00／②16：15-17：15

（企画 No:59）

29｜ AOYAMA COFFEE（台東区谷中2-5-10）
伝心伝承
おう！

〈B3〉

コーノ式ドリッパーの真髄を谷中で味わ
／ AOYAMA COFFEE

♥もうすぐ100周年を迎える珈琲サイフォン株式会社のコー
ノ式ドリッパーの真髄を引き継いで、1杯1杯丁寧に淹れ
たコーヒーをお楽しみ頂けます！
自家焙煎珈琲豆も購入できますよ♪

¦ 10/1（土）〜31（月）🕙10:00-18:00［水休］
16｜アトリエお針ばこ（台東区谷中6-1-21）
リメイクは地球を救う

〈A3〉

／アトリエお針ばこ

♥捨てられてしまう服や着物を素敵にリメイク！和服から
洋服へ、小物にしたりと生まれ変わったモノたちを展示
販売いたします。

¦10/1（土）〜31（月）🕙10：00-18：00［水休］

（企画 No:37）

37｜ Atelier-Cool ！（文京区千駄木2-33-10-103） 〈B2〉
スワロフスキー デコ体験！
／ Atelier-Cool ！（アトリエクール）
♥3センチ程度のイニシャルシートを作ります。事前の準備
がありますので3日前までにご予約下さい。／1回のレッ
スンに3名まで入室可能／参加費3,000円（税込み）スワロ
フスキークリスタルストーン付き

¦
10/1（土）〜31
（月）🕙10：00-18：00 ※所要時間はレ
クチャー込み30分〜1時間（個人差あり）

［完全予約制（予約は10月28日まで）／不定休］

■ @atelier_cool

¦10/1（土）〜30（日）🕙11：00-19：00［月・火・水 定休］
📞03-3823-3295 📧 🌐ensen-ado.com/amadamu/
■ @mizukoshi_kyo ■ @Mizukoshi_Kyo

（企画 No:16）

19｜池之端画廊（台東区池之端4-23-17 ジュビレ池之端）
〈B4〉
2022年 日本・イタリア版画交流展

¦
9/28（水）〜10/9
（日）🕙11：30-18：00

／池之端画廊

［初日13：00- ／最終日16：00まで／月・火休］

里見勝蔵を巡る三人の画家たち

¦
10/12（水）〜30
（日）🕙11：30-18：00

／池之端画廊

♥入場無料（どなたにも沢山の作品を展示、発表できる出会
いの場 一人でも多くの美術・芸術を愛する人を迎える画
廊です）
🌐ikenohata-art.com ■ @ikenohata-art

（企画 No:44）

（企画 No:14）

18｜市田邸（台東区上野桜木1-6-2）

〈B4〉

市田邸ハンドメイド展 ／今年は7人で
市田邸ハンドメイド展の仲間達  代表小西隆子

♥個人の作家の作品を展示販売します。バック、アクセサリー
草木染の糸ニット、ストールセーターなど。
📧rpsstbetzh@i.softbank.jp

（企画 No:73）

48｜往来堂書店（文京区千駄木2-47-11）
な行から始まる妖怪展

〈C2〉
／のん坊

♥な行の妖怪を今回は発表します。是非、来てください。

¦10/1（土）〜28（土）🕙 往来堂書店の営業日時に準ずる
📧non.like.stitch@gmail.com

（企画 No:1）

30｜ギャラリー・マルヒ（文京区根津2-33-1）

〈A2〉

まちけん＆花水樹＆ TSK かみしばいキャラバン隊コ
ラボイベント
／谷根千まちばの健康プロジェクト（まちけん）
＆お薬処花水樹＆ TSK かみしばいキャラバン隊
♥チャリティバザー、古本市、占い師こはくの易占い、マッ
サージ、青空落語、紙芝居など
（予定）

¦10/15（土）、16（日）、22（土）、23（日）
［雨天中止］
📧t.3284.mitsuhashi@gmail.com

🌐ynsmachiken.net/

35｜かなかな 1Ｆ 2F（台東区谷中3-2-9）

（企画 No:23）

〈B2〉

かなかな30周年記念〜そしてこれからも ／かなかな

♥30周年を記念して、馴染みの作家とメーカーさんが一堂
に会してバラエティー豊かなお洋服の展示会を催します。

¦
10/26（水）〜30
（日）🕙13：00-19：00

地域に根ざす、せんべい屋さん

📞 📧kanakana@east.cts.ne.jp

14｜カフェ ユエ（台東区谷中6-3-12）

（企画 No:68）

〈A3〉

〜カフェで小唄・三味線・日本舞踊〜
／菊乃家

♥カフェで気軽に小唄・三味線ライブを楽しみます。春日と
よ喜裕美と門弟によって結成された邦楽集団「菊乃家」今
回は、小唄と三味線、小唄振り（舞踊）をお楽しみいただき
ます。

