
ARTS  S EED  OK I TAMA  2017
概要／「文化の種をまく。育てる。ひきつぐ」
をコンセプトに、山形県置賜地方をメイン会
場とし、年一回開催予定。置賜地方は、福島
から秋田へ南北に R13 号線、宮城から新潟へ
東西に R113 号線が走っていることから、他県
との交流も活発に行えればと考えています。

ARTS SEED 期間／ 2017 年 7 月 15 日～ 31 日

ファンド／各会場の売上の一割を次年度の企
画のため積立にし、とくに県外の作家の招聘
にあてる予定です。

主催／ BeHereNow 企画
　　　 山形おきたま観光協議会

ARTS SEED OKITAMAについてのお問合せ
　☎ 080-1829-1548（菊地）
やまがた花回廊についてのお問合せ
　☎0238-26-6046（山形おきたま観光協議会）
ホームページ／ a r t s s e e d . t um b l r . c om

会期中のスタンプラリーについて

やまおり

やまおり

ARTS SEED OKITAMAレビュー

　山形県は政令指定都市もない県でありながら、地域アートなどともいわれ
る大小のアートプロジェクトやコンテンポラリーアートの展覧会が多く行わ
れている。最も規模が大きいものでいえば 2014 年に開始した「山形ビエン
ナーレ」、10 年間と長く続いているものでは「ひじおりの灯」、などといっ
た多様なプロジェクトがある。これらのアートプロジェクトの中には、山形
市にある東北芸術工科大学が主催するものやその教員や出身者などが関わっ
ているものが多くあり、芸工大が県内でのアートの普及や展開に大いに貢献
しているのは誰もが認めるところである。

　しかし芸工大の立地や人脈などの都合もあってか、それらのアートプロ
ジェクトはどうしても山形市やその周辺に偏っている傾向がある。たとえば
置賜地方に目を向けると、芸工大関係のものはかなり少ない。

　そうした中、置賜地方のアートプロジェクトやコンテンポラリーアートの
展覧会に関わってきたのは必ずしも芸工大関係者ではなく、たとえば菊地純
やウメチギリらの地元アーティストのグループが挙げられる。菊地らのグ
ループのアーティストは、美術大学で美術教育を受けた者よりも独学や個人
的な師弟関係などで美術を学んだ者が多い。彼らは、米沢市や南陽市を中心
に地域に密着したネットワークを形成して、グループ展を多く開催してきた。

　前述のように県内のアートプロジェクトや展覧会が山形市周辺に偏在して
いる状況下で、菊地らのグループ展は置賜地方でアートに触れることのでき
る貴重な機会であったといえる。これには、置賜地方には貸館可能でそれな
りの面積のあるホワイトキューブの展覧会場がなかったという事情によると
ころもあろう。

　こうした状況の中、2012 年に置賜地方の若手アーティストを紹介するグ
ループ展「三月の画廊」が、置賜文化フォーラム主催で開催された。会場は
白鷹町文化交流センター AYu:M で、置賜地方に新たにできた、そして当時
は置賜地方で唯一の貸館可能なホワイトキューブのギャラリーであった。こ
の「三月の画廊」には私も学芸員として企画の初期段階から関わった。ここ
には、菊地らのグループと、置賜地方で活動する芸工大の出身者などが参加
することとなり、結果的に、それまでは同じ地域にいながらあまり交わるこ

とのなかったアーティストたちが一つの展覧会を作ることになった。ここで
の交流は「三月の画廊」が終わっても続き、多様なメンバーが「置賜のアー
ティスト」としてグループ展を行うようになった。こうした流れの中で生ま
れてきたのが、「ARTS SEED OKITAMA」である。

　「ARTS SEED OKITAMA」の特徴は、前述のようなバックグラウンドが様々
なアーティストのグループ展であるということと、置賜地方の様々な場が展
覧会場であることである。昨年になってよねざわ市民ギャラリーが開館した
ものの、前述したように置賜地方にはそれなりの面積を持つ展覧会場がほと
んどない。「ART SEED OKITAMA」ではむしろこうした状況を逆手に取って、
飲食店や小規模ギャラリーなどを個性的な展覧会場とし、それを巡ってもら
うことで置賜地方全体を大きな会場として成立させようとしている。

