第３３回有松絞りまつり

プレイベント

有 松 絞 り 探 訪 Vol.３
現在、有松の町並みが重伝建にも指定され有松の地域全体が現在変貌し、活気が
あります。今回、
「有松絞り探訪」の第３弾として、この活気ある有松の魅力を更に
多くの方々に楽しんでいただきたく企画しました。
今回の企画は、
「有松町並み絞りモノづくり✕グルメ探訪」として開催します。
毎年６月に開催されます有松絞りまつりのプレイベントとしてより深くゆっくり
有松絞りと町並みや食文化の魅力的な有松をご堪能いただき、あらためて第３３回
有松絞りまつりにご来場いただくことを目的にしております。

■有松町並み絞りモノづくり探訪
１．MADO Café & カラフル絞り体験
日程：５月７日(日) ①１０時〜１２時３０分 ②１３時〜１５時３０分
会場：ゲストハウス MADO
内容：恒例のマルシェとして開催。
ist のワークショップ と商品販売
教材：①ランチョンマット(45cm✕35cm)
②あずま袋(47cm✕47cm)
参加費：①３，０００円(ランチョンマット染色体験＋カラフルランチ BOX)
②３，２００円(あずま袋染色体験＋昔ながらのプリンと珈琲)
定員：①２０名（要申込） ②１６名（要申込）
講師：ist(まり木綿＆大須賀彩)、Mado café(大島美穂子)
問合せ/申込先：村口実梨 marimomen@shirt.ocn.ne.jp 052-693-9030

２．縫い絞りによるスカーフづくり
日程：５月７日(日) ①１０時〜１２時３０分
②１４時〜１６時３０分
会場：早恒染色㈱
内容： 縫い絞りを中心の綿スカーフづくり
教材： 綿スカーフ(40ｃｍ✕170ｃｍ）
参加費：５，０００円（教材費込み）
定員：各１０名（要申込）✕２回
講師：早恒染色㈱
問合せ/申込先：北村啓太 dd09115@yahoo.co.jp 090−4087−3165

３．くるみボタンのオリジナルアクセサリーづくり
日程：５月７日(日) ①１１時 ②１２時 ③１４時 ④１５時
会場：観光案内処（西）コミュニケーションラボ有松（旧山田薬局）
内容：絞り生地を使ったくるみボタンのアクセサリーづくり
教材：絞り生地、リボン、レース、ファンシーヤーン
参加費：１，５００円(ブローチ)１，８００円(イヤリング or ピアス)
定員：各６名（要申込）✕４回
講師：if me（井藤瑞栄）
問合せ/申込先：武馬淑恵 shiboribuma@gmail.com 090-6461-9700

４．飛び込み OK！ハッピーピンクで絞り染めワークショップ！
日程：５月７日(日) １０時〜１６時まで常時開催
会場：やまがみ
内容：手蜘蛛絞り、板締め絞りによるピンク色の絞りアイテムづくり
教材：大判ハンカチ(60ｃｍ四方) 手ぬぐい(35cm✕100cm)
綿ガーゼストール(40ｃｍ✕200ｃｍ)
参加費：１，５００円(大判ハンカチ) ２，０００円(手ぬぐい)
３，０００円(綿ガーゼストール)
定員：不定（予約不要。人数が多い時は時間をずらして再度お越しください）
講師：藤井祥二
問合せ/申込先：藤井祥二 shojifujii@jijii.asia 080-5116-7823

５．伝承と伝統が創り出すモノづくり
日程：５月７日(日) ①１０時〜１２時
②１４時〜１６時
会場：有松鳴海絞会館
内容：①絞りの形状記憶加工ポリエステルストール ②伝承絞り技法による麻ストール
教材：①ポリエステルストール(40cm✕160cm) ②麻ストール(65cm✕200cm)
参加費：①４，０００円(ポリエステルストール) ②５，０００円(麻ストール)
定員：各１０名（要申込）✕２回
講師：久野剛資、絞り伝統技術者
問合せ/申込先：久野剛資 t.kshibori@gmail.com 090-8958-4641

６．元気の出る藍染め手さげ袋
日程：５月７日(日) ①１０時〜１２時
②１４時〜１６時
会場：ゆはたや
内容：茶綿の手さげ袋に絞りを施し、藍で染める
教材：茶綿の手さげ袋(25cm✕30cm 持ち手別)
参加費：３，０００円
定員：各５名（要申込）✕２回
講師：岡崎満恵、今村洋子
問合せ/申込先：岡崎満恵 yuhataya@palette.plala.or.jp 052-621-5758