¦10/15（土）🕙16：00開場／16：30開演
📧mail.kiyuumi@gmail.com 🌐kiyuumi.com

〈C3〉

その楽しみ方と提案
／ haco

♥あられと煎餅の楽しむ方法を提案し、根津にあるカフェで
穏やかなひと時をご提供いたします。食の活動や繋がり
を通して、生活の選択肢が波紋のように広がって行き、生
き生きした人生の舞台として “kitchen haco” を ご活用
いただければとても嬉しいです。

（企画 No:29）

♥大正時代の建物を陶で造られたテディーベアたち占拠する！

¦10/1（土）〜16（日）🕙12：00-18：00［3、11日 は休廊］
📞03-5832-9911 🌐konoike.org/maruhi/

（企画 No:36）

8｜旧平櫛田中邸アトリエ（台東区上野桜木2-20-3）〈A3〉
でんちゅう Days_Live Arts and Archives
／ NPO たいとう歴史都市研究会＋谷中のおかって

♥旧 平櫛田中邸と谷中・上野桜木、台東区界隈で、創造と交
流の場をつくるとりくみの紹介

〈A3〉

谷中とイタリアと青森の職人展

／ coccia

♥谷中とイタリアと青森で活躍する職人の作品を展示販売
いたします。長年培ってきた職人の手仕事が光る作品は、
国を超えて人々を感動させる力があります。異なる土地
で作られたものの、その地の歴史や伝統、温もりや匂いを、
ぜひ感じてください。

¦10/1（土）〜30（日）🕙10:30-17:00
［月・火定休 ※祝日の場合営業］

■ @coccia_yanaka ■ @cocciayanaka

（企画 No:6）

33｜コムソー小屋（台東区谷中3-1-17）

〈B2〉

イルカ ユハ二 タカロ エスコラ・青島三郎展
／青島慶子

♥ヴェネチアビエンナーレにフィンランド代表として出品
してきたイルカ ユハ二 タカロ エスコラと、フィンランド
のオウル公立美術館主催による北欧巡回展を開催してき
た青島三郎の、数点による二人展。

¦
10/6（木）〜16
（日）🕙10：30-17：00

📞090-6300-3356 📧haco.yanaka@gmail.com

さ行

シン・修復のお仕事展

51｜雑貨と本 gururi（台東区谷中2-5-14）

🌐haco-nezu.com ■ @haco_nezu

（企画 No:53）

15｜ギャラリー大久保／瑜伽庵（ゆかあん）
（台東区谷中6-2-40）

〈A3〉

安土桃山と江戸初期の茶碗としつらい
／ギャラリー大久保／瑜伽庵

♥大 正２年からの骨董店が運営する喫茶「立礼茶室＝瑜伽
庵（ゆかあん）
」＊１０月は毎年「芸工展」の為に茶碗とし
つらえを「気張り」ます。

¦
10/1
（土）
〜31
（月）🕙11：00-18：00［月・火定休

※10/10
（月祝）
営業。10/2
（日）
・11
（火）
・12（水）休業］
（企画 No:7）

📞03-5834-2119 📧info@gallery-okubo.tokyo

53｜ Gallery okarinaB（文京区根津2-16-10）

〈B3〉

「成長する絵画」

展2022
／ atelier le matin、成長する絵画クラス家族の会

♥脳性まひの3人の最新作を展示します。
「成長する絵画」は
完成がないことを意味し、“ 今このとき ” の作者自身が、ダ
イレクトに色彩・タッチとなって、キャンバス上に重層さ
れていくことで生まれた作品です。会場では、実際に描い
ていただくことができます。

ぎゃらりー Knulp ねこ写真 Smile 展／あおち おさむ

♥ねこ写真家・星野俊光氏企画の写真展（池袋で開催）と同時
期に多数開催されるコラボ企画のねこ写真展です。／写
真展のテーマは「笑」。／猫の面白いポーズや行動や表情、
お客様が一目見て笑顔になる写真展です。