　私も昨年開催された「ARTS SEED OKITAMA 2016」を観覧した際には多く
の会場を巡ったが、県内に 10 年以上住んでいながらも初めて訪れるカフェ
なども多く、展示作品を楽しむと同時に新たに知る店舗や料理があった。カ
フェではアーティストの作品とコラボしたスイーツなども供されており、視
覚だけでなく多角的に楽しめる工夫があった。

　一般に一つの大きな展覧会場でグループ展を行うと、一体感が出ることや
アーティストの作風の比較がしやすいなどといったメリットがあるが、それ
ぞれが独自の空間を作りにくいというデメリットがある。対して「ARTS 
SEED OKITAMA」では、それぞれの会場で各アーティストが展示趣旨に合っ
た空間を構成できるのは大きなメリットだ。前述のコラボメニューなどもそ
うした演出の一つとも捉えられる。もちろん、それは各アーティストの会場
への理解度やオーナーとの関係性が反映された結果でもある。

　このように「ARTS SEED OKITAMA」では、アーティストや作品だけでなく、
その会場との関係性、ひいては会場がある地域にも意識が及ぶ展覧会といえ、
今後の展開が期待される。
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フラワーショップ

おきたま花回廊、花公園など

草木塔

●と● の展示、お店などではスタンプを集めることができます。各会場、
店舗の情報欄のワク内にスタンプを押してもらってください。

スタンプ 5個ごとに●の店舗で景品と引替えることができます。
景品と引き換えに、下記の引換欄にスタンプをもらってください。

※ 情報欄に●と● がある会場はスタンプを二つ集めることができます。
※ お店などによっては飲食、入場料などが必要な場合もありますので、ご
注意ください。

※ 景品の数には限りがございますので、品切れの場合はご了承ください。

スタンプ 5個
タドリ特製　ポストカード

スタンプ 10 個
タドリ特製　缶バッチ

スタンプ 15 個
タドリ特製　缶バッチ

スタンプ 20 個
タドリ特製　缶バッチ

今年のスタンプラリーの
景品は、美脚うさぎでお
なじみのイラストレー
タータドリさんによる、
描きおろしグッズ！！

缶バッチは数種類の中か
ら、お選びいただけます。
レアな柄もありますので
お早めに！

引換欄

OK I TAMA

2017 年 7 月 15 日 ㊏ ‐ 31 日 ㊊

文化の種をまく。育てる。ひきつぐ

布施猫商店
Petite Plume

布施徹
Delta / Milk

Triple Rockets
ぷろぺら商店

UCHICO
形ヲ成ス

山田大輔×菊地純
TOMOE×MASAKO

渡邉渡
クサムラクモ
マコトトガセ

吉田真理
タドリ
鷹山堂

ウメチギリ
加藤あさ子
DECOZUKA

里山ソムリエ×菊地純
田村一×樽見浩
ウメチギリ×水野宗

遠藤桑珠
ますむらひろし

水野哲
放浪書房
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熊野大社祭
店舗前通行止

6 月 24 日から

7月 8日から
7月 14 日から

7月 12 日から

※ 期間中のみ営業

※ 期間中のみ営業

8月 15 日まで

8月 22 日まで

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 1 1 月 12 月 1 月 2月 3月

さくら（置賜・上山全域）

果樹（米沢・南陽・高畠・上山）

しゃくなげ（米沢／甲子大黒天本山・小国／道の駅白い森おぐに ）

バラ（南陽／双松バラ園）

あやめ（長井／あやめ公園）

ゆり（飯豊／どんでん平ゆり園）

あじさい（米沢／笹野観音・堂森善光寺・
白鷹／八乙女八幡神社）

