CRAFT

出展者順不同、全国から８０展の出展。
は、製作体験あり

★ 陶芸 ★

上窯、兄妹工房 彩麗、陶工房 誓
白尾窯、陶理、火の川焼 松江陶苑
ひより、fufufu 工房、邑、明正窯
ル・ボア・レピシエ、工房 rurura

★ アクセサリー ★

金葉工房、CRAFT IBA、工房 桂 kei
桜日和、とんぼ屋 高田昇広、手芸部
虹とタイヨウ、Yucca*、LAPIN AGILE
藍 Original Brass Works

★ ガラス ★

CUTGLASS ATELIER、ガラス工房 健
河内風鈴 、工房 天竜、工房 和・輪

★ スイーツデコ ★
mai star☆DECO、 スイー ツデコ リ リィ

★革★

★ 雑貨 ★

kubota kokabann,工房「さくら」
西岡さなえ、フレンズ
★ 木工・漆器 ★

WESTWOOD、woody cates、工房 と
木心・コレカラキ、Qule、ケヤキのお店
工房藤岡、原木工房、 創作工房 Uncle
Wagen、 日の出製作所 、木工み やべ工房
木工房 ウタリ、木コンヤ、和房、やまがや
塗り・ぬり、漆モノ NUKU

acore、Cactus.Liten Rum、L'Auberge
"SACHI″、 schat、ちいさな雑貨屋さん ぷ
ち、 マンマ ・ミレ イユ 、晴 雨堂、マンマ・ミレ
イユ、L'Auberge、long×long×long
Mom’s Note 隅田夕子 、二人会、真昼猫
★ その他 （ 絵,粘土 、はん こ、 キャン ドル
人 形、キ ャン ドルな ど）

手作り絵本工房 さんきち、創感堂
はんこや Tao、やまやのろうそく
工房悦子、日和、山の辺ファーム

★ 布・染色・編み物 ★

NAZCA DESIGN、ATELIER K’s
TENcho-Products、帽子屋 DEGAGERE、
四つ葉のクロ－バ－、鉄ちゃんの エコバック
染編 かざみ、さをり からりこ、和房
さごちゃん house、手描き T シャツ

FOOD
Asian Cafe Bhojan（タンドリーチキン、ナン カレー） 、coco 壱番屋 （ご当地カレー）
欧風カレー マイソール （カレーパン、サルサカレ） 、 手づりハンバーグの店 櫻井 （ハンバーグサ
ンド） 、濱辰商店 （てんぷら、唐揚げ ）、 たまゆらの里 （たけ のこ入 ししまん、スムージ）

ドリームファクトリー （フリフリチキン）、 ㈲四季の郷 (焼そ ば、たけのこご飯、たけのこ）
なごみ会 （たけのこご飯） , 浦田商店 （やきそば、フランク） フルーツアラカルト (ドライフルー
ツ)、 コロッケあげたろ～ （牛すじコロッケ）、 パイン （かき氷,たません） 、米田商店 （生ビー
ル、燻製） 、すぐ cafe 時間 (オーガニックコーヒー )、）、 もちもちポテト三重 (もち もちポ テト )

紫香庵 （うすかわ饅頭、わらび餅） ベイカーズ （たけのこまん パン）、 牛串 NO NAME （牛串）
cafe 歩里人(コ ーヒ ー 、ピザ) 、米屋の創作おにぎり利次郎 （塩むすび、筍ごはんおにぎり）

中小企業団体中央会 （ポンポン菓子、物産販売） 、あめ細工 工房「飴太郎」
菓子工房ふわり （ドーナツ、沖縄そば） 、黒船屋 （創作あげたこ） 、NINA CAFE （アメリカーノ）
ええとこ山東 （たけのこまんジビエバーガー、千本引き、たけのこまんグッズ ）

2015

NATURAL CONCERT

◔ コ ン サート（野外ステ ージ） ③
1８日（土）
10:30～10:50
丸山英機 （アコースティック）
10:55～11:15
ちょうなんず （アコースティック）
11:45～12:05
BlowingWind （アコースティック）
12:10～12:50
たけのこ皮むき競争 （事前申込制）
12:55～13:15
マヤウァカ （フォルクローレ）
13:20～13:40
レディバナナ （ジャズ）
13:45～14:10
KAZUMI DANCE STUDIO （ダンス）
14:15～14:35
カマルベリーダンスグループ （ベリーダンス）
14:40～15:00
ティンティン （フォーク）
15:10～15:30
まるちプライΣ （ヒップホップ）
１9 日（日）
10:30～10:50
フージン+ガンバ （アコースティック ）
10:55～11:15
琉風会 （エイサー太鼓）
11:20～11:40
あきゆら （ピアノ弾き語り）
11:40～11:45
きいちゃん （国体） 11:45～11:50 のりちゃん （漫才）
11:50～12:30
たけのこ皮むき競争 （事前申込制）
12:35～12:55
あるふ （二胡＆ギター）
13:00～13:30
OLU OLU（フラダンス）
13:35～13:55
アボロッサム （アフリカ民族楽器 ）
14:00～14:20
浦部陽介 （JPOP）
14:25～14:45
kiki （アコースティック ）
14:50～15:10
JET TONES （ジャズ）
15:20～15:40
紀州龍神 ほか（よさこ い）

ク ラ

◔ たけのこまんと仲間 たち （野外ステージ＆ 会場内）
・きいちゃん （紀の国わかやま国体マスコットキャラクター） 〔１9 日（日）のみ〕
・超鳥人ガイナ＆だるだ る （田辺）、 フルーツ娘 （ 有田辺 ） 〔１9 日（日）のみ〕
◔ 紙芝居④(野外ステージ西側） by おはなしポン
1８日（土）,19 日(日） 13:00～、14:00～
◔ マジックショー④(野外ステージ西 側）by MAGIC HOUSE
1８日（土）,19 日(日） 13:30～、14:30～
◔ たけのこ皮むき競争③
by 山東まちづくり会
1８日（土）12:10～
① クラフト
19 日（日）11:50～
② フード・ゲーム
（事前申込制）
③ コンサート
◔ バスケットピンポン体験⑤
by バスピン DE まちづくり
◔ うちのにゃんこ写真
コンテスト人気投票⑥
・応募作品の展示、来園 者
による投票
◔ 紙コップランタンお絵か き⑦
・あなたの願いを
竹燈夜 in 四季の郷に！
（８月１５日（土）開催）

④
⑤
⑥
⑦
⑧

メイン会場（芝生広場）ご案内

紙芝居,マジック
バスピン
にゃんこ写真
紙コップランタンお絵かき
本部

バラ園

①

①
④ ③
①

①

②
⑤⑦

②

②
⑧

⑥
①

エントランス

四季さい館
（レストラン四季の郷）