¦
10/8
（土）
〜16
（日）🕙11：00-19：00

（企画 No:13）

第124回公募展 / 何気ない日常 vol.3
／ぎゃらりー Knulp

♥ぎ ゃらりー Knulp 第124回目の公募展、何気ない日常を
テーマにした作品展になります。

¦
10/22
（土）
〜30
（日）🕙11：00-19：00［最終日17：00
まで］

knulp ■ @Gallery_Knulp ■ Gknulp

（企画 No:13）

26｜ギャラリー TEN（台東区谷中2-4-2）

〈B3〉

PHASE 番外編8「えんぴつ いっぽんの宇宙」
／チーム phase

♥今回のテーマ /「えんぴつ いっぽんの宇宙」/ ５B 鉛筆1本
をきっかけに出品者それぞれの宇宙感の多様な作品群が
展開されます。

¦
10/4
（火）
〜10
（月祝）🕙11：00-19：00

（企画 No:3）

26｜花・月・茫 「空（くう）の世界」
／安藤理俊とチーム梟・雀
♥今年もやります！生け花 × 絵画
する「空
（くう）
の世界」です。

移ろう時間の中で展開

¦10/12（水）、13（木）🕙11：00-19：00
📞080-8727-5173
（仕事空間そう）

／あくさいず

♥芸 工展30回目を記念して、
「修復のお仕事展」の1回限り
での復活です。文化財の保存修復に携わる技術者たちに
よる10年に及んだ企画から生まれた、新たな方向性をプ
レゼンします。／メンバーだった故・原祐一さんの回顧展
も同時開催します。

¦10/9（日）〜16（日）🕙11：00-17：00
📧info@denseisya.com

（企画 No:26）

12｜工房 徳元 藍と絹のギャラリー

〈A3〉

（台東区谷中6-4-6-1F）

身に纏
（まと）
うものたち―天然染料と自然素材
／工房 徳元

♥藍や草木の天然染料、綿や麻、絹などの自然繊維―日本に
伝わる自然染織や工芸生地を日本の職人さんの手仕事で
一点ずつ身体にやさしい服を作り続けています。どうぞ
この機会にご覧ください。

¦10/1（土）〜30（日）🕙11：00-18：00［月・火休］

🌐tokugen.co.jp/ ■ @tokugencraftstudio ■ @tokugen.aitokinu

5｜工房ムジカ（荒川区西日暮里3-14-13）

〈A2〉

「はじまりの衝動」展
／原田理沙、もんたな、工房ムジカ葛原りょう

♥虐待で進路を一度は断念させられた人も、これまで全然
やったことがなかった人も、いつからだってアートを始
めることができる、という思いを込めました。対人援助の
あり方への問題提起も含みます。

¦10/2（日）、9（日）🕙16：00〜18：00
■ @montana2341

（企画 No:27）

 日は1日お祭りナイト！
今
10月ハロウィン盆踊り × たこ焼きパーティー！
／工房ムジカ、盆踊り DJ 鈴木、上野ハレノヒ計画

♥工 房ムジカのイベントスペースを使い、盆踊り曲をかけ
踊りながら、お祭りや地域全体の盛り上げについて語り
合うイベントです。たこ焼きパーティのようなアットホー
ムさやプチ縁日のようなメニューの工夫があるかも？

¦10/23（日）🕙19：00-21：00
■ @koubomusica

24｜ COUZT CAFE（台東区谷中2-1-11）

（企画 No:43）

📞080-6581-8520

（企画 No:57）

〈B3〉

SHANTI RIOT jewellery Exhibition 2022 ／ RIO
♥1年のうち半分をインドとネパールに住み製作する RIO
さんの原石ジュエリーを展示・販売いたします。

¦9/30（金）〜10/18（火）🕙12：00-20：00（月・火・金）
［土・日・祝18：00まで／水木定休］

（企画 No:20）

人形作品展「あなたとわたし」

〈B3〉

／はなみねゆい

♥あ なたがいるからわたしがある。小さな人形たちはそれ
ぞれ大切なものを胸に抱いています。

¦10/6（木）〜10/30（日）

（企画 No:54）

📞03-3828-3751 🌐mimizuku-kobo.com/

Future ★ STAR

／ Future ★ STAR

♥ Future ★ STAR はマンダラ・アートのカードを使ったセ
ラピーを行います。

¦10/9（日）🕙12：00-18：00

（企画 No:54）

／ネイルサロン RICO

♥ネ イルサロン RICO はその場でジェルネイルのリクエス
トにお答えします。

¦10/2（日）、9（日）、23（日）🕙12：00-18：00

（企画 No:54）

📞03-3828-3751🌐mimizuku-kobo.com/

22｜自宅前（台東区池之端4-25-8）
竹の笛づくりワークショップ！
！
！

〈B3〉
／かわむらわたる

♥尺八をつくるワークショップをします。参加費５千円。ひと
つ２〜３時間かかります。完成したら、一緒に吹きましょう。

¦
🕙 芸工展会期中に開催。日時は要相談
（予約時のお電話

賞（台東区谷中1-3-3）

手ぬぐいいろいろ

〈B3〉

／下町てぬぐい処

（企画 No:74）

25｜澤の屋旅館（台東区谷中2-3-11）

〈B3〉

ぬいぐるみさん、ドールさんにやさしいお宿
／澤の屋旅館

♥澤の屋旅館ではぬいぐるみさんやドールさんと過ごす時
間を楽しんでいただきたいと考え、小さなお布団や顔出
しパネルをご用意いたしております。今回はこのお布団
や顔出しパネルの展示をいたします。ぜひあなたのぬい
ぐるみさんやドールさんもご体験ください！