７．藍染めの絞り T シャツづくり
日程：５月７日(日) １０時〜１２時＆１４時〜１６時（終日継続）
会場：東湯 Shibori Lab(アズマユ シボリ ラボ)
内容：午前中絞り実習、午後から藍染めの実習の T シャツづくり
教材：T シャツ
参加費：６，０００円
定員：２０名（要申込）
講師：村瀬裕
問合せ/申込先：村瀬裕 muerase@suzusan.com 090-3301-8696

８．伝統的板締め絞りのバンダナづくり
日程：５月７日(日)
①１０時〜１２時
②１４時〜１６時
会場：有松工芸
内容：伝統的な特殊板締め絞り技法によるバンダナづくり
教材：バンダナ(大判ハンカチ)
参加費：２，０００円
定員：各１０名（要申込）✕２回
講師：浜島正継
問合せ/申込先：浜島正継 arimatsukougei@triton.ocn.ne.jp 090-5009-3837

■有松町並みグルメ探訪
昨今の有松には、オリジナルな飲食店が増え、地域一帯に食文化を支えています。
今回、こうした飲食店を一同にご紹介し、絞りモノづくり探訪と連動して昼食か
ら夕食まで有松ならではのメニューによるグルメ探訪として開催します。
日程：５月７日(日) 終日
内容：絞りモノづくり探訪と連動して有松町並み見学し、有松グルメスポットを紹介する
飲食店舗
カフェ＆バル庄九郎
☎052−627−2055

営 11:00〜14:00 ランチ¥1,500(要予約)17:00〜22:00
□

夕食¥2,000〜

T-Ryujyu カフェ
☎052−693−9056

営 10:00〜18:00
□

ランチ Take out 可(要予約)

寿限無茶屋
☎052−624−5006

営 11:00〜15:00 ランチ(要予約)
□

17:00〜21:00 夕食

ダーシェンカ・蔵
☎052−624−0050

営 11:00〜14:00 ランチ
□

14:00〜18:00

営 11:00〜15:00 ランチ
□

湯漬けセット¥1,500

日本料理やまと
☎052−622−3899

一期一会¥2,000

17:30〜22:00 夕食 会席メニュー¥3,500〜（要予約）
さわらび
☎052−625−5084

営 08:30〜18:00
□

ランチ、ケーキ＆カフェ

営 11:30〜14:00
□

ランチ¥1,000

ピエーノ
☎052−624−8088

17:30〜0:00

夕食¥2,000〜

ふじ寿し
☎052−621−5720

営 11:30〜14:00
□

17:00〜22:00

居酒屋あつし
☎052−623−9031

営 17:00〜24:00
□

CAFÉ NaNa
営 07:00〜17:00
□

ランチ¥800〜

☎050−7516−6632 □
営 12:00〜16:00

ランチ¥1,000

☎052−624−2426
MADO マルシェ

※この日は、有松に多くの方々が訪れると思われますので、特に絞り体験にご参加される方は、
事前に昼食のご予約をされることをお薦めします。Take out が可能なお店もありますので、
ご確認ください。

主

催

第３３回有松絞りまつり実行委員会
NPO 法人コンソーシアム有松鳴海絞
問合せ/申込
第３３回有松絞りまつり実行委員会
総合担当者：村瀬 裕（090-3301-8696）murase@suzusan.com
TEL:052-693-9624
FAX:052-693-9634

■参加申込み
モノづくり探訪 １．MADO
※各参加希望のコー
□①10 時〜12 時 30 分

□②13 時〜15 時 30 分

２．早恒染色㈱
□①10 時〜12 時 30 分

□②14 時〜16 時 30 分

スの時間帯を選択し、
□欄にチェックして
ください。

３．観光案内処(西)
コミュニケーションラボ有松(旧山田薬局)
□①11 時
□②12 時
□③14 時
□④15 時
４．やまがみ
10 時から 16 時まで常時開催、自由参加
５．有松鳴海絞会館
□①10 時〜12 時

□②14 時〜16 時

６．ゆはたや
□①10 時〜12 時

□②14 時〜16 時

７．東湯 Shibori Lab
□10 時〜12 時＆14 時〜16 時（終日継続）
８．有松工芸
□①10 時〜12 時

□②14 時〜16 時

参加者氏名

複数参加者の人数

※複数の場合は、代表
者をご記入ください。

他

住

名※代表者を除く

所 〒

連絡先 電

話

携

帯

E-mail
参加ご希望の方は、参加申込書にご記入の上、各申込先または総合担当者
にお申し込みください。定員になり次第締切らせていただきます。

