
出展者名 亀井　晴永

工房名 パール工房ニイミ

制作分野

住所 三重県志摩市

小野木　昭二 松尾　不二人

樹良工房 有限会社炎の味がま

木工 陶磁器

群馬県前橋市 滋賀県甲賀市

酒井　洋 松本　昇

「暮遍美庵」 昇窯庵

アクセサリー 陶磁器

愛知県弥富市 大阪府八尾市

石村　亜紀子 岡田　守

ＤＥＧＡＧＥＲＥ 岡壺

帽子 木工

大阪市中央区 京都府京田辺市

香住　広雄 石村　亜紀子

七彩窯 ＤＥＧＡＧＥＲＥ

陶磁器 その他

岐阜県多治見市 大阪市中央区

組み木人形は飾り人形として又、パズルとして楽しむ事の出来
るコンパクトな知育玩具です。

くらしのうつわ炎の味がまは日常使いのうつわ造りをモットーに
毎日製作をしています。

雨の日も風の日も皆に会える楽しみをつくってくれてありがと
う。長く愛される祭りであってください。

様々に生地を組み合わせ男女関係なく楽しんで被っていただ
ける帽子を手作りしています。オーダーを承ります。

新七宝のアクセサリーをご覧ください。ミニ盆栽の「水石鉢」は
私の考案です。植物と地球に優しいエコな鉢です。

土ひねりの魅力に引かれ産まれた作品ばかりで手にするとど
こか心がほっこりと気持ちが和む陶人形と鬼お地蔵さんと多肉
植物の寄せ植えです。

二つとして同じ物は無い日本産あこや真珠、クック諸島産であ
る黒蝶真珠で作成した製品を是非ご覧ください。

作品写真

出展者からの一言

様々な生地を組み合わせ男女関係なく楽しんで被っていただ
ける帽子を手作りしています。オーダーも承ります。

ぜひ手にもって感じて下さい。



大西　朗弥 今村　悦次

塗り・ぬり 夢木工

木工 木工

京都府京都市 静岡県浜松市

加藤　充宏 加藤　太三

手づくり工房　木まま コンフォート

木工 木工

三重県津市 愛知県一宮市

北澤　誓希 仲田　元

陶工房　誓 手織　げんき工房

陶磁器 染色

和歌山県伊都郡 和歌山県東牟婁郡

平野　克己 石渡　行夫

工房ひら野 工房ゆ木

陶磁器 木工

三重県四日市市 三重県四日市市

木工品・布雑貨を一つ一つ丁寧に真心を込めて作りました。手
に取って触って木の香りにふれてください。

かわいいネコちゃんの器がお待ちしています。
手作りから完成まで一連の行程を駆使して生活に溶け込んだ
創作品を目指し日々創作活動に励んでいます。

木のぬくもりを日常生活の中で感じて下さい。あすなろ菜箸汚
れにくくすべりにくいです。

夢を形にをテーマに創作活動をしています。色の異なる材を組
み合わせた作品です。

小さい作品を作っています。 美しい木目の銘木の小箱です。

ご来場者様が気に入っていただけるように一つ一つ丁寧に仕
上げています。ゆっくりとご覧になってください。



伊藤　憲昭 前田　和子

ITO　CRAFT 花野窯

木工 陶磁器

愛知県西春日井郡 三重県伊勢市

村上　仁史 河村　説尾

ハンドメイド工房zin Ｌｅｅｌａ

皮革加工 その他

三重県亀山市 岐阜県加茂郡

吉良　学 梶田　厚

くみ糸屋　綺羅 花斗

その他 その他

京都府南丹市 滋賀県東近江市

平田　和子 神田　厚子

LAPIN AGILE 神田

アクセサリー 染色

奈良県北葛城町 京都府京都市

土師　美紀子 しばた　と～る

MY 工房 つくり屋ながるる

木工 その他

三重県志摩市 静岡県静岡市

三重県亀山市の山奥でバイカー用品から女性用バッグまで
様々な革製品を一つ一つ心を込めて作っています。

心に浮かぶイメージを木・銀・天然石を用いて遊び心で作りまし
た。

絹を中心とした絹織でアクセントファッション小物のマフラーや
ネックレス等の創作品をどうぞ！

当店は日本各地の山野草を中心に小品盆栽茶花を取り扱って
います。山野草用土にこだわり育ちの良い用土使用。

よく見てね！木で出来ています。
伊勢の地で開窯して２３年目になります。白地に青い模様の器
を作っています。どうぞ一度ご覧ください。

シェルや天然石を用いて自然素材のアクセサリーを一つ一つ
手作りしています。気軽にご覧になってくださいね。

絣柿渋染などの好きな布でバックポーチ針山を心を込めて作っ
てます。是非、見て触れていただきたいと思います。

喜んで頂けるもの楽しんで頂けるものをご用意して出展致しま
す。もちろん材料も！お待ちしております。

曲線’を取り入れたデザインで作りたいものを作っています。ぼ
ちぼちと・・・



小畠　洋子 山中　克巳

染工房オバタ 窯元　やまなか

染色 陶磁器

兵庫県伊丹市 愛知県瀬戸市

小川　奈美 西山　由美子

Dook Mai Baan bellflower

その他 その他

鳥羽市安楽島町 兵庫県宝塚市

西口　芳隆 宇野　実喜夫

ガラス工房健 あいかり屋

ガラス 染色

大阪府堺市 岡崎市細川町

倉田　英郎 池田　ゆみこ

