
どこの家にもあるおかん (母 ) の手芸作品。
捨てるのはもったいない、 それを作品に変えていくおかん達。
そんなおかんや作品を直接見て感じてほしいという思いから、
2009 年よりおかんアート展を開催してきました。

10回目となる今回は、和田岬の「淡路屋」と隣接する 
バレエ教室・元洋裁店・スナックで開催します。
おかんアートと老若男女のハンドメイド作品が大集合！
そして、未来のおかんアート界を担う 21世紀枠に
少女・乙女・男子も出展します。
さらに 12日 ( 日 )13:00 より 14:30 まで
「おかんと学者・学者とおかん座談会」を開催し、
学者とおかんによる熱い語らいを繰り広げます。

展示・販売・お教室や喫茶など盛りだくさん。
2020 年の幕開けに、ぜひふらりお立寄りくださいませ！

2020 年 1月 12 日 ( 日）13日（月・祝）10:30~18:00
和田岬「淡路屋」に隣接する 4ヶ所で開催

第10回

この事業は 2019 年度認定NPO法人しみん基金・KOBEの助成により実施しています。

バレエ教室 元洋裁店 駄菓子屋 スナック

おかんアートと
    ハンドメイド展

第 1会場
メイン展示・お教室
「学者とおかん座談会場」

第 2会場
1階：喫茶和田岬
2階：昭和の部屋再現
　　　おかんアート占い

第 3会場
おかんアート展
ラリー終点
食事処

第 4会場
美由紀ママの手芸教室
休憩処
レトロ手芸図書館



開催日 : 2020年1月12日(日) 13日(月・祝)
開催時間：10時30分～18時 
会   場 : クレープと駄菓子の店「淡路屋 」含む隣接4ヵ所
                  
参加費 : 無料 (お教室とツアーは参加費が必要です）
問合せ・ツアー予約 : 
　　　　　電話 078-671-1939 (淡路屋)
            メール citamatiretro@yahoo.co.jp 
共 催 : 下町レトロに首っ丈の会　http://citamatiretro.com
　　　 日本学術振興会 科学研究費「野の芸術」論
 　　　ーヴァナキュラー概念を用いた民俗学的アート研究の視座の構築
　　 　　　

 神戸市兵庫区笠松通7-3-6　神戸市営地下鉄海岸線和田岬駅より徒歩5分
JR和田岬駅

北

公園

ローソンストア100
ファミリーマート

市営地下鉄海岸線
和田岬駅インド料理

ニーラム

高松線

※ ここでいう「21世紀枠」とは、未来のおかんアート界を担う可能性溢れる若き宝の人材が出展する機会を指します

香坂さんのタオル犬教室

尾本さんのロープ犬教室

山田さんのしじみストラップ教室
手袋の指を使った人形教室

西村さんの松ぼっくり人形教室
リリアンでつくる吊し三角教室

藤岡さんのドアノブカバー教室

てんとう虫さんのハーバリュウム教室
石膏アロマ教室

成田さんと久保山さんの
　　　　　　　消しゴムはんこ教室

長尾さんのミニ三角小物入れ教室
栞づくり教室

下町レトロ伊藤会長の和田岬プチツアー

500 円（材料込）
キットのみ 300 円

500 円（材料込）
キットのみ 300 円

いずれも 500 円（材料込）
キットのみ 300 円

いずれも 500 円（材料込）
キットのみ 300 円

500 円（材料込）
キットのみ 300 円

いずれも 500 円（材料込）
キットのみ 300 円

いずれも 500 円（材料込）
キットのみ 300 円

500 円（材料込）

2000 円（モーニング・お土産込）
両日とも 10:00-11:30 開催
前日迄に要予約 (メール・電話 )

