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グラスビーズ工房ぐりぐら

『とんぼ玉教室生徒さん作品展示
路地フェス期間特別デザインとんぼ玉制作体験』
4/19 ～ 26　10：00 ～ 17：00　無休
4/19～26まで、とんぼ玉教室の生徒さんによる作品展示。
また路地フェス期間3日間限定のとんぼ玉制作体験特別メニュー。（￥2000-～） 
雪ノ下2－14－28　☎090-1792-9325　http://www.beadgurigura.com

鎌倉美学　ワークショップサロン

『鎌倉をゆる～く楽しむワークショップ』
4/24・26 & 29　ワークショップ開催時間 4/25休み
24、29日 11時／ヘッペル久美のリビングヨガ
3千円（ワタナベ美和のヘルシーランチ込）
26日 13時／手作りブラジルソ－セージ　3千円（ワンドリンク込）
扇ガ谷4-4-1　☎080-5030-6158　macokamakura@yahoo.co.jp

匠

『電動ロクロ体験教室＆ぎゃらりー』
4/24・25・26を含むいつでも 10：00 ～ 18：00 無休
電動ロクロ体験は、湯呑・飯碗等を制作して頂きます
一対一での指導ですので一回に２・３人が限度です
料金は、制作した物を焼上げて一人５０００円です
扇ガ谷1-13-1　☎0467-23-3363　http://kamakura-takumi.com

異文化の風　さかゑ

『春の新作展』
4/24・25・26　10：00 ～ 18：00　木曜日休
さかゑに集うアーティストによる春の新作展です。
春の息吹と共に生まれた作品を是非ご覧にいらしてください。
御成町13-12-102　☎0467-23-5573　http://www.sakae-kamakura.com

鎌倉惣菜 

『BAR龍膽（りんどう）回顧展』
4/24・25・26　12：00 ～ 19：00　無休
昭和初期、鎌倉の文士が募った「PUB龍膽（りんどう）」の回顧展。
期間中はグラスワイン600円～と惣菜300円～をスタンディングで販売。
企画協力：鎌倉古民家バンク
小町1-5-14　☎080-5189-9556

鎌倉古民家バンク 

『鎌倉古民家バンク活動紹介』
4/24・25・26　10：00 ～ 16：00　無休
鎌倉の古民家の保存活用を目的にした地域活動を行って
いる鎌倉古民家バンク。鎌倉らしい景観の一つである路
地を使って、古民家活用の事例などをパネル展示します。 
小町2-16-9　☎0467-60-4845
http://sumai.cocolog-nifty.com/kamakurakominka/

DONBURI CAFE DINING bowls

『測り売り絵画「ART-Meter」展』
4/24・25・26　11：00 ～ 24：00 (ラストオーダー 23：00)　無休
気軽に手に取って見ることができる絵のお店ART-Meter
東京・自由が丘で人気のギャラリーが３日間だけボウル
ズに登場。お食事と共に絵をお楽しみ下さい。
小町2-14-7　☎0467-61-3501　http://bowls-cafe.jp/

さかい内科・胃腸科クリニック

『健康っていいな・・健康測定と相談』
4/26　11：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00　4/26以外は通常診察のみ
開院２年目、路地フェスタ２回目の参加です。今年も
「健康」をキーワードに無料で道行く方の血圧測定、
骨粗鬆症検査、機械によるタバコ依存度検査などを予定
雪ノ下3-1-32　☎0467-23-0015　http://www.sakaiclinic.info/

　カジュ・アート・スペース
FACTORY (ex,KING)

『アートとしてのお店』
4/24・25・26　14:00 ～ 24:00 （L.O.23:00） Sun,Holi ～ 20:00　無休
手作りのお店で飲食だけでなく、オリジナルグッズ、
食器、カルチャーブック、etcの販売。コーヒー￥500から～
雪ノ下3-4-5　☎0467-22-3300　http://king5142.exblog.jp/

ＲＵＳＴＩＣ - ２７

『たなか牧子 × 池上えみ子 meets Furniture
　～織 ・ 染 ・ フェルトのテーブルウェア～』
4/24・25・26　10：00 ～ 17：00　無休
総無垢の家具と自然をモチーフにした
テーブルウェアの魅力をお楽しみください。
雪ノ下4-1-12　鎌倉雪ノ下ロイヤルハイツ101
☎0467-23-8654　http://rustictwentyseven.com/

井上智陽イラスト工房

『オープンアトリエ』
4/24・25・26　10：30 ～ 16：00　無休
遊びに来て下さい。作品などごらんになれます。
手作りおもちゃワークショップ（有料）もあります。
雪ノ下4-3-15　八百平アパート101　☎0467-22-5486　http://chii.jp

柿沼ん家

『ロケットバナナの袋と帽子の不思議な円』
4/24・25・26 & 5/1 ～ 5/17　12：00 ～ 17：00　無休
袋と帽子は紙一重？？？と、思うことしばしば。
同じ型紙をちょっと変えて、帽子に、袋に。
紙一重の、不思議な袋と帽子たちの展示です。
西御門1-16-1　☎0467-25-2844　http://www.koakinai.com/