¦10/1（土）〜16（日）🕙13：00-18：00

¦
10/1（土）
〜30
（日）🕙10：30-17：30
31（月）
定休日］

（企画 No:30）

📞03-5834-2830 🌐tenugui.mederu.com

20｜時夢草庵（台東区谷中4-1-16 ）

〈B3〉

INSIGNIFICANT, small paintings of little alleys,
墨色の世界。谷中の小さな路地。 ／ Jim Hathaway
♥ New paintings of Yanaka small alleys, ink and color
墨と色彩の新作。谷中の小さな路地。

¦10/1（土）〜16（日）🕙11：00-17：00［火・水・木 定休］

（企画 No:8）

🌐jimhathawayink.com

📞03-3822-2251 📧ryokan@sawanoya.com

13｜書と草花のアトリエ（台東区谷中6-3-10）

🌐sawanoya.com/nihonngho.html ■ @sawanoyaryokan

秋の草花と書の音

■ @ryokan_sawanoya ■ @R.Sawanoya

（企画 No:41）

9｜ share shop カタテマ

（台東区上野桜木2-15-6 上野桜木あたり 3号棟2F）

〈A3〉

「あなたのカタテマ教えてください」&「A cup of
coffee blooms.」
／ share shop カタテマ

♥あなたが普段、カタテマでしていることを教えてください！
ここの店主5人はそれぞれカタテマに色々してます。床の
間展示に、その場で書いていただいて張り出し形式◎です
ので、お気軽にご参加ください〜

¦
10/1（土）〜31
（月）🕙11：00-17：00頃（木〜日・祝営業）
［月〜水は気まぐれ営業］

■ @katatema.yanaka

（企画 No:19）

34｜仕事空間そう（文京区千駄木3-33-7-104）
香笛神社

／坂部恵子

〈B2〉
平沢明美

♥小さなお店を CAFE& 神社にします！ YKK ブラジル農場
の珈琲と甘いお菓子でちょっと一服。お店にはクラフト
雑貨やワークショップも。楽しい時間をご一緒しましょ
う！

¦10/1（土）、２（日）、8（土）、10（月祝）、15（土）、16（日）、
22（土）、23（日）、29
（土）、30（日） 🕙12：00- 日没

■ @toripicho

（企画 No:49）

はっさい2022秋 〜そうのワークショップ
30分1本勝負！〜
／みみずく工房

♥はっさいとは、路面の赤テントにミニワークショップや展
示を詰め込んだ弁当箱。そうのワークショップは概ね30
分で完成できるちょっとした工作を各種ご用意。

¦10/1（土）〜31（月）
（随時受付）🕙 12：00-18：00

（※仕事空間そうの営業時間は11:00-19:00）
［木休］

📞03-3828-3751 🌐mimizuku-kobo.com/

チョアのたまご

（企画 No:54）

／チョアのたまご

♥チョアのたまごはホンモノのうずらの卵の殻を使ったク
ラフト作品の出展です。
📞03-3828-3751 🌐mimizuku-kobo.com/

賞

♥日常使いでも贈り物でもとても便利な手ぬぐい。季節、動
物、縁起物や古典柄など様々な柄、種類の手ぬぐいを見る
ことが出来ます。老舗手ぬぐい問屋の手ぬぐいの期間限
定販売もいたします。

〈A3〉

／書と草花のアトリエ

♥草花屋と書家のアトリエから、秋の音が聴こえてくるよう
な景色をコラボレーションでお届けします。それぞれの日々
の手作業を重ね合わせた響きの空間をお楽しみください。

