
音楽ライブ]

北上古盤堂
「DJラ イブ」

会期中随時
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猫人形作家・法雪の猫をかぶるアートプロジェクト
8月 2日 12時～14時 参加料 1回 500円

この券ご持参の方は

猫のポストカード1枚差し上げます

会期中のみ有効

引換え場所 :会場受付

kasuga
見本(赤)



毎年、東京丸之内oazoで開催されている人気イベント「Catアートフェスタ」が、今年初めて軽井沢

追分にやつて来る ! 日本中から猫がテーマのアート、クラフト、イベントが大集合。

来て、見て、体験して、お楽しみいつぱい。おまつりさわぎの2日 間です。どうぞお出かけください !

アトリエ 0ヴェルデ 石関佳代子
七宝焼の飾り皿・七宝額・ア 我が家の周辺で自由気侭に生

クセサリー・ひょうたんライ きている猫たちを程よい距離

卜・はがき・など出展します。 感で観察させてもらつていま

平林義教利依子       す。陶の猫オブジエなど

鴻巣三千代     蝉 丸
トールペイントで描いた絵の雑貨

や小物・イラストなどを販売しま

す。見て下さつた方がホッと和ん

でもらえるような絵を描けたら

と、心を込めて描いています。

なんだつて、ニャンダフル店

猫ちゃんのお洒落グッズや縁起物グ

ッズ、猫耳キヤツプや手描きアート

バッ免 立体・絵画でチビ猫から大

猫までニャンダフルに猫づくし|

Nekoya
猫をモチーフにした木工、陶

芸、布作品他

は ち ま き工 房 市 田志 保

立体は購のみなし司苗」捨て猫達

なので名前がなく胸に番号があり

ます。平面は「ことのは詢 です。ず

つと寝起きを共にしている猫たち

への思いを墨彩画で描きました。

その他は猫ペンダントです。

Food and Drink
Maggie B
京都―乗寺にあるレストラン&力

フェ Maggね Bが、テイクアウトの

Food and Dttnkを ご用意してお待ち

しています。

東 直生
油や「猫町珈琲店Jオ リジナル「肉

球マグ」。ひとつひとつ手作りな

ので色柄サイズもさまざま。自分

だけのマグを選んでください。

蝉濠 ,ゝヽ品やグッズ、缶バツチの

実演 (その場で撮影した写真また

は持参の写真から缶バッチ加

工)、 フィレンツエ在住・中村貴

寛さんのシルバー小品など

猫写真家中山祥代
猫の魅力満載の写真を、手漉き紙に印

刷紙し、一枚一枚手作業でまわりを焼

き仕上げた、ありがたい御札や肉球チ

ャーム付きのおみくじ、写真集など。

ネコのお洋服屋さん
キャットプリン
猫ちゃんとオシャレを楽しみたいと

いう方のためにカエル・パイロット・

ベルサイユ・干支シリーズなど楽し

いコスプレやブラウス・ネクタイシ

ャツ・チョーカーなどをご用意。

」型犬にもお使いいただけます。

長谷川渉
ぬくもりのある素材「木」に魅力を

感じ、かわいく、楽しく、親しみやす

い作風を心掛けています。木彫の猫

オブジェや掛け時計など出品。

村上しよみ
″
ちょいワル風なネコ

″″
陽だま

りにいるゴロゴロ猫
″
や
″
猫の

携帯ス トラップ
″
など、ぜひ―

度ご覧ください。

吾輩堂
絵本、小説、写真集など猫の古書

専門「吾輩堂」では、売上の50%

を動物保護団体に寄付。あなた

も猫本買つて、猫助け !

春日工房
麻や木綿の染色作品・無垢の

木で作つた木工小物

富 山 土 人 形「土 雛 窯 」

富山土人形は、明治時代から、

作られ続けています。その古

い土人形と同じように、膠と

泥絵の具で制作しています。

NEKO‐ EXPO
コーヒー、ハーブティー、ハーブコー

ディアルソーダ、蝉丸オリジナルねこ

パンなど。お持ち帰りはもちろん、そ

の場で頂けるミニ喫茶を開催します。

猫満福庵
3代目江戸家猫八の娘、猫ハッ

ピーが描くキヤラクター猫の

満吉くん。満吉くんの木彫り、

ぬいぐるみ等の手作リグッズ。

満吉くんが福を運びます !

