
因州和紙貼り絵：チャンキー松本

全プログラム予約制とし、参加者同士が十分な距離を確保できるように
定員を設けます。
会場の定期的な換気・消毒を行います。
ご来場の際は、マスクの着用と入り口での検温をお願いします。
プログラムの内容によっては、問診票の記入をお願いします。
当日体温が37.5℃以上の方の入場は制限させていただきます。
各所に消毒用アルコールを準備しております。
「とっとり新型コロナ対策安全登録システム」、及びスマホ用接触確認
アプリ（COCOA）への登録にご協力お願いします。

全プログラム完全予約制

新型コロナウイルス感染予防対策鳥取県大山町長田集落

むきばんだ史跡公園

メイン
会場

サブ
会場

てまひま（鳥取県大山町長田282）｜旧長田分校（大山ガガガ学校） 他

鳥取県大山町妻木1115-4

［常設展示］ 11:00-20:00 （予約制・宇宙料金） 

10月30日（土）-11月14日（日）会期

ITONAMI DAISEN 
ART FESTIVAL 
2021
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イトナミダイセン藝術祭 / ITONAMI DAISEN ART FESTIVAL 2021

2013年に大山アニメーションプロジェクトからはじまった「地域」と「アート」の取り組みも、年々進化を遂
げ、藝術祭となって5年目を迎えます。今年の藝術祭のテーマは、「かえる」。少し立ち止まって、自分たちの歩ん
できた道を振り返ることで、未来をよりよいものに変えることができるかもしれない。星がめぐり、時がめぐ
り、命がめぐり、めぐりめぐって、すべてはひとつに還ってゆく。それぞれの「かえる」に出会える16日間のイ
トナミとともにある藝術の祭典を一緒に楽しみましょう♪

A
旧高麗尋常小学校長田分校。1950年に
現在の木造校舎が完成し、1976年に廃
校となる。2016年からは、「大山ガガガ
学校」の拠点として活用されています。

旧長田分校（大山ガガガ学校）
Old Nagata SchoolTEMA-HIMA Gallery & Cafe

MIHASHIRA Pole

明治13年に建てられた古民家を古きよき
昔の姿のまま残し、2016年にオープンし
た多機能（飲食・宿泊・ギャラリー）施設。
みんなの交流拠点になっています。

てまひま ランチ・カフェ
ショップ・ギャラリー

2020年、藝術祭で力
を合わせて人力で建
てた長田産ヒノキの
一本柱。長田集落を
見守る。

E Clearing area in Nagata

かつてはたくさんの梨畑があった孝霊山
側の開墾地。現在は、栗、ブルーベリー、ブ
ロッコリーなども栽培されている。日本
海が見渡せる絶景エリア。

開墾地エリア

C Kurumaya

藝術祭期間中、離れをミニギャラ
リーとして開放。車屋は屋号。

車屋ミニギャラリー
占い部屋

M Mukibanda Site

国内最大級の弥生時代の集落を公開して
いるフィールドミュージアム。復元した
竪穴住居や展示館の見学、火おこしなど
の様々な弥生体験もできる。

鳥取県立むきばんだ史跡公園

長田集落ってどんなとこ?
孝霊山の裾野に広がる長田集落。現在、約50世帯150人ほどが暮らしてい
ます。むきばんだ遺跡にも隣接し、古来から文明がいち早く開花してきた
集落です。現在でも大清水、上清水と豊かな水に恵まれ、稲作や梨などの農
業も盛んです。集落の眼下には美しい日本海が広がります。

/アートディレクター/

/アートコーディネーター/ 薮田佳奈  / Kana Yabuta

2013年より大山町長田集落在住。毎年その年だからできること、
その年のご縁を大切に、全力で藝術祭を楽しむ。想像を創造へ。

2015年に大山町長田集落に古民家を購入。2016年に様々な機能を
もつ複合施設『てまひま』をオープン。今年のテーマは「自己信頼」。

大下志穂   /  Shiho Oshita Beday

2013年活動を開始。「イトナミダイセン」というコンセプトのもと、「暮らし」
と「アート」の間に境界線をなくし、「イトナミ」そのものをアートする暮らし
を実践中。イトナミダイセン藝術祭主催。

/主催/ こっちの大山研究所 Daisen Laboratory
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※ご予約は、メール(daisenlabo@gmail.com）または、電話(080-4026-6017）まで。

新型コロナウイルス感染予防対策にご協力お願いします。

・ご来場の際は、マスクの着用と入り口での検温をお願いします。
・当日、体調のすぐれない場合は、ご来場をご遠慮ください。
・会場では人と人との間隔を十分に確保してください。
・対面接近や密状態をさける工夫を各自行ってください。

