ボーダレスアートスペース HAP

アーティストによるワークショップ
2MONTHS 8WEEKS

Last Week!

どなたでもご参加

スケジュール Vol.4(11/27-12/10)
タイムテーブル

... 親子優先ワークショップ

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

11/27

11/28

11/29

11/30

12/1

12/2

12/3

手作りおもちゃ

グルーデコ

和紙

パステル画

布絵本★

クリスマスカード★

鹿革コインケース

木工

10:30-12:00

つちえのぐ★

13:00-14:30

illustrator

広島城

ハーバリウム

ヨガ

（11/30 受付〆切）

（13:00-14:00）

19:00-21:00

上映会

上映会

12/9

12/10

フォトフレーム

木工

12/4

12/5

12/6

12/7

12/8

変身お洋服★

クリスマスオーナメント★

illustrator

和紙

パステル画

バスセンター

13:00-14:30

イタリア勉強会

（11/24 受付〆切）

城南通り

10:30-12:00

illustrator

ヨガ

（13:00-14:00）

イタリアおつまみ

19:00-21:00

申し込み方法

どなたでもご参加いただけます。

メールまたはお電話で、

平和記念公園
以下の内容をお伝えください。

会場アクセス

中央通り

ボーダレスアートスペース HAP ふじみ
〒730-0043 広島市中区富士見町 15-1
平和大通り

①お名前
中央通り

②お電話番号またはメールアドレス
③参加ご希望の日時
④参加ご希望のワークショップ名

広島東警察署

フジグラン広島

トヨタレンタカー

セブンイレブン

元安川

通
り

じぞう通り

京橋川
⑤駐車場希望（3
台まで、先着順）

星うらない

相生通り
八丁堀
（12/1 受付〆切）

原爆ドーム

前

広島駅

受付締切：定員になり次第締め切り

広島城

駅

本川

いただけます

富士見郵便局

城南通り
バスセンター

お問い合わせ先
ボーダレスアートスペース HAP
info@artspace-hap.com

HP

http://artspace-hap.com/

相生通り

平和大通り
元安川

MAIL

平和記念公園
京橋川

082-249-5453
本川

TEL

八丁堀
中央通り

原爆ドーム

広

11/27（月）10:30-12:00

親子優先

どろんこ！つちえのぐ

￥1200

11/28（火）13:00-14:30

ハーバリウム

￥3000 ドリンク付

土で絵の具を作って、みんなで絵を描きます。絵の具制作〜

本物の植物を使ったプリザーブドフラワーや押し花などを液

作品づくりを通して様々に変化する土の様子を体験するワー

体で浸し、ガラス瓶に詰め込むインテリア雑貨を作ります。

クショップです。汚れても良い服装でお越しください。
講師

講師

羽戸千香子

12/4（月）10:30-12:00

親子優先

親子でへんしん！工作でお洋服をつくろう

￥1200

衣類カバーや段ボール型に絵の具をぬったり、布で飾ってオリ

￥1000

￥3000※名入れ刻印のサービスは +500 円

広島県安芸高田市の獣害対策によって駆除された鹿の革を有効
活用し、革製品として生まれ変わらせる iegoto から革製品を
して、今回はコインケースをご用意しました。柔かく丈夫な鹿