冬咲きぼたん
（高畠／ JR 高畠駅）

しゃくやく（南陽／諏訪神社）

水仙（飯豊／中津川水仙ロード）

水芭蕉（飯豊／添川地内）

紅花（白鷹／滝野交流館ほか）

ぼたん（高畠／まほろばの緑道）

つつじ（長井／白つつじ公園・米沢／上杉伯爵邸）

福寿草（米沢／田沢寺）

ハーブ（川西／ハーブガーデン）

ダリア（川西／ダリヤ園）

きく（南陽／中央花公園）

啓翁桜

やまがた花回廊について
長い冬を越えて、やっと訪れた春。

桜がほころび、追いかけるように、つつじ、バラ、ゆり、紅花な

どの花が次々と咲き乱れ、夏から秋、冬へと花景色が続きます。

「やまがた花回廊」では、各地で咲く花々の風景に加えて、地域な

らではのおいしい食べ物、特色ある温泉、歴史など、たくさんの

魅力とともに、あたたかいおもてなしで皆様をお迎えしています。

名湯に心と体をときほぐし、地元の人との会話を楽しみながら食

べあるきするもよし。歴史の面影をたどり、豊かな文化に出逢う

のもまたよし。そして、「ARTS SEED OKITAMA」では、置賜・上

山地域の新たな魅力を感じていただけることと思います。

花も、笑顔もいっぱいの山形で、心あたたまる旅をしませんか。

きなり cafe

気ままにのんびりお茶
時間をすごしていただ
きたい小さなカフェで
す。

☎ 0238-43-2038
10 時半 - 18 時／
L.O.17 時半／水 ,
木定休／南陽市赤
湯 853-4 ／Ⓟ有

フロリスタ  ジェルソミーナ

生花、観葉、アレンジ
メントなど。会期中、
作家オリジナルのメッ
セージカードをご用意

☎ 0238-57-5065
10 時 - 19 時
第 3木曜定休
高畠町福沢 459-3
Ⓟ有

ナセ BA よねざわ市民ギャラリー

米沢出身の漫画家ますむ
らひろしさんの 2000 年
以来となる原画展。
7.8 ㊏ - 8.22 ㊋

☎ 0238-22-6400
10 時 - 18 時／米
沢市中央 1-10-6
／Ⓟまちなか駐車
場 3時間まで無料

かあちゃんの店  森谷酒や

かあちゃんと酒談義、宮内
談義ができるお店です。お
茶菓子ありお茶あり‼ つい
でに買い物もできます！

☎ 0238-47-3981
9 時 - 19 時
不定休
南陽市宮内 2659
付近にⓅ有

伝国の杜 米沢市上杉博物館

「生誕 100 年 遠藤桑珠展」
6.24 ㊏ -7.23 ㊐。米沢出
身の日本画家。清新なタッ
チの風景を中心に。

☎ 0238-26-8001
9 時 - 17 時（入館
16 時半まで）／
6.28 休み／米沢市
丸の内 1-2-1 ／Ⓟ有

珈琲 田園

香ばしく照りのある「ナポ
リタン」とブイヨンから仕
込んだ「カレー」が旨い、
昭和25年創業の喫茶店。

☎ 0238-43-2443
10 時 - 20 時／ラン
チ 11 時半 -14 時／
月曜定休、18( 火 )
振替休／南陽市赤湯
853 ／Ⓟ有

がまの湯温泉 いいで旅館

140 年以上前の置賜の
古民家を移築・改修し
た、がまの湯別館「が
ま亭」の空間は必見！

☎  0238-72-3706
10 時 - 20 時
火曜定休
飯豊町大字椿
4494 ／Ⓟ有

ル・オンブラージュ

歴史ある建物とオープ
ンガーデン。月替わり
のカフェギャラリーを
お楽しみください。

☎ 0238-52-1310
10 時半 - 16 時／
第１~３、金土日
のみ営業／高畠町
竹森 602 ／Ⓟ有

小野川温泉 寿宝園

温泉は源泉 100%かけ流
し。米沢の厳選素材を活
かした里山のお食事でお
待ちしております。

☎ 0238-32-2214
米沢市小野川町
2584 ／Ⓟ有
足湯、日帰りプラン
貸切温泉なども。

米沢スープカレー らぁじゃ

OKITAMAの ARTS 応
援して、一緒に楽しみ
