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●月曜休館 （祝日の場合開館、 翌平日休館） 

●（公財） 金津創作の森財団 事務局　TEL.73-7800　 http://sosaku.jp/  
●アンビション ( レストラン＆森の結婚式 ) 問合せ　アンビション TEL. 73-4141

企画展‶ちはやふるの世界″開催中のため‶ちはやふる″ファンとの相乗りにご協力ください。

     　 無料シャトルバスをご利用ください！  ※詳しくは、ホームページをご覧ください。

4 月 27 日（土）～ 6月 23 日（日） 
10:00 ～ 17:00（最終入場 16：30）

会場：アートコア ミュージアム-1、ギャラリー

会期中スペシャル・イベント開催

〇 詳しくは、ホームページをご覧ください。 ©末次由紀 /講談社

金津創作の森でしかできない「こと」を楽しもう。

1. 入居作家アトリエ公開 工芸作家の話を聴いてみよう。
　 10：00 ～ 16：00

　 大森正人さん（陶芸家 )陶彩窯、加藤すみ子さん（染画家 )葉室
　 山田信雄さん（竹人形職人 )創竹、松井勝彦さん（陶芸家 )青ノ木窯

2. 世界で活躍するガラス工芸作家（入居作家）

　山野宏さんのデモンストレーション（公開制作）を見てみよう！
　 12 日（日）12：00 ～ 14：00

　 会場 /ガラス工房

3. 作曲家・音楽監督 山口紀子さん（入居作家）の

　楽しいドラムサークル（ワークショップ）

　 世界の打楽器を使ってサウンドを楽しもう！

　 12 日（日）14：00 ～ 15：30

　 会場 /アートコア ミュージアム -2 テラス

4. 森のクラフト体験講座（ものづくり）

  「陶でつくる葉っぱのお皿」

  「宝石のようなガラスのしずく玉」
　 10：00 ～ 16：00

   会場 /創作工房・ガラス工房

昨年のワークショップの様子

 森の葉っぱのお皿を作ろう！    キラキラガラスしづく玉づくり

～末次由紀原画展～聖地あわら篇

同時開催中

全国の作り手や魅力ある作品との出会い！

入居作家アトリエ公開や森のクラフト体験講座などいろんな交流を楽し

みましょう。「森のキッチン」でおいしい食との出会いもオススメです。

今回からメイン会場となるアートコアロータリー周辺（上）

アートコア進入路（下）

出店者のクラフト作品・食 (ソフトクリーム)

レストラン＆ショップ アンビション
企画展観覧や森の散策とコ－ヒーブレイク。

〈旬のおさかなランチ〉

サラダ、スープ、コーヒー

パンまたはライスが付いて

1,600 円（税込み）

春の新メニュー
 【5 月末まで】

特別イベントも目白押し !!

イベント１ ちはやふる原作者 末次由紀サイン会

　ちはやふるの原作者・末次由紀先生のサイン会を開催します！
まずは、「ちはやふる week in あわら」公式ホームページからお
申し込みください。会場など詳細は、当選者にのみお知らせします。
と　き　６月８日（土）10 時 30 分～、13 時～（全２回）
対　象　抽選の結果当選の上、「ちはやふるの世界～末次

由紀原画展～聖地あわら篇」会場内物販コーナー
で、公式図録を含めて 3000 円（税込み）以上グッ
ズを購入した人

定　員　各回 50 人　※ 原画展チケットが必要（半券でも可）
申込み　【期間】４月 27 日（土）10 時

～５月 10 日（金）23 時 59 分

© 末次由紀／講談社

４月 27日（土）～６月 23日（日）
ところ　金津創作の森

イベント２
装丁デザイナー 柳川価津夫が語る
コミックスデザインの魅力

　漫画「ちはやふる」の装丁などを手掛ける株
式会社スパイスの柳川価津夫氏が、コミックス
の装丁にまつわる秘密や魅力について語ります。
と　き　５月 19 日（日）14 時～ 15 時
定　員　150 人　※ 原画展チケットが必要（半券でも可）

イベント３
金津高校コラボ DAY ！吹奏楽部と
茶道部による「ミニコンサート&お茶会」

　金津高校の生徒の皆さんによるおもてなしイベント。アニメ・映
画「ちはやふる」の主題歌などの演奏と、お茶会をお楽しみください。
と　き　６月２日（日）

お茶会　12 時 30 分～ 13 時 30 分、15 時～ 16 時
の時間内随時

ミニコンサート　14 時～ 14 時 40 分
費　用　お茶会１人 200 円（和菓子付き）

ミニコンサート無料
定　員　150 人

イベント４ スノー丸グリーティング & 撮影会

　ふわふわのスノー丸と触れ合って写真を撮っちゃおう！
と　き　４月 28 日（日）、５月１日（水）、５日（日）

① 10 時 30 分～　② 13 時 30 分～　③ 15 時～
費　用　無料

イベント５
展覧会フィナーレ前夜祭「声優・瀬戸
麻沙美、細谷佳正トークイベント」

　アニメ「ちはやふる」の声優の瀬戸麻沙美さん、細谷佳正さ
んが来館し、原画展フィナーレを盛り上げます。観覧希望者多
数の場合は抽選となります。
と　き　６月 22 日（土）17 時 30 分～ 18 時
定　員　150 人　※ 原画展チケットが必要（半券でも可）

前売り券特典
　前売り券を購入すると、ここでしか手に入らないクリアファイル
をプレゼントします！今月号の表紙にもなっている原画展のために
描き下ろされたイラストとあわらの聖地「山室の桜並木」を組み合
わせた貴重なビジュアルです。
販売期間　４月 26 日（金）まで
販売場所　

チケットぴあ、金津創作の森、あわら温泉情報処「おしえる座ぁ」
あわら湯のまち駅店、芦原温泉駅観光センター「おしえる座ぁ」
JR 芦原温泉駅店、甘党本陣 嵯峨、UchiLaLa、金津新話。ニシタ、
電気専科 ダイデン、高橋尚文堂、馬忠呉服店

「一部で地味――な人気を誇る」

実直な男 Instagram開始！

　漫画「ちはやふる」のキャラクター村
むら

尾
お

慎
しん

一
いち

さんが、Instagram
を始めました！ Instagram では、あわら市役所の原画展担当として
企画の裏側などを紹介しています。チェックしていると、原画展が
さらに楽しめるかも !? ぜひアカウントをフォローしてくださいね！
アカウント名　shinichi_murao_awaracity

ちはやふる week 検索

ついに
決定！

　アニメ３期を目前にしたイベント。あわら初登場の声優も迎
えて、とっておきの情報も聞けるかも !?
と　き　６月 23 日（日）　13 時～、16 時～ 
ところ　あわら温泉 グランディア芳泉
出演者　瀬戸麻沙美さん、細谷佳正さん、入野自由さん 他
費　用　3900 円

　詳しくは、「ちはやふる week in あわら」公式ホームページをご覧ください。

問合せ　観光振興課　☎ 73-8029

トークイベントの次の日は、お待ちかね！
ちはやふる声優トークショー 2019 © 末次由紀／講談社
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