¦10/28（金）〜30（日）🕙11：00-18：00

（企画 No:58）

📧enshinsyokai@gmail.com

52｜スギヤマアートルーム（文京区根津2-25-1） 〈C3〉
下町風景の細密ペン画

／杉山浩一

♥モノクロの世界が好きな方、芸術に感心のある方、必見で
す。

¦
10/1（土）
〜30
（日）🕙11：00-18：00
［休：各月曜、22、
23］

📞03-3823-3366 📧sugikoubaby@yahoo.co.jp
🌐pen8.jp ■ @sugihati ■ @koichi sugiyama

（企画 No:2）

た行

¦10/8（土）〜9（日）🕙10：30-17：00

📞090-9648-4575 📧tanuki.bunbukutei@gmail.com
（企画 No:61）

私のガラクタ美術館 その2

〈C4〉

ホームムービーの日 in タナカホンヤ2022
／根津映画倶楽部

♥見た事ある人が少なくなってきた８mm フィルムを、タナ
カホンヤさんの白い壁に映写機で写します。チェックし
て ok なら持ち込み8mm も上映出来るかも。基本立ち見
ですが、本を選びながら映写機のカタカタいう音と、少し
懐かしい映像を楽しんで下さい。

¦10/15（土）🕙 夕方

📧hmdtyo@yahoo.co.jp ■ @nezueigaclub

（企画 No:25）

42｜狸坂文福亭（文京区千駄木3-15-6）
村山莉里子写真展

♥村山莉里子の撮影による作品の展示

／岩部 幸

♥
「私のガラクタ美術館」免疫学者であり、文筆家であった
多田富雄が世界中を旅して集めた美術品を展示。
今回は絵画や羊皮紙のグレゴリオ聖歌の楽譜やイコン
（板
絵の聖画像）
、多田富雄の免疫学のテーマ「自己と非自己」
（永井俊作 画）
の展示をします。

¦10/15（土）、16（日）🕙10：30-16：30

（企画 No:33）

和胡弓を弾いてみよう！
（要予約）
／狸坂文福亭 稲葉洋子

♥数少ないプロの和胡弓の演奏者・講師である舘谷美里さん
による和胡弓のワークショップ

¦10/23（日）🕙10：30-17：00

📞090-9648-4575 📧tanuki.bunbukutei@gmail.com
（企画 No:63）

藍染め大通りに会場変更しました

6｜旅するミシン店（台東区谷中7-18-7）

〈A2〉

ウクライナとミャンマー
（民主化運動）
支援グッズ展
／旅するミシン店

♥民主主義の崖っぷちで戦っているウクライナとミャンマー
の民主勢力を応援するため、彼の地をイメージしたどう
ぶつ・植物をモチーフとした寄付金付きブックカバーなど
を展示販売します。

¦
10/1
（土）
〜30
（日）🕙 原則土日祝11：00-17：00

［平日営業日は不定期、Twitter でお知らせします］

🌐tabisurumishinten.com/ ■ @tabisurumishin

（企画 No:67）

3｜東京キッチュ（台東区谷中3-18-7）

〈A1〉

アップサイクル展 vol.3「米袋バッグ段ボールメモな
どの作品販売」
／東京キッチュ
♥リメイク・アップサイクルに関心がある人におすすめ

¦10/1（土）〜31（月）🕙11：00-18：00［月・火・水 休み］
（企画 No:4）

🌐tokyokitsch.com

14｜東北基地エール（台東区谷中6-3-12）
「会津本郷焼」展

〈A3〉

／東北基地エール

♥当 店で普段から販売している、東北最古の会津本郷焼を
芸工展に合わせて沢山ご用意展示しております。是非お
手に取ってみていただき、伝統と歴史を感じてください。

¦
10/1
（土）
〜30
（日）🕙11：00-18：00

📞03
（6336）
1703 📧shop@urbanfarm.co.jp ■ @yell6312 ■
@TohokuBaseYell ■ @TohokuBaseYell

（企画 No:48）

14｜東北基地エール /coccia/ 工房 徳元 藍と絹の
ギャラリー（台東区谷中6-3-12/ 谷中6-4-6） 〈A3〉
手話 no スタンプラリー ／オフィス天の尺
（坂部明浩）
♥ス タンプ無しでも店を繋ぐ ? 各店設置の QR コードから
手話を動画で覚える→三店分の手話を繋げば、一文の出
来上がり→その場でご披露頂くと記念バッチ贈呈（14 東
北基地エール店で配布）。三店は HP で公開。店を巡って
手話体験。協力大杉豊先生

〈B1〉
／村山莉里子

¦9/30（金）〜10/2（日）🕙10：30-17：00
📞090-9648-4575 📧tanuki.bunbukutei@gmail.com
（企画 No:62）

