秋のフェスタ

星と風のファンタジー

2015

HOSH IGAOKA GAKU EN
AUTUM N F E STIVAL
Stars and wind of fantasy

11/3-11/8
Tuesday

Sunday

今年も星ヶ丘学園秋のフェスタを開催します。
テーマは「星と風のファンタジー」。
『草原の祭り』ではキッズファションショー、
野染め、模擬店、ライブ、ごまだんごの人形劇など
一日中楽しんでいただけるよう、盛りだくさんの
プログラムでお待ちしています！
秋も深まる星ヶ丘洋裁の草原で一日のんびりと
お過ごしください！
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野染め

Sunday
10:00〜15:00

11:00〜14:00

［講師］アトリエ・ホッパー
［参加費］無料
大きな布を草原にはります。
その布に自由に好きに色を
塗ってください。何度でも自由にどうぞ。
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午前中のワークショップでドローイ
ングした洋服を着て
洋裁学校の生徒さんが縫った子
供服を着て
さぁ―みんなで草原を廻ります！
！飛び入り参加大歓迎！！

服にえがく〜親子で楽しむドローイング〜
10:00〜12:00
［講師］高田昌耶
［参加費］2,000 円（材料費込み）
［定員］15 名 要予約
親子で参加、子供だけで参加自由です。生徒さん有志が縫った子供服にドローイング
をします。動物でも、花でも、幾何学模様でも何でもOK。
イラストレーターの講師のもと一緒に楽しく自由に画を描きます。
描きあがった洋服は本日の「メイン」ファッションショーでお披露目してください。

至枚方市

至京都

星ヶ丘洋裁学校

一般財団法人
星ヶ丘学園

星ヶ丘洋裁学校

Tel. 072-840-2476
E-mail. 2015hoshigaokafesta@gmail.com

http://hoshigaokagakuen.net/

天の川
交差点

〒573-0013 大阪府枚方市星丘2-11-18
京阪枚方市駅から、交野線に乗換「星ヶ丘」下車 徒歩5分

星ヶ丘

コイン
パーキング

天の川

お車でのご来場はご遠慮ください。公共交通機関のご利用をお願い致します。
至私市

HOSHIGAOKA GAKUEN
AUTUMN F ESTIVAL

11月3日〜8日は「一日だけの特別授業」と題して、日替わりワークショップとライブが

星ヶ丘洋裁学校内のギャラリーで開催されます。お子様から大人まで、どなたでもご参加いただけますので、
ぜひこの機会に、体を使って何かを生み出したり、感じたりする喜びを一緒に体験しましょう！
同期間には、ギャラリー内で手づくり作品を展示販売する「手作りマーケット」、
そして母屋2Fにてボルセジャーノのワークショップと展示販売会を開催します。

11/3-8

1部 10:00〜13:00
2部 14:00〜17:00

バッグスクール

ボルセジャーノの
ワークショップ

＆生徒作品と革小物の展示販売会
［講師］檜垣 仁 ［参加費］5,000円
［場所］母屋2F

要予約

Hoshigaoka
handmade market

星ヶ丘手づくりマーケット

本革のミニトートをつくります。 革の裁断・ミシン縫製を行います。 講師
プロフィールは、
ＨＰご覧ください。http://borsegino.jp/lecturer.html
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〜からだあそびからからだのアートまで」

［講師］エメ スズキ、弘田陽介 ［参加費］1,500円/1組
［場所］園庭 (荒天の際はギャラリー)と和室 ［定員］15組 要予約
親子で「からだ」を動かしたり、おとなだけで「からだ」を考えたり、子ども
だけで「からだ」で園庭探検！いろんな「からだ」がつまった1時間。
お子さんにはエメスズキのからだあそびプログラムを、保護者の方には弘田
陽介の0歳からのからだ・こころ育て講座を行います。

Eme Suzuki

1990年よりダンサーとし
て国内外で活動。2004
年より、老若男女を問わ
ず「 動 け な い・見 えな
い・・」など色々なからだ
表現の可能性を探る。
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Thursday
11:00〜12:00
休憩・昼食

13:00〜16:00

専門はドイツ教育思想、
実践的身体教育論、子ど
もと保育のメディア論。著
書『近代の擬態／擬態の
近代』『子どもはなぜ電
車が好きなのか』など。

［講師］弥永企画 ［参加費］2,000円
［持ち物］おうちにあるお気に入りの布（ハンカチぐらい
のサイズ）
レジャーシート（あれば）
［場所］草原 ［定員］10名（応相談） 要予約
※注意（全年齢対象）小学生以下のお子さんは、親御さんと一緒にご参加ください。