ます。カレーの ART
で遊びましょう！

☎ 0238-24-5025
11 時半 - 14 時半
月曜定休、18( 火 )
振替休／米沢市中
央 5-3-17 ／Ⓟ有

茶蔵 米沢店

ショップ・カフェ・ギャ
ラリーのある和モダンな
お店です。かわいい猫ギャ
ラリーを新設しました。

☎ 0238-37-1772
10時 - 19時 (L.O.18
時 )／ランチ11時
半‐15時(L.O.14時半)
不定休／米沢市金池
5-6-33／Ⓟ有

樹齢千年以上の古木が点在する古典
桜の名所。残雪の山々とのコントラ
ストも見事です。／4月中旬～下旬
☎ 0238-88- 5279( 長井市観光協会 )
☎ 0238-86- 0086( 白鷹町観光協会 )

置賜さくら回廊

ソメイヨシノやシダレザクラな
ど 100 本もの桜が咲き乱れま
す。／ 4月中旬～下旬
☎023-672-0839( 上山市観光物
産協会 )

上山城と月岡公園

約 1万本のミズバショウが自生
する置賜一の群生地。小鳥のさ
えずりとともに心を癒してくれ
ます。／ 4月中旬～ 5月上旬
☎ 0238-86- 2411( 飯豊町観光協会 )

ミズバショウ群生地

さくらんぼ、リンゴ、ラ・フラ
ンス… ピンクや白の可憐な花が
木々いっぱいに咲き誇ります。
4月下旬～ 5月上旬

果樹の花

高山に咲く希少種「アズマシャク
ナゲ」を展示します。地元の愛好
家が育てた見事な花をお楽しみく
ださい。／ 5月 3日～ 7日／☎
0238-62- 2416(小国町産業振興課)

おぐに石楠花まつり

かつて地方電鉄が走っていた約
6Kmの道。今では 700 本の桜
並木となり、心地よいサイクリ
ングや散歩が楽しめます。
☎0238-57- 3844( 高畠町観光協会 )

まほろばの緑道

3,000 株余りの白つつじが初夏を
さわやかに彩ります。満開時に
は、雪が降り積もったような純
白の世界に。／ 5月中旬～下旬
☎ 0238-88- 5279（長井市観光協会）

白つつじ公園

山形・福島の県境。つづら折の沿
道には四季折々に花が咲き競い、
初夏のヤマツツジなどが楽しめま
す。／ 5月下旬～ 6月上旬
☎ 0238-57- 3844( 高畠町観光協会 )

鳩峰高原

およそ340種、約 6千本のバラが咲
く、オールドローズの品種が多いバ
ラ園。優雅な香りに思わずうっとり。
5月下旬～7月上旬／料金300円
☎ 0238-40- 2002( 南陽市観光協会 )

双松バラ園

102 種、10 万本の日本最大級の芍
薬園。白、淡紅色、黄色など、色
鮮やかな大輪の花が咲き誇りま
す。／ 6月上～中旬／料金 500 円
☎ 0238-49- 2307( 諏訪神社 )

しゃくやく祭り

ここでしか見られないあやめ（長井
古種）が咲く、日本有数のあやめ公
園。／6月中旬～7月初旬／料金大
人500円、小人200円　※団体（20
名以上）大人400円、小人100円／
☎ 0238-88- 5279（長井市観光協会）

あやめ公園

約 100 種類のハーブ摘み取り体験
ができるほか、ハーブを使った様々
な体験プログラムを楽しめます。
6月 17 日～ 7月 9日
☎ 0238-54-1515（川西町観光協会）

ハーブガーデンフェア

お濠沿いに約 250 本もの桜が咲
き誇ります。夜桜もおすすめ。
4月中旬～下旬
☎ 0238-21- 6226( 米沢観光コン
ベンション協会 )

松が岬公園

天元台高原では、雄大な山なら
ではの貴重な植物が観られま
す。澄んだ空気を吸い込みなが
ら、トレッキングを楽しみませ
んか？／ 6月～ 10 月

高山植物

美しいブナ林の中で耳にする川のせ
せらぎや鳥のさえずりが、心地よい
気分にさせてくれます。／ 6月上旬
～ 10 月下旬／☎ 0238-62- 2416（小
国町産業振興課）