（土）
、23
（日）
、29
（土）
、30
（日）🕙12：00-17：00頃まで

📧amanojaku634@gmail.com
🌐sites.google.com/site/amanojaku634/

（企画 No:50）

49｜ねはち制作室（文京区千駄木2-7-5 常北マンション101）
〈C2〉
／北住拓也・出口絵衣子

♥年に一度のオープンアトリエ／鉢植えワークショップ
（土）
と鉢づくりワークショップ
（日）
（月祝）

¦10/8（土）、9（日）、10（月祝）🕙12：00-17：00

📞090-9881-0778 📧eiko.deguchi@gmail.com （企画 No:21）

55｜ 根津交流館（文京区根津1-14-3）
やさしいヨガ

〈C3〉

／ sivapriya yoga

♥呼吸から丁寧に！始めの方でも安心なやさしいヨガレッ
スンを体験することができます。水土日も開催しています。
時間、場所は HP をご覧ください。

¦10/16（日）🕙10:30-11:30

🌐sivapriya-yoga.jimdofree.com/

♥吹きガラスドロップの作る愉快な吹きガラスワールドを
お楽しみ下さい。今年のマイブームは光るシリーズです！

¦
10/1
（土）
、2
（日）、8
（土）
、10
（月祝）
、15
（土）
、22
（土）
、
23
（日）
、30
（日）🕙10：00- 日没頃

（企画 No:17）

📧micaorange1@gmail.com

は行
31｜ HAGISO 2F レセプション（台東区谷中3-10-25）
〈A2〉
tabiji

／新本 友

♥ tabiji 〜旅路〜世界を周り 出会った人々 景色 空気
感じた感情と共に 写真を展示します （在廊日未定）
🕙15：00-20：00［※宿泊チェックイン優先のため、展示を
ご覧頂けない場合がございます。
］

📧yn.terra.co.ya@gmail.com ■ @yn.terra.co.ya （企画 No:56）

17｜ haco-art brewing gallery-（台東区谷中6-1-27）
〈A3〉
地域に根ざす、せんべい屋さん

／ haco

♥大正3年谷中の地で開業した、あられ・煎餅屋さん。すべて
国産米の材料を使用し自家で備長炭を使って丹念に手焼
きした製品を販売している。そんな地域に根ざした煎餅
屋さんの製法や使用する道具を紹介しながら、普段は見
れない裏側、そして歴史やこだわりを紐解いていく。

¦10/18（火）〜23（日）🕙11:00-19:00

📞090-6300-3356 📧haco.yanaka@gmail.com
🌐haco-yanaka.com ■ @haco_yanaka  ■ @haco_yanaka
■ @yanakahacogallery

（企画 No:53）

57｜ビュルオンシエル

（文京区弥生2丁目12-3 カーサマジカル根津4階）

ガラスチャームづくり体験

〈C3〉

／ビュルオンシエル

♥お好きな色のガラス棒をバーナーで溶かして枠に流し込
みチャームを作っていただきます。

¦10/15（土）〜30（日）🕙10：00-18：00
■ @bulles_en_ciel

36｜美容室クラシカル

（文京区千駄木3-36-11 ブラネットアイ1F）

（企画 No:22）

〈B2〉

（企画 No:46）

♥「絵のタッチ、発想や感覚も全く異なるふたり。だけど、そ
れぞれいつも楽しみながらイラストを描くふたり。力まず
自然体で自分に素直。そんな、それぞれのゆったりをお楽し
みください」
（作家より）

¦10/14（金）〜19（水）🕙12：00-19：00
［最終日15：00まで］

🌐flewgallery.jp/exhibition/kuriyamarie_takadamaya2022/
■ @flewgallery

（企画 No:11）

38｜本郷図書館（文京区千駄木3-2-6）
まちの小さな美術展

♥文京区立本郷図書館にて当会参加アーティストによる展
示を行います。アートに興味ある人が図書館を訪れ、図書
館利用者が展示アートに興味を持つ。新しい本との出会
い、新しいアートとの出会い。図書館でのアート展示を通
じた様々な交流の場を創出します。

¦9/27（火）〜10/24（月）🕙〔平・土〕9：00-21：00／〔日・
祝〕
9：00-19：00

［第4月 休館］ ※本郷図書館の営業日時に準ずる

森鷗外没後100年・開館10周年 コレクション展「鷗外
の東京の住まい」
／文京区立森鷗外記念館

♥10歳で上京した鷗外と森家の東京における住まいを辿る
とともに、鷗外が後半生を暮らした自邸・観潮楼（現・当館）
の現在までの変遷を紹介します。

¦10/1（土）〜16（日）🕙10：00-18：00（入館17：30まで）
※期間中は休館日なし

（企画 No:52）

🌐moriogai-kinenkan.jp/

ま行
21｜丸井金猊ラボ∞谷中Ｍ類栖 /1f
金猊∞ミューズ

／丸井金猊ラボ∞谷中Ｍ類栖

♥詩と造形美術と音楽との有機的な完全な結合と昇華によ
る特殊新型式「第四藝術」の創成を夢想していた丸井金猊。
その金猊が描いた女性像を、ギリシャ神話に登場する詩・
劇・音楽・学芸の女神ミューズ（Muse）に見立て軽やか華
やか艶やかに展示します。