古典のおかんアート作品
ハンドメイドお教室一覧
お教室は両日とも開催します。

当日受付にてチケットをお買い求め下さい

市営地下鉄海岸線
和田岬駅
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市バス3系統
バス停

スナック美由紀ママの折紙教室

お手玉教室
アームバンド教室

500 円（材料・おやつ込）
いずれも
600 円（材料・おやつ込）

koyori 先人の知恵をアレンジしたこぎん刺しの小物

ぼけぼー 92歳のきよゑおばあちゃんのかわいいマスコット

小松のおかん キーホルダー、ヘアゴム

香坂巨匠美母娘共同体 人生をかけた数々のままごと品

どーりー 椅子生地の残布で作ったオリジナルバッグ

せっちゃんのお店 折り財布、手芸小物、着物リメイク

和のや 布小物、干支の置物

手作りの家 手作り手芸小物を色々

Reunite（リユナイト） 一閑張り、まねまねロールちゃん、毛糸カゴ他

ふみちゃんのお店 しじみ貝のストラップなど手作り手芸品

兵庫区あじさい講座おりがみ教室 干支の折紙販売

淡路屋 思いついたことを形にしたてぶくろ人形

未生流方雲会本荘教室 下町の空間を彩る生花

藤井さんのおかんアート ふくろうの人形やストラップ・折紙の動物・ガーゼの手ぬぐい・丸いポーチ

おらほアートin 東北 岩手県陸前高田市、大船渡市、岩泉町などで手芸活動を行っています

藤井さんのおとんアート まっすぐな竹を自在に加工した竹細工

原澤さんのおとんアート 手作りの木彫りお面の展示

木畑さんのおとんアート 木工細工で廃材に命吹き込みます

踵印(かかとじるし)製作所 路地を探索する踵印（かかとじるし）各種グッズ販売

正東貿易（しょうとうぼうえき） アフリカのおかんお手製シアバター販売＆無料ハンドマッサージ

虹色（にじいろ）はんず 手話の指文字を使った雑貨小物の販売

YAVAS YAVAS (ヤワシ ヤワシ) 布小物、フェルトなど

呉みなみ テキスタイルアートと小物

BUBUYA オリジナルドール&人形雑貨

*guunin* 羊毛フェルトの雑貨

cicobird（チコバード） 1点物の洋服　布雑貨

てんとう虫 花とグリーンの雑貨

なつ画伯 自由な絵を描く小学5年生の少女

乙女雑貨店 甲南女子大学文学部メディア表現学科の学生による手作りアクセサリーや雑貨

神戸商業高校商業科 グローバルビジネス系の授業で開発したフェアトレード商品を販売します

灘 隆志 若手男子による木製のカメラ彫刻・アクセサリ（展示のみ）

喫茶　和田岬 懐かしのメニューが楽しめる昭和喫茶

おうちdeコミ＊カフェ 素材と調味料にこだわりのお家のおかず

koyori 先人の知恵をアレンジしたこぎん刺しの小物

ぼけぼー 92歳のきよゑおばあちゃんのかわいいマスコット

小松のおかん キーホルダー、ヘアゴム

香坂巨匠美母娘共同体 人生をかけた数々のままごと品

どーりー 椅子生地の残布で作ったオリジナルバッグ

せっちゃんのお店 折り財布、手芸小物、着物リメイク

和のや 布小物、干支の置物

手作りの家 手作り手芸小物を色々

Reunite（リユナイト） 一閑張り、まねまねロールちゃん、毛糸カゴ他

ふみちゃんのお店 しじみ貝のストラップなど手作り手芸品

兵庫区あじさい講座おりがみ教室 干支の折紙販売

淡路屋 思いついたことを形にしたてぶくろ人形

未生流方雲会本荘教室 下町の空間を彩る生花

藤井さんのおかんアート ふくろうの人形やストラップ・折紙の動物・ガーゼの手ぬぐい・丸いポーチ

おらほアートin 東北 岩手県陸前高田市、大船渡市、岩泉町などで手芸活動を行っています

藤井さんのおとんアート まっすぐな竹を自在に加工した竹細工

原澤さんのおとんアート 手作りの木彫りお面の展示

木畑さんのおとんアート 木工細工で廃材に命吹き込みます

加藤さんのおとんアート 食品包装を使ったプチメモパット(RHODIAにも対応・一部加藤さん論文入り)

踵印(かかとじるし)製作所 路地を探索する踵印（かかとじるし）各種グッズ販売

正東貿易（しょうとうぼうえき） アフリカのおかんお手製シアバター販売＆無料ハンドマッサージ

虹色（にじいろ）はんず 手話の指文字を使った雑貨小物の販売

YAVAS YAVAS (ヤワシ ヤワシ) 布小物、フェルトなど

呉みなみ テキスタイルアートと小物

BUBUYA オリジナルドール&人形雑貨

*guunin* 羊毛フェルトの雑貨

cicobird（チコバード） 1点物の洋服　布雑貨

てんとう虫 花とグリーンの雑貨

なつ画伯 自由な絵を描く小学5年生の少女

乙女雑貨店 甲南女子大学文学部メディア表現学科の学生による手作りアクセサリーや雑貨

神戸商業高校商業科 グローバルビジネス系の授業で開発したフェアトレード商品を販売します

灘 隆志 若手男子による木製のカメラ彫刻・アクセサリ（展示のみ）

喫茶　和田岬 懐かしのメニューが楽しめる昭和喫茶

おうちdeコミ＊カフェ 素材と調味料にこだわりのお家のおかず

【第3会場】
クレープと駄菓子の店「淡路屋」

【第1会場】バレエ教室(受付)
【第2会場】元洋裁店

【第4会場】スナック美由紀
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第10回 おかんアートとハンドメイド展　出展作家
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