森林セラピー

紅花染めや摘み体験などイベン
ト盛りだくさん。白鷹のおいし
いものも揃います。／ 7月８日
～９日／☎ 0238-86- 0086( 白鷹
町観光協会 )

白鷹紅花まつり

参道などに青や紫、白のあじさい
が咲き誇り、境内の風鈴やぼんぼ
りの灯りとともに夏風情を楽しめ
ます。／ 7月上旬～ 7月下旬
☎ 0238-86- 0086( 白鷹町観光協会 )

八乙女八幡神社のあじさい

共に｢あじさい寺｣と呼ばれ、あじさ
いが涼やかに咲く寺に、日本ならで
はの風情が漂います。／7月上旬～
7月下旬／☎ 0238-38- 5517( 笹野幸
徳院 ) ☎ 0238-28- 1638（堂森善光寺）

笹野観音・堂森善光寺
　　　　　　のあじさい

口田沢の田沢寺裏付近に咲く一面の
福寿草。よく晴れた日がよし。4月
初旬、雪解けごろから。季節が合う
と桜も一緒に／☎ 0238-31-2704
米沢市口田沢１２／Ⓟ有

田澤寺

テッポウユリやスカシユリなど、
多品種50万本のユリの花が咲き
誇る姿は圧巻です。／6月中旬
～7月中旬／料金大人610円　
小人（中学生まで）無料
☎ 0238-78- 5587

いいでどんでん平ゆり園

650種 10万本のダリアが咲く日本
一の観光ダリア園。国内外の多彩な
品種を楽しめます。／7月 28日～
11月5日／料金大人540円、小人(小
学生 )210円／☎ 0238-42- 2112

川西ダリヤ園

ゆっくり散策しながら秋の古典
花を楽しめます。
8月下旬～ 9月下旬
☎ 0238-84- 1387（はぎ苑）

はぎ公園

大正時代から 100 年以上続いて
いる日本一の技と文化の菊の祭
典。／ 10 月中旬～ 11 月上旬
☎ 0238-40- 2002（南陽市観光
協会）

南陽の菊まつり

冬に咲かせる桜。一本の枝に小
さくて可憐な花を数多く咲かせ
ます。／ 12 月中旬～ 3月
☎ 0238-26- 6046( 山形おきたま
観光協議会 )

啓翁桜

ワラで編んだ “こも” に入った
ぼたんが高畠駅前に飾られま
す。／ 2月上旬～中旬／☎ 
0238-57- 3844( 高畠町観光協会 )

まほろば冬咲き
　　ぼたんまつり

草木供養塔あるいは草木塔と刻まれた
石造物です。江戸時代に米沢藩で建立

草木塔とは
されたもので、この地方特有の民間信仰です。我々の生活の衣食住す
べてに草木が使用されております。自然の恵みに感謝し、命ある草木
を供養したものとされています。江戸時代のものは全国で３４基確認
されていますが、そのうち３２基がこの地方にあります。現在は自然
環境保全のシンボルなどで全国に広がり２００基以上になりました。

山や動植物のドローイ
ング作品展。ストーブ
に囲まれた空間で作品
たちをご覧ください。

ペレットマン小国展示場　Ⓟ 10 台
11 時 - 19 時／日曜定休（※会期中は営業）
小国町杉沢 68-2 ／☎ 0238-62-2903

ペレットマン×吉田真理

山と動植物、
ストーブに囲まれて

7.22㊏‐30㊐　※会期中は無休 

色と音であそぶ空間アー
ト。歌と絵のライブペイ
ンティング、週末、トー
ク会やＷＳをします。詳
細はQRコードから

長屋門ギャラリー  10 時 - 18 時
☎ 080-3330-0393( すずきともゑ )
上山市十日町 2-8 ／Ⓟ カミン駐車場

BELLTREE＝TOMOE×MASAKO 

LIFE is ART~色❁音❁あそぶ~
7.15㊏‐30㊐　※会期中無休

「魔法」をテーマに、装
飾された作品の不思議
な展覧会です。土、日
にデコ・ロゼッタを作
るＷＳを行います。

アートステーション　Ⓟ有
☎ 070-6952-1874（石塚）／12時 - 18 時
米沢市門東町3-3-39 ( 東條ふれあいプラザ内 )