¦10/1（土）〜3（月）、21（金）〜23日（日）🕙13:00-17:00
［22、23日は13:00-16:00］
←ヤクルト日本シリーズ出場の場合

🌐kingei.org ■ @kingeimarui ■ @kingeimarui ■ @kingeimarui

（企画 No:35）

10｜谷中茶室 汲（台東区谷中6-4-5）

27｜ひるねこ BOOKS（台東区谷中2-5-22-101） 〈B3〉
ぬまのうまき 絵本出版記念個展 ／ひるねこ BOOKS

♥絵本作家・ぬまのうまきさんの個展です。
「ひるねこ BOOKS レーベル」最新刊となる絵本の原画を
展示する他、描き下ろしの作品や絵本、
「手紙」をテーマに
したオリジナルグッズを販売します。

¦
10/15
（土）
〜31
（月）🕙12：00-20：00

（文京区千駄木1-22-29 白石ビル1F）

（企画 No:12）

〈C2〉

♥日本画・水彩画。
「自分自身を見失わないために。過ぎゆく
情景をどうにか繋ぎ止めて作品に残したいと思う日々です」
（作家より）

¦
9/30
（金）
〜10/5
（水）🕙12：00-19：00
［最終日15：00まで］

（企画 No:9）

田中映理個展「まいにちのこと」／フリュウ・ギャラリー

♥イ ラストレーション。
「＜まいにち＞をテーマに、動物た
ちの日常の一コマを切り取ってイラストにしました。動
物たちのお喋りが聞こえてくるような展示になれば嬉し
いです！」
（作家より）

¦
10/7
（金）
〜12
（水）🕙12：00-19：00

Rolito Exhibition

（企画 No:10）

（企画 No:32）

／谷中茶室

汲

♥フランス人イラストレーター・デザイナー Rolito の新作
エキシビションです。コミカルないたずら妖精？ いや、
あなたのおうちでかくれんぼしてる妖怪のようなかわい
いキャラクター作品を展示します。日本での個展は14年
ぶりです。

¦10/22（土）〜30（日）🕙12：00-18：00

［日は17:00まで／月・火休
（祝日は営業）
］

■ @yanakachashitsu_kum

「5th」

5年目のトートバッグ

（企画 No:32）

〈B2〉
／谷中トート

♥グ ラフィックデザイン事務所が、グラフィックを売るた
めに考案した袋（トートバッグ）
。デザイン・断裁・縫製・印
刷の全てを自社で行い、販売しています。10月10日「トー
トの日」に5周年を迎え、記念に「5th」5年目のトートバッ
グを開催します。

¦ 不定休（Instagram、Twitter で随時お知らせしています）
📞03-5834-7567 📧shop@bowhaus.co.jp

［最終日15：00まで］

■ @flewgallery

¦10/1（土）〜10（月・祝）🕙12：00-18：00

39｜谷中トート（台東区谷中2-14-4）

🌐flewgallery.jp/exhibition/zama_ayano2022/
■ @flewgallery

♥日 本各地の素晴らしい技術や伝統を継承する「日本製プ
ロダクト」を発信するオンラインストア “afugi” ( オウギ )
の人気アイテム「倉敷帆布トートバッグ」を展示販売しま
す。創業130年の受け継がれた歴史が物語る職人技術を
ご堪能ください。