全プログラム完全予約制

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

旧長田分校タイムテーブル

朝の公演 『疫病神‒ヴァリアント‒』 （目黑大路）

夜の公演 『疫病神‒ヴァリアント‒』 （目黑大路）

10:00 D

19:00 20:00A

トーテムポールを建てる&奉納セレモニー（北村裕寿 他）13:30 16:00 D

 童心にかえる陶芸実験室 （徳田喜美子）10:00 12:00

11:00 20:00

絵本から影絵が生まれるまで （hoshifune☆）14:00 16:00 A

14:00 16:00 A

農神殿奉納祭 （hemo ness）13:30 15:00 E

糸曼荼羅ワークショップ （張楚靈）13:30 17:00 A

糸曼荼羅ワークショップ （張楚靈）13:30 17:00 A

出張藍染体験 （天野尚）13:30 15:30 A

 童心にかえる陶芸実験室 （徳田喜美子）13:30 15:30 A

よしとの新感覚紙芝居ライブ （よしと）13:30 14:30 A

A

 ドリームキャッチャーづくり （Makiyo）

 ドリームキャッチャーづくり （Makiyo）

10:00 12:00 A

 ご縁を結ぶ水引教室『お正月飾り』 （gocco）10:00 12:30 A

10:00 12:00 A

 ご縁を結ぶ水引教室『みょうが結びのアクセサリー』 （gocco）10:00 12:00 A

10:00 11:00  祈りの言葉オリ （今出恭子）A

10:00 11:30  パン職人の創造性 （出井亘）B

ヒンメリでリースづくり（薮田佳奈）

ヒンメリでリースづくり（薮田佳奈）

14:00 16:00 A

14:00 16:00 A

 終わりで始まりの発表会 （hoshifune☆ 奥田さやか 他）14:00 16:00 A

19:00 21:00A

ドキュメンタリー映画上映会『つ・む・ぐ～織人は風の道をゆく～』 （吉岡敏朗）

ドキュメンタリー映画上映会『日本列島祈りの旅』 （吉岡敏朗）

19:30 21:00時空トークショー（POPちゃん、大下志穂）

18:00 20:00A『MIHASHIRA-ミハシラを建てる』上映＆お話会 （北村裕寿  越野KEYOSSIE・貴義  大下志穂）

16:46 18:30M『KOLOWA ~月蝕 Lunar Eclipse~』公演 （hoshifune☆ 大西匡哉 大西奈津子 キラ）

15:00 17:00 A 祈りの踊りフラカヒコ （今出恭子）

A てまひまB 車屋C ミハシラD 開墾地エリアE

[常設作品展示]
むきばんだ史跡公園M

C

※１時間ごと入替え制（50分鑑賞/10分換気） 11:00-20:00

新感覚誕生日占い「アマノとハラダ」 （プロアマノ）

11:00 20:00 C新感覚誕生日占い「アマノとハラダ」 （プロアマノ）

11:00 20:00 C新感覚誕生日占い「アマノとハラダ」 （プロアマノ）

11:00 20:00 B星詠みカードリーディング （大下志穂）

11:00 20:00 B星詠みカードリーディング （大下志穂）

11:00 17:00 B絵本カフェ『虹屋』 （のいのい）

※オンラインライブ配信あり

※オンラインライブ配信あり

※オンラインライブ配信あり



森で拾われた使われなくなったミシン糸
に命を吹き込めたら…。そんな想いでつ
くった動物たち。

［会場］ てまひま蔵ギャラリー

［会場］ てまひま納屋ギャラリー1F

常設展作品＆アーティスト
[オープン] 11:00-20:00  完全予約制 （鑑賞50分/換気10分）
11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00
入場料は,「宇宙料金制」を導入します。自分が受け取った金額お支払いください。

『Crystals of Astrology』
西洋占星術をベースに惑星、星座、
数、エレメントのそれぞれのシンボ
ルとイメージを融合させた、43枚
セットの細密ペン画作品。

「道」のひとつである剣道。時間を操
り、映像と音をリミックスすること
で、現実でありながら、非現実にも
みえる映像x音楽の作品。まるでリ
ズムを刻む剣士の舞。

『うちへかえろう』
家にある襖を自分なりのアートに"変え
る"。人が家に"帰る"時、安堵感を感じる
ことができるよう、その絵を観た時、自
分の内に"還る"ことができるよう、和紙、
アクリル絵の具、ペンを用いて制作した
作品。

『Cartolina silhouette』
1ヶ月に一度ぐらいだったろうか。10年間
続いた、昔ここに住んでいた「僕」と、今こ
こに暮らす「私」との郵便葉書のやりと
り。それは一つの物語のように。和紙の製
作、謄写版印刷に取り組んだ最新作品。

［制作］ 株式会社クルード・ワークス ［会場］ てまひま蔵ギャラリー

ヴァーチャルリアリティ体験 『宇宙絵巻』  
コロナ禍の中、さらに加速して浸透しつつあるヴァーチャルリア
リティ（VR）の世界。昨年、張楚靈が発表した11mの作品『宇宙絵巻』
をVRで楽しめる作品を実験的に制作。上下左右360度に広がる世
界を体験・体感してみてください。

［会場］ 車屋ギャラリー

［会場］ てまひま納屋ギャラリー2Fカトリーナ  シルエッテ。

［会場］ 車屋ギャラリー

［会場］ てまひま母屋ギャラリー　

『森羅万象』
森に廃棄されていた糸から生まれ
たストリングアート。世界の全て、
宇宙の様々をイメージした作品。

『SWORDPLAY』
Kendo players become tools of rhythm 
in a time-bending, reality-remixing 
video performance.  Featuring Kana 
Yabuta and Tomoe Koiso.