アートステーション×DECOZUKA

魔法少女
7.20㊍‐23㊐　※会期中無休 

工房で展示販売をしま
す。特別なワークショッ
プを毎日開催。
詳しくは「ぷろぺら商
店」で検索ください。

南陽 えぼし窯　
☎ 080-6036-9555 ／ 10 時 - 18 時
南陽市上野 1855-10 ／Ⓟ 有

南陽 えぼし窯× ぷろぺら商店

ぷろぺらＳＨＯＷ展
7.21㊎‐23㊐ ,28㊎‐30㊐  

フェルト人形「ラッキー
プランツ」とペン画の
展示と販売。

アートステーション　Ⓟ有
☎ 090-6229-0423（加藤）／12時 - 18 時
米沢市門東町3-3-39 ( 東條ふれあいプラザ内 )

アートステーション× 加藤あさ子

花と鳥とファンタジー
7.15㊏‐17㊗　※会期中無休 

会場は大人の秘密基地
Bar です！今年はコラ
ボグッズ・カクテル等
を展開予定です！※夜
のみの開催になります

Bar 秘密基地　19 時 - 24 時 (L.O. 23 時半）
☎ 090-6226-7049 ／水曜定休
長井市高野町 1-3-18 ／Ⓟ 有

Bar 秘密基地×Triple Rockets

夏の秘密ロケット
7.15㊏‐17㊗ ,21㊎‐23㊐ ,28㊎‐30㊐  

仙台市在住の画家、山
田大輔と南陽市在住の
イラストレーター菊地
純の二人展。愛犬と花
をモチーフに。

湯の町ギャラリーみはら堂　火曜定休
☎ 0238-43-2347 ／ 10 時 - 17 時半
南陽市赤湯 871-4 ／Ⓟ 有

みはら堂×山田大輔×菊地純

「花と犬」二人展
7.19㊌‐24㊊   ※会期中無休 

ニットクリエイター マコ
トトガセのアトリエ公開、
独自セレクトの商品販売、
ワークショップの開催 etc。

栂瀬商店　木曜定休日
☎ 090-4226-8027 ／ 10 時 - 16 時
山形市蔵王半郷 570-5 ／Ⓟ 2 台

栂瀬商店×マコトトガセ

想像する編み物と
　　　　　　手仕事展。

7.15㊏‐31㊊　※20,27定休 

100 種以上ある刺し子
の模様の中から花をモ
チーフにした図案にこ
だわって刺してみまし
た。ぜひご覧ください。

日用品のき　火 , 水曜定休
☎ 0238-49-7657 ／ 11 時半 - 18 時
南陽市椚塚 1683-1 ／Ⓟ 有

日用品のき×UCHICO

花刺し -hanazashi- 展
7.15㊏‐23㊐　※18,19定休 

春まちカフェ×Petite Plume

春まちカフェ

PetitePlume と愉快な仲
間達が贈る日替わり作
品。展示とワークショッ
プを開催！来た人だけ
のおたのしみ。

手しごと万事屋