自分だけのおめでたいマークを、お気に入りの布でつくって
みましょう。秋冬にちなんだ伝統の吉祥文様について簡単に
レクチャーします。みんなで楽しく、秋のお庭で工作のように
お裁縫あそびをしてみよう！

京都市立芸術大学卒。アートの歴史の研究、作品の制作をとおして、作
る楽しさや、アートをみるたのしさを伝えます。また、くらしをたいせつに
した、たのしいものづくりをめざして活動中。
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Friday
10:00〜12:30

［講師］真鍋広恵 ［参加費］3,000円
［定員］6名 要予約
［持ち物］ エプロン（ひざ丈ぐらいのもの）
メガネ（目を保護する意味で、老眼鏡でも だてメガネでもOKです）
クリスマスに、ガラスのかわいいオーナメントを飾って
楽しんでみませんか。
※作品のお家の屋根のガラスは色が変更となる場合があります。
ご了承ください。

H iroe Manabe
ステンドグラス作家。
フリーで自由な発想のストーリーある作品作りをしています。

語りとピアノのひととき 〜秋によせて〜
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「デザインのじかん
−レターセットをつくる−」
［講師］大江孝明 ［参加費］1,500円
［定員］10名 要予約

Wednesday
10:00〜12:00

彩色師
1999年 京都精華大学卒業。
2000年 宮絵師 安川に弟子入り。
2008年 独立 彩色師栗田として現在に至る。

ステンドグラスのクリスマスオーナメント作り

弥永うりか （かもめちゃん） Urika Yayoi
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Ryoji Kurita

「サンタクロースのおとし物」

ぬのこもの/布でオリジナルワッペンをつくろう

Tuesday
13:00〜14:30

−仏像を彫ることで＂自分を知る″ということがあります。どうぞ
無心で木を彫り自身の仏さまと出会ってみませんか。(安岡浩然)
−京都では古くから仏具の制作を様々な職人が分業で行って
おり彩色師彩色師は平面から彫刻まで様々な物に彩色しま
す。その中でもご本尊などの佛像への彩色は特に尊い仕事で
す。この機会に体験していただければ幸いです。(栗田亮司)

佛像彫刻師
1999年 京都精華大学卒業。
同年 佛師・岩本 凌慶に弟子入り。
2015年 独立 安岡造佛所として現在に至る。

「カスタムしよう！」
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［講師］ 安岡浩然／栗田亮司 要予約
［参加費］4,000円（材料費込・作品はお持ち帰りいただけます）
［持ち物］ 彫刻 使い慣れた彫刻刀。(なければ貸し出します)
彩色 こちらで筆や絵の具など準備します。

Kouzen Yasuoka

Yousuke H irota

12:00〜18:00

8日は 10:00〜15:00

「佛像を彫る・手の中の
ほとけさま 〜彩色まで〜」

Tuesday
10:00〜12:00

「いっしょにうごいてまなぼう

11/3-8

星ヶ丘学園に心寄せる人々が、年に一度のフェスタのため
に制作したものを販売します。ここでしか買えない、ここら
しいものにたくさん出会えるマーケットです。

トムソン型というプロダクトデザインの現場で使われる型
を使いデザインについて学びながら制作をします。星ヶ丘
にちなんだデザインを用意しています。

Takahiro Ohe
京都造形芸術大学 プロダクトデザイン学科専任講師。大学ではデザイン
の研究と授業、星ヶ丘ではデザインと
「デザインのじかん」
を実施しています。

Saturday
14:00〜 (開場 13:00 )

［参加費］1,000円

要予約

※未就学児のご同伴はご遠慮ください。

＜語り＞
夏目漱石『夢十夜』より “第一夜“
“第五夜“『茨木のり子詩集』

本田 和 Kazu Honda（語り）
ひとり語りを主体に、物語や詩などを語りで表現している。
また、
様々な音楽とのコラボレーションにより、新しい世界を創り上げ
る活動を展開している。語りのCD『うぐいす姫』
『セロ弾きの
ゴージュ』をリリース。http://kazkatari.pasero.net

＜ピアノ＞
ベートーヴェン：ソナタ
「月光」第１楽章 篠原美樹子 Mikiko Shinohara（ピアノ）
ショパン：ワルツOp.64-2
金沢、東京、大阪でソロた室内楽の演奏活動をするかたわら、
シベリウス：もみの木
「ショパンの人生・愛をめぐる旅」
「奥のほそ道」
「みだれ髪」な
リスト：
「ため息」 他
どのテーマで本田和の語りとのコラボレーションを続けている。
11/8 服にえがく 〜親子で楽しむドローイング〜（詳しくは表面をご覧ください）

お申し込みは、 Tel. 072-840-2476

E-mail. 2015hoshigaokafesta@gmail.com まで。