ジェレミー・べデイ / Jeremy Beday

ライター、コンポーザー、映像作家。ミシガン州デトロイト出身。
2013年、結婚を機にアメリカから大山町へ移住。日本の文化に
魅せられ、日本とアメリカを行き来しながら、日本の地方文化や
歴史を題材にした映像と音楽の作品を制作する。

鳥取県米子市出身。2017年、身近な人の病気をきっかけに、心で
感じるものを大切にしたいと絵を描き始める。言葉にするのが
難しい、心が動いた時に湧き上がる一瞬一瞬の感覚を、様々な画
材を用いて線や点、形、色を重ねてインスピレーションで表現
し、画面上に調和した世界を創り上げることを楽しんでいる。

NeccoKanako

鳥取県米子市出身。1985年生まれ。乙女座。絵本作家。現在、
山の中に佇む茅葺民家で、こっそりと賑やかに楽しい毎日
を送っている。ひらめきのように、産まれでる空想を食べ
ては作品にしていく。ものをつくる喜びに胸躍らせる今日
この頃。

『手びねりの世界』
閃きを大事にひとつひとつ丁寧に焼き上げた
陶のランプや花器など。手びねりのおおらかで
あたたかい作品をお楽しみください。
［会場］ 車屋ギャラリー 

徳田喜美子 / Kimiko Tokuda

若桜町の森住まい。75歳になる今も
なお、創作意欲は増すばかり。毎年、
新作を生み出し続け、個展やグルー
プ展など精力的に開催。

『さまざまにかえる』
色んな意味がある「かえる」を色んな
想いを込めて描いた絵たち。小さい絵
から大きな幸せが生まれますように。
［会場］ てまひま母屋ギャラリー

ジェシカ / Jeshika

※実際の作品は150x150cmの衝立作品。

『森へかえる』kyoron

マロニエファッションデザイン専門学校オートクチュール
科卒業。ベビー服のデザイナーとして勤務後、kyoronとして
の活動をはじめる。洋服にとどまらず、人形、ぬいぐるみ、ミ
シン刺繍、小物なども手がけ、とどまるところのないアイデ
アと、ものづくりへの情熱。

台湾台北市出身。12歳より日本へ移住。幼少期より芸術に興
味を持ち、中国伝統文化、少数民族文化や宗教美術、神秘学に
感銘を受ける。様々な目に見えないものやエネルギーを、目
に見えるものへ表現することに関心を寄せ、「視覚瞑想」を大
きなテーマに作品を制作し続けている。

張楚靈／Chuling Chang
チャン    ツーリン

ヨミガエルプロジェクト

糸曼荼羅

安藤真央 / Mao Ando

てまひま納屋ギャラリーで新作の絵画作品の展示もあります。

［出演］ 薮田佳奈、小磯智江

ヨミガエルプロジェクトとは？
愛犬ロックと水源の森を散歩していたある日、廃棄さ
れた大量のミシン糸が目にとまりました。どうしよう
か迷いましたが、数日後、森に戻って、すべての糸を救
出し、清水で洗って、天日干しすると、すっかり息を吹
き返したのを感じました。一度は捨てられた糸がひと
の手によって「ヨミガエル」姿をみたい、と始まったプ
ロジェクトです。 （アートディレクター 大下志穂）

ヨミガエルプロジェクト



［会場］ てまひま納屋ギャラリー

『麻の葉タペストリー』
フィンランドの伝統装飾で、「光のモ
ビール」といわれるヒンメリ。自分たち
で収穫した大山こむぎでストローをつ
くり、ヒンメリを作り上げていく。今年
は、「魔除け」の意味もある日本古来の
「麻の葉」文様をモチーフにひとりひと
りのヒンメリつなげた作品。

『農神様』
人口が少ないのに農業が盛んなのは、農
神様のご加護のおかげ。後継者不足とい
われる2021年、農神様が、今、ここ大山町
にその姿を現す。農神殿と御神体、農精
霊ノダマのインスタレーション作品。

現在進行形で仕事として農業をやっている中
で、自身のアイデンティティと元々ある農業の
カタチの間で生れた葛藤や理想と現実、夢など、
言葉にできない色々なモノをカタチにしよう
と、今回、「農」をテーマに作品を創作。 

［会場］ 開墾地エリア

hemo ness

鳥取県大山町（旧中山）出身。幼少期のひとり遊びは、チラシの裏
のラクガキ。美術、マンガ、アニメはずっと好き。青年期からスト
リートカルチャー、ストリートアートに傾倒しつつ、ライブペイ
ントに出会う。ライブハウス、クラブ、アートイベント等で活動。
現在、実家の農業を手伝いながら、表現活動を模索している。

『トーテムポール カエル』
カエルが卵から生まれ、成長し、死を迎え、あの世へ帰
り、そしてまたヨミガエル。その一連の流れは、「あり
がとう」の感謝そのもの。たくさんの人を迎え入れ、無
事にカエルを願い、よりよい未来にカエル想いを込め
て建てる地上７.5mのトーテムポール。デザインと絵
付け、仕上げを担当。11/7に建立予定。

トーテムポールの建立に当
たって、山や木のプロフェッ
ショナルたちが関わってくれ
ました。山や木を守ってきた
人たちにありがとう。

よしと / Yoshito

島根県松江市在住。好きな食べ物は唐揚げ
白飯。特技は物忘れと感謝。ボコボコだけ
ど、そんなありのままの自分をたくさんの
人達の助けを借りて、ひたすら「楽しい！！
」をテーマに多分野で活動中。これまでに
10冊の絵本を出版。