■ @yanakachashitsu_kum

🌐hirunekobooks.com/ ■ @hirunekobooks

47｜フリュウ・ギャラリー

〈A3〉

afugi presents 倉敷帆布トートバッグ 展示販売
／谷中茶室 汲

［日は17:00まで／月・火休
（祝日は営業）
］

［土・日12：00-18：30／火休］

■ @hirunekobooks ■ @hirunekobooks

〈B3〉

（台東区谷中1-6-3）

¦10/1（土）〜23（日）
［火休］🕙

（企画 No:31）

（企画 No:5）

📧geiikukai@gmail.com 🌐geiikukai.com

46｜文京区立森鷗外記念館（文京区千駄木1-23-4）〈B2〉

や行

■ @yuuji.kojima.52

〈B2〉

／藝を育むまち同好会

コジマユウジ展 ／コジマユウジ
（美容室クラシカル）

🌐flewgallery.jp/exhibition/tanaka_eri2022/

📞080-2040-7130 📧hana.yogini@gmail.com
（企画 No:54）

吹きガラスドロップ 今日は開いてます！
／吹きガラスドロップ

座間絢乃個展「レゾンデートル」／フリュウ・ギャラリー

な行
a little garden  植物と器

56｜根津の長屋ギャラリー 吹きガラスドロップ
（文京区根津1-18-3）
〈C3〉

♥絵の展示  ・マスキングテープ画制作

［月休／10
（月祝）
は営業、翌11
（火）
休］

〈C2〉

（文京区千駄木1-22-29 白石ビル1F） 続き

栗山リエ・高田昌耶２人展「ゆったり二人」
／フリュウ・ギャラリー

¦
10/3
（月）
、7
（金）
、10
（月）
、21
（金）
、24
（月）
、28
（金）

¦
10/1
（土）
、２
（日）
、8
（土）
、9
（日）
、15
（土）
、16
（日）
、22

58｜タナカホンヤ（台東区池之端2-7-7）

47｜フリュウ・ギャラリー

♥絵画・写真の展示 消しゴムはんこ・ガラスペンなどの手
づくりガラス品展示販売

（企画 No:66）

📞03-3821-0029

〈B1〉

ファミリー展覧会
（絵画・写真・消しゴムはんこ・ガラ
スペンなど）
／狸坂文福亭

📧tuner960@gmail.com

［10/3（月）
、4
（火）
、11
（火）
、17
（月）
、18
（火）
、24
（月）
、

［毎週火水定休、10/17( 月 ) もお休みです］

¦10/1（土）、10（月祝）🕙12：00-18：00
（企画 No:47）

23（日）、29
（土）
、30
（日）🕙12：00-18：00

23｜下町てぬぐい処

🌐gururi-yanaka.com

［最終日のみ16：00まで］

🌐http://couzt.com/ ■ @couzt

［最終日〜17：00まで］

🌐http://galleryten.org

（企画 No:71）

（企画 No:45）

（企画 No:28）

40｜ぎゃらりー Knulp（文京区千駄木 3-43-10-2階）
〈B1〉

［最終日17：00まで］

③10/16
（日）11：00-16：00

¦10/1（土）、2（日）、8（土）、10（月祝）、15（土）、22（土）、

42｜狸坂文福亭（文京区千駄木3-15-6） 続き

で日程調整しましょう）

［月・火・水休  ※10/10
（月祝）も休みです］

📧dencyu@taireki.com ■ @HirakushiDenchuHouseandStudio

11：00-17：00

♥はんこやまなちゃんはオーダーはんこと可愛い豆絵の出
展です。

ネイルサロン RICO

🌐https://www.coccia-shop.com/ ■ @coccia_yanaka

¦🕙 ①10/8（土）15：00-17：00 ②10/9（日）〜15（土）

［土・日8:00-18:00］

／はんこやまなちゃん

📞03-3828-3751 🌐mimizuku-kobo.com/

¦
10/18
（火）
〜23
（日）🕙 火 - 金 8:00-13:00

📧info@gallery-knulp.biz 🌐gallery-knulp.biz ■ @gallery_

［最終日17：00まで］

菊乃家ライブ

54｜ kitchen haco（文京区根津2-19-6）

■ @seichousurukaiga

7｜貸はらっぱ音地（台東区谷中7-17-6）

〈B3〉

岡田守弘個展「DEAD BEAR ALLIVE !」
／ギャラリー・マルヒ

¦10/10（月祝）〜16（日）🕙12：00-18：00

か行

📞090-8439-7527

（企画 No:55）

📧aoyama2510@gmail.com

♥店内が密にならぬよう気をつけて「アマダム」の創作クラ
フトワーク
（ジュエリー、シルクストール、陶器、ガラス器、
etc.）を展示します。今回は「相澤べっ甲製作所」さんのア
クセサリーとの初コラボも有り！

¦10/29（土）〜30（日）🕙11：00-16：00

［※詳細は SNS・WEB をご覧ください］

📧yanaka.labo@gmail.com

〈B1〉

特選☆手づくりクラフトワーク
／ AMADAMU
（アマダム）

［初日13：00- ／最終日16：00まで／月・火休］

📞03-3823-3295 📧 🌐ensen-ado.com/amadamu/

📞090-9648-4575 📧kg.atb.bunkyo@gmail.com （企画 No:64）

11｜ coccia（台東区谷中6-4-6）

〈B2〉

続き

（企画 No:18）