7.15㊏‐30㊐　※17,18,24,25 定休 

ARTS SEED 初日に合わ
せて長井駅前通りでは
山形の音楽とクラフ
ターが一堂に返す野外
イベントを開催します。

月 , 火 , 祝日 , 定休
☎ 090-4961-1589 ／ 11 時 - 24 時
長井市栄町 4-17 ／Ⓟ ＪＡ月極 無料駐車場

砂吹工房おひさま×布施徹

砂吹工房おひさま

わくわくするようなグッ
ズ・ワークショップをご
用意してお待ちしており
ます。記念品名入れなど
もいたします。

春夏冬二升五合
7.21㊎‐30㊐ 　※24休み 

7月21日工房をオープン。
イベント中はお値打ち価
格でご提供！
詳しくは「砂吹工房」で
検索お願いします。

☎ 0238-87-0583
不定休／ 9：57‐18：00
長井市日の出町 14-26 ／Ⓟ 有

砂

SIATTACA× 布施猫笑店

SIATTACA

動物を中心とした可愛
らしくにくったらしい
陶人形を作る作家。近
年では縁起物を作り【縁
起物作家】を目指す。

布施猫笑店展
7.15㊏‐31㊊　※18,25定休 

地元産食材とイタリア
産食材にこだわり、ご
満足いただけるイタリ
ア料理をご提供いたし
ます。

11 時半‐14 時 ,18 時‐22 時 (L.O.21 時）
☎ 0238-85-0910 ／火曜定休
白鷹町荒砥乙 553-1 ／Ⓟ 有

gallery PASEO× 田村一×樽見浩

gallery PASEO

秋田市在住の陶芸家、
田村一と南陽市在住の
樽見浩の二人展。磁器
と陶器。食と音楽を愛
する二人の展示です。

田村一・樽見浩 二人展
7.26㊌‐31㊊　※会期中無休 

【米沢焼 鳴洲窯 水野 哲 作陶
50年記念展】7.14 ㊎ ‐23㊐ 
水野さんが萩、唐津、上野の
諸窯に学んで５０年、節目の
個展です。どうぞご高覧下さ
いませ。会期中無休

☎ 0238-23-7047
10 時 - 18 時（最終日は 16 時まで）
米沢市桜木町 2-55 ／Ⓟ 有

WARM STONE×Delta / Milk

Music&Gallery WARM STONE

木製品を中心とし
て、生活用品から暮
らしを彩る小物まで
ご用意しておりま
す。是非ご覧下さい。

Delta/Milk 展
7.15㊏‐28㊎　 ※24,25定休 

最上川舟運で栄えた、あら町の一角にあ
るカフェでは、陶芸・木工・染織・漆芸
等も販売。夕方からは音楽教室（サックス・
バイオリン・オカリナ）。登録有形文化財
の蔵ではコンサート等、定期的に開催。
☎ 0238-84-3411
9時 - 18 時／ランチ11時半 - 14時
長井市あら町6-49／月 ,火曜定休／Ⓟ15台