イトナミダイセン・ヒンメリ部 / Himmeli Club

2020年より本格的に活動を開始。小麦の収穫から、ストローづ
くり、そしてヒンメリづくりまで、小麦の産地大山ならではの
豊かな循環を楽しむ活動。ヒンメリに使用している品種は大
山こむぎ「銀河のちから」。随時部員募集中。

イベント・ワークショップ  など

A

北村裕寿さん・北村誠さん（宮大工）
清水泰さん（林業）
那須輝男さん（チェンソーアート）　

あのよへカエル10/5に新月伐採。
果たして、11/7の建立に
間に合うのか！？

「おはぐろ」と呼ばれる杉木を伐る前の祈り・歌・お清め

デザイン画を見ながら絵付け

杉皮剥ぎ

※後日、焼いたものをお渡しします。

/プロフィール/  ほしふね☆  hoshifune☆
「自然」「風土」「夢」から得たインスピレーションを元
にわたなべなおかの身体感覚を通した経験から創作
した物語を、バリ仮面舞踊家の小谷野哲郎が演出。影
絵や舞、語り、仮面を駆使して舞台作品化し、全国各
地を巡っている。

［日　時］ 10/30（土）、11/3（水祝）、11/10（水） 
　　　　 11:00-20:00（30分刻み） 

［会　場］ 車屋ギャラリー　［参加料］ 500円 

疫病神でございます。昨今は、お騒がせして、大変
申し訳ございません。その代わりと言ってはなん
ですが、わたくし、疫病神が、貴方様に祓われます。
わたくしが、貴方様に近寄ったとき、疫病祓いの小
豆を全力で投げていただければ、わたくし、もんど
り打って退散致します。世界の敵、疫病神を心ゆく
まで、お祓いください。わたくしを祓った暁には、
貴方様に無病息災・不老長寿、そして安心安全が訪
れます。　

疫病神 -ヴァリアント-

まずは、祓いましょう

/出演/ 目黑大路
30
土

「結局、性格のままに生きている人が一番強い！」
をコンセプトに性格占いをしています。繊細な
アマノか、パワフルなハラダ。あなたはどっち!?
 「アマノとハラダ」バッチ付き!

D

アマノとハラダ 
新感覚誕生日占い

/占い手/ プロアマノ
30
土
3
水
10
水C

/プロフィール/  プロアマノ
1980年生まれ、島根県在住。約10年前から誕生日と性格の関係性を統
計しながら、自分を好きであることの大切さを調べ、現在、独自の性格
占いを考案中。既婚者、奥さんと息子三人。好きな食べ物は天下一品の
ラーメン。

「粘土のあるところに人は住む」ともいわれ、採取した孝霊山の原土（粘土のもと）
を使っての実験的陶芸と、陶芸用粘土で好きなものを自由に作って楽しむ陶芸教
室です。焼き上がりの違いをお楽しみください。

原土と粘土はどう違う？

/講師/ 徳田喜美子
31
日
13
土A

［日　時］ 10/30（土） 14:00-16:00 
［会　場］ 旧長田分校
［参加料］ 一般 2,000円 高校生以下 無料
［定　員] 20名

［日　時］ ①10/31（日） 10:00-12:00
               ②11/13（土） 13:30-15:30
［会　場］ 旧長田分校　 ［定　員] 6名
［参加料］ 一般 2,000円 高校生以下 無料
　　　　 ※焼き代別料金（大きさによる）
［持ち物］ エプロン、ぞうきん

絵本から派生して生まれた「影絵」と「仮面」の総
合芸術 hoshifune☆の作品ができるまでの秘話
とともに、影絵の裏側、声をはじめとする表現方
法、仮面をつけることから生まれるものを体感
し、感じるワークショップ形式のトークライブ。

絵本から影絵が生まれるまで

童心にかえる陶芸実験室

物語作家とバリ仮面舞踊家の出会い

/出演/ hoshifune☆
30
土A

/プロフィール/  目黑大路
舞踏家・振付家・芸能者。元藤燁子に師事。2016年、旅回り一座 ゑびす大黑座
を立ち上げ、様々な地域で巡業を行う。洋の東西を問わず、様々な文化を折衷
した出し物を興行している。 2018年より、学生や様々な地域の住民と、地域
社会が抱える問題を題材に「舞踏ミュージカル」の創作・演出を行っている。

朝の公演
［日　時］ 10/30（土） 10:00-10:30 
［会　場］ ミハシラ前　
［参加料］ 無料

夜の公演（大人向け）
［日　時］ 10/30（土） 19:00-20:00
［会　場］ 旧長田分校
［参加料］ 3,000円　[定員] 30名

せ
い
ね
ん
に
カ
エ
ル

う
ま
れ
カ
エ
ル

あ
か
ち
ゃ
ん
に
カ
エ
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に
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え
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お
と
な
に
カ
エ
ル

「SS改ヘモ式」（果樹農薬散布車）展示予定。

※希望の時間帯をお申し込み時に明記ください。



［日　時］ 11/2（火） 14:00-16:00
　　　　 11/13（土）  10:00-12:00
［会　場］ 旧長田分校　[定　員] 8名
［参加料］ 2,000円  ※ヒンメリ部員は無料    
[持ち物] ハサミ、ものさし、タオルか手ぬぐい