鎌代窯 にがおえ工房　空向き

陶磁器 その他

三重県津市 愛知県弥富市

吉田　英津子 竹本　幸恵

ＳＹ工房 hand made jewelry mon's

金属加工 金属加工

愛知県名古屋市 三重県志摩市

点描風加工で松を彫刻した作品が今年は人気です。是非、見
に来てください。

手織り綿を使った創作服を作っています。

松と炎と灰が織りなす穴窯で食器を焼きました。食べるもの飲
むもの全て美味しく生まれ変わります。

「にがおえ工房　空向き」はパステルを使った優しいタッチのか
わいい似顔絵を作ります。

三年ぶりの鳥羽で楽しみにしています。ろうけつ染という地味
ですが重なった色を見てください。

コーヒー碗皿を主に和食器を出展します。

ワークショップでは新しいハロウィンモチーフの作品を考えてい
ます。一緒にかわいい作品を作りましょう！

大人も子供もほっこりと暖かくなっていただけるニット帽や手編
み雑貨をお届けいたします。

歴史ある七宝に現代的な作風を取り入れ、又、純銀・ダイクロ
ガラスとのコラボ作品もあります。



升原　宣人 角　廣

升原工房 椅子の角屋

染色 木工

岐阜県加茂郡 三重県伊賀市

加藤　大己 吉長　和彦

いなり窯 創作工房　Uncle Wagen

陶磁器 木焦画

愛知県豊川市 奈良県天理市

柳川　洋子 篠崎　久

柳川工房 硝子工芸　篠崎

染色 ガラス

三重県桑名市 愛知県清須市

山口 香子 杉原　マサヨ

La felice 銀色工房

陶磁器 その他

三重県松阪市 三重県鳥羽市

藤原　精一 えかわ　たえこ

Goo wood はんこやＴａｏ

木工 その他

大阪府大東市 和歌山県岩出市

天然素材の木綿に藍染めと柿渋染めにて、気軽に着ていただ
ける洋服と小物を創っています。

肌に優しく心地いい風合いのガーゼで手絞り・手染めウェアを
創っています。是非、お楽しみください。

サンドブラストのエッチングで繊細に模様を施したガラスの器等
を出品します。

手作り植木鉢を心を込めて作っています。多肉植物とのコラボ
も楽しい作品となっておりお楽しみください。

木の表面を電気デコで焼き焦がすウッドバーニング技法で作
成した絵画・イラスト・玩具などを出展致します。

一点一点じっくり作っています。ちょこっと足を止めてもらえたら
嬉しいです♪

今年も切り貫きのネコ里子にもらってください。妊婦さんには別
のを切ります。お声かけください。

一つ一つヤスリをかけた持ち手の手彫りはんこです。実演、そ
の場でお名前・お好きな言葉を彫ります。



ふじいかずのり 望月　ひとみ

陶人形作家ふじいかずのり ガラス工房 nazuna 薺

陶磁器 ガラス

三重県伊勢市 京都府京都市

津曲　あや 藤田　紀子

Ｈand Made Aya 工房　じん

その他 その他

三重県松阪市 三重県津市

早川　亨 小堀　明宏

工房　和輪 小堀木工所

ガラス 木工

京都府長岡京市 三重県志摩市

松本　政春 豊崎　ゆかり

遊木民 mint2

木工 その他

奈良市平松市 奈良県生駒郡

原田　順 林　育男

木挽き屋 Ｅｖｅｒ　ＧｒｅｅｎⅡ

木工・金属 ガラス

奈良県生駒郡 和歌山県和歌山市

ハンドメイドで一点ものばかりです。かわいいペットを更にかわ
いくコーディネートしてみませんか？

古布の良さをより多くの人に知っていただけるよう、日常生活で
使う事の出来るリメイク作品です。

バーナーワークでつくるビタミンカラー！元気色のガラス！手
のひらサイズ小さな一輪挿しです！

動物をモチーフに陶の人形を作っています。手に取った人が
「ホッ」とできる作品を作っていけたらと思っています。

世界で一つだけのアクセサリーを作れる体験教室です。ぜひ、
ご参加ください。

みなさま、よろしくお願いします。

流木素材のアクセサリーを手に取ってみてください！ 今年もみなさんに会えるのを楽しみにしています。

いろんな作家さんの作品を見て楽しめるイベントです。自分に
合う作品に出会えるかも。是非、お出かけください。

当工房の素材はワインやウィスキーの空瓶など不要になったも
のを再び新しい作品に生まれ変わらせています。



粂川　悟志 山内　裕

木心・コレカラキ 工房山内

木工 その他

奈良県磯城郡 京都府京都市

山本　有三 住田　伸彦

ＵｃＢ工作 Enishi Candle

木工 キャンドル

奈良県奈良市 愛知県津島市

永年の手描き京友禅の技法を生かしてのれん、タペストリー、
ショールなどを制作しています。

ふだん使いの木の小物。すこし楽しく、すこしほほえむ作品で
す。

全て一点物の手作りキャンドルに触れに来て下さい。モザイク
アロマキャンドルワークショップも行います。

木の生活道具の製作・販売。木の存在感は大きいので、出来
るだけシンプルにしてます。会場でお会いしましょう。