もりねこ
猫の箸置き、猫マグネット、めで鯛

招き猫、癒しのカフェ猫、幸運を呼

ぶ鈴猫、恋の予感ハート猫、猫ブロ

ーチ、ポストカードなどのオリジ

ナルグッズがいつぱいです。

渡辺志野
日本招き猫大賞受賞作家による

陶人形、洒落た絵付けのうつわ、

陶印や万華鏡など、ハッピーな

作品がいつぱい |

古布再生
帽子、時計、手描き布絵休日布

に猫を描いた物)、 携帯ス トラ

ップ、ブローチ等

陶ネコとうつわ
141器 でできた手のひらサイズの

ネコの置物です。色 な々ポーズの

ネコたちは見る人の心を癒して

くれます。可愛いネコマグ・ネコ

豆皿などもご覧ください。

haromama
C at Yarn(猫 毛糸)作 品展

示・予約受付スピンドル (紡

ぎ道具)実演・販売手作リグ

ッズ販売(ねこおもちゃ。猫

用キヤリーバッグ等)

ひがしりようこ
「土をコロコ回と手の中で丸めた

り、のばしたり、なでたり あつ

たかな気持ちで創つております。
つちねこを手にした方のココロ

もまぁるくなりますように。」

百々猫堂松本浩子
小さな猫のオブジエ・人形たち

です。そつとそばにおいて手に

とるとにつこりできる、そんな猫

のおともだちが見つかるとうれ

しいです。

【特別イベント】

8月 2日  12時～14時 油や中庭

猫人形作家。法雪の猫をかぶるアートプロジェクト

「可愛すぎる」「あまりにシュール」等々、話題沸騰 |。

羊毛彫刻家・法雪さんの「法雪リアル猫ヘッド」をかぶっ

て写真が撮れます。あなたも猫をかぶつてみませんか ?

参加費 :1回 500円 (リ アル猫ヘッドの維持管理、増

殖に充てさせていただきます)

8月 1日 14時から15時

● [音楽ライブ]

手作り楽器による

歌と演奏

ブルースを中心に、

猫をテーマにした曲も有ります。

演奏・歌 :Nekoya

会期中随時 油や中庭

●DJラ イブ●北上古盤堂

油やの中古レコー ド店、店主による音楽 DJ

【ワークショップ】

会期中随時 油や中庭

●富山土人形のネコの素焼きに

彩色しましょう

富山土人形のいろいろなネコの素焼きを用意 します。

アクリル絵の具で、自分だけのネコに彩色してみませ

んか。出来上がったら、すぐ、持ち帰れますよ。

ネコの素焼き一体 600円～ 1500円 (大きさによって、

値段が違います)

土雛窯 (古川圭子、藤田清枝)

油や中庭

■ Catアー ト・ マーケツト■
油や ギヤラリー猫町 [軽井沢追分]

さまざまな材質や技法で表現された猫アー ト

の数々。マーケットに出かけるように、お気

｀＼ 穐翁‖鍵斯1%昂民装黒奄鷺薦嘉猟 友香

小澤康麿 佐藤法雪 まいけるからわた

水野教雄 もりわじん

【会場】〒389-0115長野県北佐久郡軽井沢町追分 607「 ,由や」中庭

軽井沢追分宿の堀辰雄記念館斜め前 Tel:o9022249912

[アクセス]上信越自動車道・碓氷軽井沢 ICよ り車約 30分佐久 Cよ り約 15分

JR北陸新幹線・軽井沢駅下車→しなの鉄道。信濃追分駅下車徒歩約25分

高速バスの場合 :東京 (池袋)か ら信濃追分下車・徒歩 5分

駐車場 :町営追分宿駐車場 (無料)を ご利用ください。会場まで徒歩約 5分

https://wwwofacebookocom/catartfes
油やプロジェクトhttpノ /aburaya prolect com/kairou/

■高原鉄男「鉄男商店」■
油や 豆猫や

「可愛いだけが猫じゃない」たくましく誇り高く生

きる猫たちを、独特のタッチで愛情込めて描き続け

た画家。高原鉄男さん。力強い板絵シリーズの展示、

バッグ、ブックカバー、アパレルなどあらゆるジャ

ンルの鉄男グッズが集結。鉄男フアンには見逃せな

い、期間限定の「鉄男商店」が店開きです。

浅間サンライン
●追分宿郷土館

●浅間神社

軽井沢西部小

道69次資料