フィンランドの伝統的装飾品のヒンメリ。今回は、
クリスマスにもぴったりのリースをでつくりま
す。糸を繋げることで立体になっていく瞬間の感
動をお楽しみください。

ヒンメリでリースづくり
大山こむぎ「銀河のちから」で

/講師/ 薮田佳奈

/講師/gocco 藤原京子

/プロフィール/ Makiyo
横浜出身のシンガーソングライター。「大地のうたうたい」と呼ばれる歌声
を持ち、自然からのメッセージを世界中の人に伝えている。また、十数年に
わたりネイティブアメリカンの地を訪ね、共に生活しながら、彼らの生き
方や叡智・文化を肌で感じ、学ぶことを続けている。

/プロフィール/ 薮田佳奈
2015年に大山町に移住。藝術祭の会場でもあるてまひまを管理運営。
2020年からヒンメリ姉妹の片割れとしてヒンメリ作りを開始。今年に
入って、思い描いたものをスムーズに形にできる喜びを知り、夜な夜なヒ
ンメリの制作に没頭している。

/プロフィール/ 大下志穂
一年の半分はアートプロジェクトや藝術祭を企画・運営しながら、宇宙とと
もにある人のイトナミを研究する中、2019年に占星術と出会う。もっと気
軽に星の世界を暮らしに取り入れてほしいという思いから、自ら「星詠み
カード」を企画・デザイン・制作。星to人研究室主宰。

［日　時］ 11/3（水祝） 10:00-12:00 
　　　　 11/9（火） 14:00-16:00　
［会　場］ 旧長田分校
［参加料］ 2,000円　 [定員] 10名

ネイティブアメリカンに伝わるドリームキャッ
チャーは、ネットが蜘蛛の巣を表し、悪い夢をつか
まえ、良き夢が穴を通り抜け羽を伝わり降りてくる
とされています♪

ドリームキャッチャーづくり
悪い夢をつかまえてくれる

/講師/Makiyo

［日　時］ 11/2（火）、11/11（木） 
　　　　 11:00-20:00（30分刻み） 
［会　場］ てまひまカフェ　
［参加料］ 3,000円（20分）

オリジナルの星詠みカードをつかって、
星のメッセージを詠み解きます。

星詠みカードリーディング
あなたと星の対話

/占い手/ 大下志穂
2
火
11
木B

ドキュメンタリー映画上映会

① 『つ・む・ぐ ～織人は風の道をゆく～』

映画監督吉岡敏朗さんと観る

/出演/吉岡敏朗

/講師/ 今出恭子（Anuhea）

4
木A

2
火
13
日A

3
水
9
火A

3
水A 古来から大切なものを守るものとして

受け継がれてきた水引で、新しい年を迎
えませんか。約30色の中から、好きな色
を選んでお正月飾りをつくります。

植物のみょうがに似ている「みょうが結
び」は「冥加＝神仏から知らず知らずに
受ける加護」という言葉にも繋がりま
す。つけ心地もよく、軽いのがポイント。

ご縁を結ぶ水引教室
日本の伝統をふりカエル5

金
6
土A

祈りの踊りフラカヒコ
ハワイの伝統文化を学ぶ①3

水A

祈りの言葉オリ
ハワイの伝統文化を学ぶ②7

日A

絵本作家「よしと」自身が、絵やお話の他、
音楽、歌、演出、パフォーマンスまで、とこ
とんこだわって作っているすべてがオリ
ジナルの紙芝居ショー。大人も子どもも全
力で楽しめちゃう参加型の紙芝居です。

よしとの新感覚紙芝居ライブ
新感覚！歌って踊れる参加型

/出演/ よしと

［日　時］ 11/3（水祝） 13:30-14:30
［会　場］ 旧長田分校
［参加料］ 一般1,000円  中学生以下 500円
[定    員] 30名

開墾地エリアの４カ所に設置された『農』に関す
る課題のクリアし、ゴールの農神殿で組み合わ
て完成させ、最後にみんなで奉納する参加型イ
ンスタレーション。
①たがやす ②たねまき ③かんり ④しゅうかく
の農業の４つの工程を疑似体験し、農作物ので
きる楽しさを味わいながら、お祭りをお祝いし
ましょう。

農神殿奉納祭
４つの関門超えて行け！

/案内人/ hemo ness
31
日E

［日時］ 10/31（日） 13:30-15:00    ［集合］ 旧長田分校    ［参加料］ 宇宙料金

農の精霊が
神殿までご案内

［日　時］ 11/4（木） ①14:00-16:00  ②19:00-21:00  
［会　場］ 旧長田分校　[参加料］ 一般 2,000円   高校生以下 無料   [定員] 30名

［日　時］ ①11/5（金） 10:00-12:30   ②11/6（土） 10:00-12:00  
［会　場］ 旧長田分校　  [参加料］ ① 2,500円   ②2,000円      [定　員] 12名

魂が宿る服を作るためにタイに渡った
デザイナー。終末期の患者に寄り添う
活動を始めたドクター。土と共に生き
ることを決意したシンガー。何が彼ら
をそうさせたのか？そしてどこに向か
おうとしているのか？タイ東北の村人
たちが織る布を軸に命の姿がつむがれ
てゆく制作期間８年の情熱作。 
-98分-2013年作品

② 『日本列島祈りの旅』
かつて日本の各地には、歴史の表舞台
に登場すること無く追放され、また消
えていった多くの民族が住んでいた。
平和に見える大地には、多くの殺戮と
とも怨念が封印された。その封印を解
く“祈りの旅”が2016年から始まった。
この映画は、その封印されし魂たちの
鎮魂の旅、生と死の美しさを描くもの
である。 -92分-2021年作品