要予約西御門サローネ（旧里見弴邸/石川邸）

『天女降臨～アジア古典舞踊への誘い』
4/26　14：00 ～ 16：00
アジア古典舞踊界で活躍中の女流舞踊家３人による、
ジョイント・コンサートです。入場料：２０００円
出演者：飯島かほる、丸橋広美、山中ひとみ。
西御門1-19-3　☎090-1103-7744（飯島、お問い合わせ・予約）
http://sanggarpamungkas.blog60.fc2.com/
http://sanggar-pamungkas.cocolog-nifty.com/

カジュ・アート・スペース

『第13回カジュ祭』
4/24・25・26　10:00 ～ 16:00　無休
地元のアーティストたちの楽しい展示・ライブ、
カジュの教室紹介、そして人気のフリマ!
裏庭カフェで石釜ピザ! ワークショップもいろいろ。
二階堂57-1　☎0467-23-3663　http://khaju.com

荏柄天神参道

『アート&パフォーマンス ストリート出現!』
4/25・2611:00 ～ 16:00
地元のアーティストたちによる、ダンスや歌、伝統芸能、
そのほか何が飛び出すやら?出演者、スケジュールの
詳細は路地フェスタホームページで。
☎0467-23-3663(事務局)

漆芸　龍山

『花の香りを感じて』－漆芸・彫刻による展示－
4/24 ～ 5/10　11：00 ～ 17：00　5/7休
花をテーマに、龍山の作品を始め５人の作家による
作品を展示致します。24～25日は野外展示をします。
また新作や期間限定商品なども予定しております。
二階堂27-9　☎0467-24-8868　http://www.yoritomo.info/ryuzan/

要予約L'ATELIER des FLEURS DEFI

『ZEN CAFE DEFI(DEFI×茶来未）』
4/24・25・26　11：00 ～ 17：00　無休
「身体と呼吸と精神の調整」をテーマに心と体を癒すワ
ークショップを開催。スタッフ厳選の美味しい日本茶
とお菓子もお楽しみいただけます。（詳細はHPにて）
二階堂38-9 則道舎102　☎0467-61-3850　http://defi.heteml.jp/defi/

つつじ庵

『土井章子作陶展』
4/24・25・26　11：00 ～ 17：00　無休
京都在住の陶芸家土井章子さんの作品は控えめながら、
なんともいえない暖かさを感じさせます。
粉引きや焼しめの陶器をお手にとってごらん下さい。
二階堂11　☎0467-24-3416

アトリエ キカ

『浦井真弓 ワイヤ-ワ-ク展』
4/16 ～ 4/26　12：30 ～ 17：30　月曜日休
神戸の針金作家のモダンな作品が 空間を演出します。
二階堂91　☎0467-24-7025　http://www.silverspace.net/ak.html

ＮＰＯ法人わん・ふりー

『映画「遠足Der Ausflug」上映会（86分）・マザー・テレサ写真展』
4/26　11：00 ～ 18：00
芸術を通じて自立する精神障害者の共同生活
ドキュメンタリー映画「遠足Der Ausflug」上映（86分）。
マザー・テレサ写真・言葉展も同時開催。
二階堂154　鎌倉宮（大塔宮）太平殿　☎046-807-1010
http://onefree.jp

HOH Workshop

『手作りマイスプーンとキッズ服交換会』
4/24～26　10:00～16:00　無休
世界に一つの手作りマイスプーンを作ろう
ワークショップ！2,000円。＆着られなくなった子供服を
みんなで持ち寄って交換会！オモチャや絵本も大歓迎！
二階堂683-2　☎050-1087-4147　http://www.hohws.com

れの　かまくら

『子は母の背中で夢をみる,(2008)』
4/24・25　4/26休
出展者（宇賀地　洋子）『母と子』をテーマに、
温かい雰囲気を味わっていただければ嬉しいです。ど
こか懐かしく心安らぐ作品の数々です。ぜひご覧ください。
浄明寺1-9-6　☎0467-24-2836
http://hwsa6.gyao.ne.jp/reno-kamakura/

ＲＡＫＵ

『山下カリ　作品展』
4/24 ～ 5/5　11：00 ～ 17：00　4/27・28休
独創的な作家　山下カリ、これまでステンドグラス、
手びねりの急須ポット、猫展など楽しい作品展で
ＲＡＫＵでもお馴染みです。新作の数々をご披露！
浄明寺2-2-2　☎0467-23-8822　http://raku-kamakura.com

大倉設備

『春ピクニック』・『路地フェスタ・インフェメーションブース』
4/26のみ
1day cafe（おべんとう・天然酵母スコーン＆パン・sweets)
土器小物・布小物展示販売＆写真展示
雪ノ下5-1-5　☎090-6153-6405(鈴木孝幸)

詳しくは表面で☞

26日のみ

い ろ は

詳 しくは ☞ http://roji-kamakura.net/


