
な

た

100体
以上集合 !

アー

どう。3ヾ

.8(mOn)-7.14(sun)
久山淑夫/出 展者数 60組

ちつ

募 展公

2013.
待 作

入場料 =一 般 300円 [200円 ]中 学生以下150円 [100円 ]※ []内 は団体料金 (15名 以上)時 間 =9:00～ 17:00(入場 16:30)休 館日=水 曜日 (祝 日の場合は翌日)

主催 =NPO法 人おおやアート村・養父市 。おおやアート村 ビッグラボ 〒667‐ 0315兵 庫県養父市大屋町加保 7 TEL 079‐ 669‐ 2449 hifp://biglabo info/



＼人気投票5月 6日 まで!/

Br"りじ7_l.ヒうぶb弓層
2013.4.8(mOn)-7.14(sun)
主催 :NPO法 人おおやアート村・養父市・おおやアート村 ビッグ ラボ

久山 淑夫
KuyOmo Yos

木工の動物 14点 展示

実物大のカバも来た !

搬入のようす(右写真)

[出 展者]久 山 風薫  山畑 生也  To m 三澤 はじめ いしい じゆね

小河原 國弘 月見 真理岡本 結衣 岡本 功夢 中尾 健二 加藤 哲夫

谷野 悦子 細川 忠夫 青山 弦 鈴木 哲也 垣内博雄 春日粧 木村 和子

西垣 憲志 三好 都 塩田 ミチル

博法 早苗 杉谷 ―考 南 拓石

岡田 太― 河邊 喜代美 高階 浩

宗像 大悟 鈴木 仁也 箱崎 裕紀

岩垣 ゆう子・ 田淵 くるみ 。

益子 夏海  松下 知奈  茨木 朝日

上垣 智弘 ポップコーン☆ (駒井 歩・

守山 知佳。中井 美奈・西澤 真子・

岡本 剛二 中原 智美 中原 碧

吉川 弘恵 栃尾 隆弘 砂治 英美

田中 今子 近藤 研秀 前田 華汀老月 輔 吉村 百代 松田 ―戯

わはは牧場  おおやアート村 応 援 団  [順 不同]

加藤 トシユキ フカイイクコ 松田 もも

島田 敬丈  植木 海斗  田中 い くみ

若狭 由貴  岡田 よしたか  岡田 佳代

高階 知央  高階 惟至  大封 けやき

藤原 拓真 So m 山下実夢

八木 満利奈  伊井 玲子

守村 有里沙 。田中 絢帆)

日光保育園 トヨヤン

入場料 一般 300円 [200円 ]

中学生以下 150円 [100円 ]

※[]内 は団体料金 (15名 以上)

日寺 間  9:00～ 17:00(入場は16:30ま で)

休 館 日 水 曜 日 (祝 日の場合はその翌日)

兵庫県在住小中学生は「ひょうごつ子ココロンカードJの 提示で無料

[お 問い合せ]お おやアート村 BIG LAB0
TEL 079‐ 669… 2449 FAX 079‐ 669… 2448

〒667‐ 0315兵 庫県養父市大屋町加保 7

hfttp://biglobO.info/

図 biglaboc)fureci‐ n et.Iv
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