［日　時］ 11/3（水祝） 15:00-17:00 
［会　場］ 旧長田分校　［定　員] 10名
［参加料］ 一般 3,000円  中学生以下 1,500円

/プロフィール/ 吉岡敏朗
1956年 松江市出身。大学で映画の監督法を学び、卒業後様々なジャンル
の映画・映像制作を行い、作品本数は300を超える。高校の頃より日々ヨガ
を実践、また福岡正信との出会いを契機に自然農法の援農も行うなど、ド
キュメンタリー映画作法の原点には自然の哲理が息づく。受賞歴多数。

/プロフィール/ 今出恭子（Anuhea）
大山町御来屋出身。2001年より、オアフ島カイルアのクムフラ(フラマスター)に師事。2007年
から自身でフラを教え始める。2015年エキスパートダンサーとしての称号オーラパを授か
る。2021年4月、大山町にUターンし、地元御来屋にて、大山フラ教室Maunanui(マウナヌイ)を
開講。コロナ禍でハワイに行くことができないながらも、オンラインで修行を続けている。

/プロフィール/ gocco 藤原京子
大阪府出身、2016年大山町に引っ越し、2020年末より長田集落在住。フ
リーランスグラフィックデザイナー、水引作家。山陰両県をフィールドに、
ワークショップやイベントを行う。ふとしたきっかけで始めた水引だっ
たが、ご縁が繋がり、「gocco」のブランドで水引を結び続けて早5年。

①お正月飾り ②みょうが結びのアクセサリー

さとうさぶろう
船戸崇史  Yae

出演

天外 伺朗 アシリ レラ
口羽 秀典 黒田 月水

出演

Scorpio

sign

Pluto

planet

Five 5

house

講師アヌヘアが愛する地元大山の夏の情景をハ
ワイ語の歌詞とパフドラムで踊るフラカヒコ
(古典フラ)を創作。今回はこのスペシャルなナ
ンバーを踊ります。

［日　時］ 11/7（日） 10:00-11:00     ［会　場］ 旧長田分校　［参加料］ 無料

ハワイの祈りの言葉、詠唱であるオリ。今回は、
トーテムポールの建てるときの掛け声としても
唱えられるオリなど学びます。

※２本観られる方は、500円割引　



10月の新月に大山の赤松の谷から大きな杉の
木を伐り出し、短期間でつくりあげていくカ
エルのトーテムポールは、職人や達人の技と
経験、チームワーク心意気の結集であり結晶。
当日は全長約11メートルのトーテムポールを
立ち上げます。求む、人力＆声援‼

/陣頭指揮/ 北村裕寿・誠

※当日、建立から奉納まで、ライブ配信します！URLリンクは、
Facebook等のSNSやWEBサイトで告知します。お見逃しなく！

トーテムポールを建てるD 古来からの伝統技術で

トーテムポール建立奉納セレモニー

7
日

［日　時］ 11/7（日） 13:30-16:00 
［集　合］ ミハシラ前　［参加料］ 宇宙料金
［持ち物］ 軍手、水分

小谷野哲郎(バリ伝統仮面舞踊）
今出恭子（Anuhea ）（古典フラ）
Makiyo（ネイティブアメリカンソング）
薮田佳奈（観音舞）

/講師/ 張楚靈

/プロフィール/ のいのい
東京にある小さな絵本屋『ニジノ絵本屋』で前店長を
務める。現在、地元島根に戻り、不定期にニジノ絵本屋
の絵本×お茶会を開催。

/出演/北村裕寿 越野・KEYOSSIE・貴義 大下志穂

［日　時］ 11/6（土） 13:30-15:30
［会　場］ 旧長田分校　[定　員] 10名
［参加料］ 手ぬぐい 2,500円、Ｔシャツ 4,000円
　　　　 ストール 5,000円
[服　装] 汚れてもよい格好（黒っぽいもの）

手ぬぐい、ストール、Tシャツから染めたいも
のを選んで、オリジナルデザインに仕上げて
もらいます。

出張藍染体験
天野紺屋

/講師/ 天野紺屋5代目 天野尚

/主催/ジュクン・ミュージック

/プロフィール/ 天野紺屋5代目 天野尚
幼少の頃から藍色を身近に感じながら育つ。京都、成安造形短期大学で
染め織りを専攻し、帰省後、祖父圭のもと藍染の技術、管理を学ぶ。祖業
である糸染めと同時に、布の型染めにも取り組み、「藍型染め」を始める。

/ プロフィール / POPちゃん
あたらしいシャーマン。世界的に覚醒が凄い勢いで進んでい
く現在。情報発信やセッションを通じ、地球と人間と宇宙を
シンクロさせる「小さなお手伝い」を全国で行なっている。

6
土A

『KOLOWA ~月蝕 Lunar Eclipse~』公演
影絵と音楽とアニメーションとダンス13

土M

『MIHASHIRA-ミハシラを建てる』上映＆お話会
みんなで語る6

土A

［日　時］ 11/14（日） 10:00-11:30　
［会　場］ てまひまカフェ　[定　員] 10名
［参加料］ 宇宙料金

一番イトナミに近いアートは、パンといえ
るかもしれない。経験に裏付けされた思考
の向こうにある領域。パン作りのお話と
新作パンアート作品のお披露目。

パン職人の創造性
職人の手語り

/講師/出井亘
14
日B

［日　時］ 11/5（金）、11/10（水）13:30-17:00
［会　場］ 旧長田分校　　[定　員] 6名
［参加料］ 4,500円（材料代込み）

初心者向けのシンプルな円のマンダラをつくります。
無心で数を数え、糸かけに没頭する瞑想的な時間を一
緒に過ごしましょう。糸は用意しておりますが、使って
みたい糸の素材があれば、お持ちください。