木の実や小石を入れます。時間があれば小さなノームもフェ

革です。愛着の持てる一品をぜひ作りに来ていただけたらと思

講師：鈴木マリ

います。

親子優先
￥1200

iegoto

http://iegoto.live/

FabLab-Akitakata

http://www.fablabhiroshima.com/

講師：田中賢（Fablab-Akitakata 技術統括）

シュタイナーの濡らし絵と、大人はフェルト、子どもはみつ

12/9（土）13:00-14:30

ろうで星のオーナメントを作ります。

ガラスモザイクフォトフレーム
を選んで貼っていけば、オリジナルフォトフレームが完成！
講師：RONDEL Stained Glass

11/29（水）10:30-12:00

グルーデコ (R) アクセサリー作り

￥3500 ドリンク付

スワロフスキーのチャトン等を用いて簡単、短時間でクオ

ヒゲゴジラの木工教室

￥1500

を自由に作りましょう。

す。ブローチやチャーム、ブレスレットなどから一つ選ん

講師 : ヒゲゴジラ

講 師：松 浦 洋 子

11/30（木）19:00-21:00

①11/30( 木 ) ②12/7( 木 )10:30-12:00

和紙を楽しもう

￥2300

様々な和紙に、墨流し（マーブリング）や金銀砂子で装飾し
ます。また、その和紙を使って、お手持ちのガラス瓶などに

と美音異星人のコラボドキュメンタリー映像全編初上映！！

和紙と装飾を楽しむワークショップです。

この作品は今後広島ではあまり上映の予定がありません。そ

汚れてもよい服装、デコパージュしたいもの（ガ

の他今年 8 月に行ったカンボジアでのパフォーマンスなど記

ラス瓶、木、プラスチック等）、マーブリングしたい紙製品（便

録映像も上映いたします。この機会に是非ご覧ください。

講 師：山 本 志 帆

講師、上映後コメンテーター：美音異星人

12/1（金）19:00-21:00

12/1（金）12/8（金）10:30-12:00

パステルアート

￥1500 ドリンク付

アートドキュメンタリー上映会
「われわれも宇宙人であるー村上慧と美音異星人ー」
「カンボジアパフォーマンス記録映像」
家を背負って歩き全世界をアート活動をしている村上慧さん

デコパージュしたり、ハガキを飾って年賀状制作を行います。

箋、年 賀 状、は が き 等）

①12/3（日） ②12/10（日）13:00-14:30
木工の端材を使って、車や動物などのおもちゃやオブジェ

リティの高い華やか大人女子のアクセサリーを制作しま

◯持参物

￥2500

ガラスモザイクで作るフォトフレーム。好きな色のガラス

講師：桑原眞知子、鈴木マリ

で 制 作 し ま す。

講師：オギノミサ

提供していただき、製作担当の FabLab-Akitakata の WS と

マッチ箱サイズの箱にフェルトや羊毛でデコレーションして

シュタイナー クリスマスオーナメント

裸足か五本指ソックス

鹿革コインケース製作

シュタイナー 手作りおもちゃ〈秋のたから箱〉

10:30-12:00

￥1000

12/2（土）13:00-14:30

講師：羽戸千香子

11/28（火）10:30-12:00

12/5( 火 )

楽しいヨガ
持参物：バスタオル or タオル

ましょう。小さなお子様は風船張り子を使った帽子づくりにチャ

ルトと羊毛でつくります。

①11/29（水）②12/6( 水 )13:00-14:00
楽健法（足圧マッサージ）を取り入れた初心者向けヨガ教室です。

ジナルの衣装を作ります。最後に作品を親子で着て変身してみ
レンジします。

フラワーショップみやび

￥2100

パステルクレヨンを使って季節ごとの絵を描いて、四季を

Piacere l

Italiano!

￥2000 ドリンク、軽食付

映画で知るイタリア語

イタリア語の DVD（映画）を観ながら、イタリア事情、習慣、イタリア語の言い
回しなどに触れます。舌と目で楽しむイタリア。

感じましょう。

◯持参物：筆記用具
講師：渡邉友加里

12/2（土）10:30-12:00

布絵本づくり

講師：岡崎歩

12/8（金）19:00-21:00

￥2500 ドリンク、軽食付

親子優先

Alla salute!

￥1400

イタリア語を交えながらイタリアの酒肴を実演し、試食します。舌と目で楽しむ

フェルトや布を切ったり貼ったりして、やわらかい布絵本

イタリア語で作るイタリアのおつまみ

イタリア。
◯持参物：筆記用具、エプロン

を作ります。

12/2（土）19:00-21:00

講師：加藤望

12/3（日）10:30-12:00

親子優先

ステンシルでクリスマスカードづくり

￥1200

黒い画用紙を切り抜き、ステンシルをしてクリスマスカード

講師：岡崎歩

￥1500 ドリンク付

アートドキュメンタリー上映会
「ヒカルと美音異星人ー」
「ALIEN DANCE ー薬研堀を歩いた異星人ー」
被曝建物である旧日本銀行広島支店で行われた牧ヒカルさんと
美音異星人とのパフォーマンスを記録したドキュメンタリー初
上映！！そして、2016 年に仏壇通りや薬研堀での伝説のパ

を作ります。

フォーマンス「ALIEN DANCE」も上映いたします。貴重な

講師：加藤望

映像をこの機会に是非ご覧ください。
講師、上映後コメンテーター：美音異星人

①11/27( 月 ) ②12/4( 月 ) 13:00-14:30

illustrator 講座

③12/6( 水 )10:30-12:00

￥1500

12/9（土）19:00-21:00

はじめての星うらない

￥1000 茶菓子付

簡単なチラシづくりやロゴ作成、年賀状制作などに役立つ方法を学びましょう。1

自分の星座のグルーピングや、月や他の惑星との関係の見方をお伝えします。

回のみの参加も可能です。

持参物：メモ帳、自分の生まれた時間

講師：河田百代

講師

田中耕二郎