鷹山堂×米織小紋

鷹山堂

米織小紋の花柄をまと
め、アート作品として
ファブリックパネルの
展示販売します。

花便り 2017
7.15㊏‐31㊊　※18,25定休 

米沢織りの技術を活か
した「米織小紋」の商
品や自家焙煎のコー
ヒーをお楽しみ頂ける
カフェスペースも。

☎  0238-33-9467
9 時 - 17 時（L.O.16 時半）／火曜定休
米沢市赤芝町 1754 ／Ⓟ8台

38garden cafe× クサムラクモ

38garden cafe

使って笑顔になれる消しゴ
ムはんこを作っています。
花や虫たちのポストカード
やはんこを展示販売します。
※観覧には飲食が必要

クサムラクモ展
7.15㊏‐31㊊ 　※20,22,27 定休 

住宅地に佇む、六角形の
小さなカフェ。四季折々
の表情を見せるお庭を眺
めながら、ティータイム
をお楽しみ頂けます。

☎ 023-666-7025／ 11時 - 18時（L.O.17 時）
予約不可／木曜 ,第 2・4土曜定休
山形市蔵王半郷岡田578-19／Ⓟ有

うふ cafe× ウメチギリ

うふ cafe

日々の暮らしに花を　
人々の心に花を　
umetigiri ツイッター、FB、
インスタでチェック！
※展示室のみ未就学児入場可能 

暮らしに花を~petite fleur~
7.20㊍‐25㊋　※会期中無休 

フランスの郷土料理 ガ
レットとクレープの専門
店。期間中、個展をイメー
ジした限定メニューをご
用意しております。

水曜と第 2火曜定休
☎ 0238-38-4500 ／ 11時 - 18 時 (L.O.17 時）
米沢市古志田町 2782-2 ／Ⓟ 有

蟹仙洞アートスペース蔵ぶ× 渡邉渡

蟹仙洞 博物館

古布を使った創作人形た
ちの展示とあわせて材料
となるハギレ、きものの
販売もいたします。
090-4559-4687（渡邉）

古布と人形
7.17㊗‐31㊊ 　※19,23,28 休み 

刀剣、漆工芸品、絵画、
人形等を展示公開。
入館料、大人 500 円、
小人無料

☎023-672-0155
火曜定休／ 9時 - 4 時半
上山市矢来 4-6-8 ／Ⓟ 有

よろずよ×ウメチギリ×水野宗

おうちギャラリー
　　　　よろずよ

人々の暮らしの中で失われ
ていく草木への想いを２人
の作家が独自の視点できり
とります。高速道路開通へ
の感謝と祈りを込めて。

草木に想いを馳せて
　　　　　　～草木塔～展

7.12㊌‐16㊐　※会期中のみ営業 

日用雑貨、手仕事品を取
り揃え、里山の自宅で開
催する年に一度の展示会。
お茶をご用意してお待ち
しております。庭の花も。

☎ 0238-28-5036 ／ 10 時 - 18 時
※ 会期中のみの営業です
米沢市万世町梓山 1603-3 ／Ⓟ 有

MIYAUCHI2632× 形ヲ成ス

MIYAUCHI2632

写真家 福田真、陶芸家、
料理人 umui による三
人展。会期中、ワーク
ショップ、食事会など
予定。詳しくはFBまで。

形ヲ成ス
7.21㊎‐25㊋   ※24,25日 車両通行止 

カフェ・展示販売・ラ
イブ・多目的スペース
としてご利用ください。
5月から第三土曜日は、
げんき熊野市も！

☎ 0238-47-2376( 竹田電機）
お盆正月定休／カフェ営業 10 時 - 17 時
南陽市宮内 2632 ／Ⓟ 店舗脇・他

ブックユニオンたかはた pagecafe× タドリ

花や本に関連した美脚
うさぎグッズを揃えて
お待ちしています。コー
ヒーとともにどうぞご
ゆっくり。

花とうさぎと本とコーヒー
7.16㊐‐8.15㊋ 　※8.6展示のみ休み 

ブックユニオンたかはた店
内に併設のカフェ。入口は
店内に。カフェご利用のお
客様に無料の塗り絵のワー
クショップを開催。

ブックユニオンたかはた page cafe　無休
☎ 0238-57-4888／書店 10時‐21時／Ⓟ 有
カフェ11時‐20時／高畠町福沢459-3

 pagecafe

里山ソムリエ×菊地純

里山ビジョン
　　　　ハウス

デンマークでの暮らし
と東北米沢の暮らしを
楽しむ里山ソムリエな
日々を菊地純のイラス
トで紹介＆グッズ販売

東北と北欧
7.27㊍‐29㊏ 　※会期中のみ営業

原っぱに車をとめてご覧
ください。暑いので帽子
と運動靴を。ピクニック
やブランコ、森の散歩を
ご自由にどうぞ。

12 時 - 17 時／※会期中のみの営業です
米沢市南原新町 2859 ／ rosellanejp@ybb.ne.jp
( 南原小学校の正面南 200m) ／Ⓟ 有

里

川西町浴浴センターまどか

自家源泉、気軽な日帰り
入浴と旬の料理、米沢牛
も楽しめるレストラン。
ご宿泊もどうぞ。

☎ 0238-42-4126
日帰入浴7時 -22時
(最終受付21時半 ) 
第 4月曜休館／川西町
上小松5095-36／Ⓟ有

うふ cafe×放浪書房

タイムアドベンチャーレコード
日本で唯一！ 4000 枚全て実物一点モノ！
ガチ・アンティークシールのバイキング販売！
&アンティークアドポスター 1000 枚展示販売

本 7.17㊗

本

田沢地区の草木塔
について知りたい
方は、事務局 
田沢コミセン内　
☎0238-31-2111
まで。（米沢市口
田沢2375－1）

＋5個

＋5個

＋5個