糸曼荼羅ワークショプ
小さな宇宙に出会う5

金
10
水A

昨年の藝術祭で、宮大工の北村兄弟の力をかり
て、長田集落に建てたミハシラ。
映像作家の越野・KEYOSSIE・貴義さんが参加
者のインタビューなども加え、ドキュメンタ
リー映像にまとめてくれました。ミハシラとは
なんなのか、なんだったのか。
［日　時］ 11/6（土） 18:00-20:00
［会　場］ 旧長田分校
［参加料］ 宇宙料金
[定    員] 30名

［日　時］ 11/12（金） 19:30-21:00
 ンライン（Zoom）  ［参加料］ 宇宙料金

9
火B

絵本をつくる絵本屋、『ニジノ絵本屋』が出版
した絵本を紹介する移動絵本屋さん。好きな
絵本をながめながら、のんびりまったりお過
ごしください。

絵本カフェ「虹屋」
ニジノ絵本屋の絵本を楽しむ

/店長/ のいのい

［日　時］ 11/9（火） 11:00-17:00
［会　場］ てまひまカフェ

天空に煌々と輝く星。地中に輝きをひそめる水晶。鉱
物は地球46億年の歴史のカケラであり、地球という
「星」の生き証人。「水晶」と「瑪瑙」を手がかりに異なる
タイプの存在が同じ星で共存・共栄し、イトナミ続け
る道に想いを馳せる夜をお届けします。

時空トークショー
水と星、水晶と瑪瑙

/プレゼンター/ POPちゃん 大下志穂
12
金

鳥取県立むきばんだ史跡公園で開催プログラム

［日　時］ 11/13（土） 16:46-18:30 　　［会　場］ むきばんだ史跡公園  
［参加料］ 一般 3,000円 高校生以下 1,500円 　中学生以下 無料　 [定員] 50名       

アフリカに古くから伝わる物語。
アフリカで実際に体験した今の物語。
古今の物語を紡ぎ、影絵と音楽とダンスで誘
う想像力の向こう側へと広がる世界へ。
私たちはなぜ、歌い、踊り、祭るのだろうか。

同時開催中の「むきばんだフェスタ」秋のライトアップ11月13日（土）-14日（日）では、
hoshifune☆のよる竪穴住居内影絵インスタレーションあり！

チャン ツーリン

※予約申し込みのあと、参加URLなど詳細をお送りします。

※ここだけしか食べられないパンのお土産付き!

※予約申し込みのあと、URLなど詳細をお送りします。
［視聴料］ 2,000円（終了後1ヶ月視聴可能）

臨場感溢れるオンラインライブ配信同時開催！

[出演］

hoshifune☆（影絵/仮面）
大西匡哉（アフリカン音楽）
大西奈津子（アフリカンダンス）
キラ・デイン（アニメーション）
クリス・ハリントン（配信テクニカル）

[出演］

[協力］

/プロフィール/ 出井亘　パン職人。（株）麦ノ屋代表。大山こむぎの発起人。

藝術祭もいよいよ最後。さらなる未来へ向かっ
て、尽きることのない創造性。みんなで楽しく
フィナーレを迎えましょう。

［日時］ 11/14（日） 14:00-16:00　[会場］ 旧長田分校 　[参加料］ 宇宙料金

/プロフィール/  奥田さやか
兵庫県加古郡稲美町出身。鳥取県境港市在住。2011年からうたうたいとな
る。ギターの弾き語りをしたり、シンガーソングライター持田陽平（hiuta）
とのユニット「マイトリー」のボーカルとして活動。2019年11月第一子を
出産。子育てと音楽活動の良い関係を模索している。

/プロフィール/  チャンキー松本
香川県出身。1967年生まれ。イラストレーター、絵本作家、音頭歌手
など様々な顔をもつ。2018年よりEテレ「英語であそぼ！」に切り絵
で出演。「大山ワワワ音頭」プロデュース。藝術祭ビジュアル画担当。

終わりで始まりの発表会
藝術祭の最後を飾る14

日A

hoshifune☆（影絵/仮面）
ジェレミー・べデイ（映像作品）
奥田さやか（歌）
チャンキー松本（大山ワワワ音頭 ）
クリス・ハリントン（配信テクニカル）

[出演］

[協力］

※当日、発表会の模様をライブ配信します！チャンキー松本さんもリモート出演！
URLリンクは、Facebook等のSNSやWEBサイトで告知します。お見逃しなく！



ランチ＆夕ごはん カフェ

大山町長田集落
鳥取県西伯郡大山町長田

てまひま 大山町長田282

むきばんだ史跡公園
鳥取県西伯郡大山町妻木1115-4

こっちの大山研究所｜鳥取県西伯郡大山町妻木578-2（妻木ハウス内）

最新のスケジュールは、ホームページ及び
Facebookイベントページをご確認ください。

/駐車場について/
駐車場の場所は、会場マップをご参照ください。
駐車場に限りがありますので、乗り合わせてお越しください。
また、時間に余裕をもってお出かけください。

/最寄り駅からの送迎について/
駅からの送迎が必要な場合は、事前に事務局まで
ご相談ください。

/ボランティアの募集について/
藝術祭をお手伝いしてくれるサポーターを募集しています!

［主催］こっちの大山研究所  
［共催］鳥取県（令和３年度工芸・アート村推進事業) 
［助成］202１年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業
［協賛］（株）創伸  麦ノ屋
［協力］大山町  長田自治会  鳥取県立むきばんだ史跡公園  ギャラリア大正蔵
［表紙イラスト］チャンキー松本 ［デザイン］大下志穂　
［アートディレクター］ 大下志穂   ［アートコーディネーター］薮田佳奈　

山陰道大山IC・淀江ICより 車で5～７分
最寄り駅 JR大山口駅・JR淀江駅

TOTTORI
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土
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６
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30
土ニコニコお野菜ランチ  1,200円

無農薬のお米と季節のお野菜やハーブ
を使った 、身体に優しい心踊るお弁当
です。

はなあみ
/店長/ 白石理沙 （米子） はなあみ

/店長/ 白石理沙 

食べてほっこり！わっぱの食卓 1,100円 

よしぱんランチボックス 1,300円 

卵をたっぷり使った特製のだし巻き卵
など、ひとつひとつ丁寧に味付けした
懐かしく優しいわっぱ飯です。

なつの食卓
/店長/ 島谷夏帆 （米子）

玄米揚げおむすびと秋の恵みのスープ 1,200円 
あつあつ玄米揚げおむすびと、畑から届
く季節の恵みのお野菜をたっぷり使った
スープと小さなおかずのランチです。

cafe 七草
/店長/ 中村佳世 （南部）

丸ごとフランスパン１本サンド 1,000円
食べやすい食感の大きめパンを丸ごと
使った野菜・肉・魚の３種類を一度に味わ
えるボリュームたっぷりなサンドです。

muginoya

//ランチ＆夕ごはんの注文・販売について//

メール  daisenlabo@gmail.com   電話 080-4026-6017

メール  daisenlabo@gmail.com  
電話 080-4026-6017

/店長/ 出井亘 （米子）

奥出雲の恵み竹蒸し３色弁当  1,200円
奥出雲で採れた猪の佃煮、平飼い有精卵、
自家栽培の無農薬野菜の3色丼を竹に入
れてお渡しします。天然茸スープ付。

蔵宿うずまき
/店長/ 山田洋介 （奥出雲）

ひとつひとつ丁寧に仕込んだおかずと
キッシュやサンドイッチが入ったよくば
りなランチボックスです。

ベーカリーよしぱん
/店長/ 栗田由美 （大山）  

創作スパイスカレーbox  1,200円
スパイスたっぷりのチキンカレー
×キーマカレー×豆カレーをまと
めてご賞味あれ！

せかいのまんなか
/店長/ マサ （鳥取）

選べるおむすび弁当 850円
①氣愛の塩、大山わかめ
②ネギ味噌、焼きサバ
③鶏ラー、生ハムクリームチーズ

バリご飯の代表ナシ・チャンプール。
スパイスとハーブをふんだんに使った
バリ伝統料理の詰め合わせ弁当です。

おむすび屋 ひとむすび
/店長/ おにぎりくん （大山）

・ 基本的にご予約のみの販売となります。
・ 5日前までに下記メールか電話でご予約ください。
・ランチの販売12:00～、夕ごはんの販売18:00～です。

［場所］てまひま ［時間］ 13:30～17:00

ナシ・チャンプール・バリ弁当  1,200円

waroeng ☆ ほしふね
/店長/ 小谷野哲郎 （アーティスト）

31
日

6
土
０からコーヒー研究所
/店長/ 瀧山雅人～

お問合せ/予約

[メール] daisenlabo@gmail.com   [電話] 080-4026-6017
[ホームページ] http://www.itonamidaisenartfestival.com
[フェイスブック] https://www.facebook.com/ITONAMIDAISEN/　

旧長田分校
(大山ガガガ学校）

玉簾山清見寺

MAP

会場へのアクセス

あけび （古着リメイク服雑貨）
cocopeco （布靴下）
NeccoKanako （手漉き和紙ガリ版絵葉書）
empfangen candle（キャンドル）
∞chi (EICHI)（クロモジ細胞水など）
天野紺屋（藍染てぬぐい）
ナツとハル （アクセサリー、ポストカード）
gocco （水引アクセサリーなど）
Kyoron （ぬいぐるみ）
大山こむぎプロジェクト （小麦粉、パスタなど）
hoshifune☆ （絵本、バリ・タイグッズ）
徳田喜美子（陶芸作品など）
よしと （絵本、紙芝居、グッズなど）
星to人研究室 （星詠みカード）
 TOPA Treading Post （ホワイトセージなど）

メール

全プログラム完全予約制

8
月

4
木

11
木

14
日
０からコーヒー研究所
/店長/ 瀧山雅人

/店長/ 野口裕子

～

&

ショップ
［場所］てまひま ［時間］ 11:00～17:00

アーティスト作品
イトナミダイセングッズ
ヒンメリキット　など

7
日
cafe 七草

Chinese Tea

/店長/ 中村佳世 

ホームページ
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