


自然と暮らす
アーティストを訪ねる
おくてん OKUTAMA  ART  FESTIVAL '18
2009年に始まったおくてんは、これまで8回にわたり、アートフェスティバルを開催してきました。 

回数を重ねることで少しずつ認知されるようになり、これまでにもたくさんのお客様に 

ご来場いただきました。おくてんが他のアートフェスティバルと少し違うのは 
「奥多摩で生活し、制作をするアーティストを訪ねる」というオープンスタジオ形式であること。 

その魅力をより多くの方に感じてほしいと考えました。

2018年からは表記をOKUTAMA  ART  FESTIVALとし、ビエンナーレ形式をとります。 

築き上げて来たおくてんの魅力を踏襲しつつ、これまで出来なかった企画を盛り込み、 

より魅力的で国際的なアートフェスティバルに発展させていきます。

便利さばかり求める現代社会において、この展覧会のあり方は、少し不便かもしれません。 

しかし奥多摩に生きる作家たちは、その不便さの中から見えてくる豊かさを 

追求しているように思えます。皆様にも、この展覧会で作品を観ること、 

体験することはもちろん、作家たちと語らい、ゆったりとした時間をすごしてほしいと思います。 

今までとは違う風景が、見えてくるかもしれません。

日時 :開催期間中 土曜 ,日曜 ,祝日
 10:00-11:00,13:00-14:00　
時間:1時間　費用:1,000円
予約:要予約  090-7946-7695

日時 :10/6-7  10:00-17:00
時間:織り・アートヤーン・ 
 糸かけ曼荼羅 各2時間
費用:各3,000円～
予約:メールにて要予約

日時 :全日程開催 
 （9/18,25,10/1,9を除く）
時間:30分  費用:無料
予約：不要

日時 :10/6  13:00-16:00
費用:Tシャツ：3,500円
ベスト,ブラウス：5,000円
予約:要予約  0428-83-2478
 先着各5名 9/30〆切

日時 :開催期間中 火曜-木曜
 10:00-16:00
時間:1時間-1時間半
費用:子供ブランコ：3,000円
 大人ブランコ：4,000円
予約:要予約  080-3532-1608

日時 :9/15-20, 10/5-9
 12:00-16:00
時間:1時間-3時間
費用:1,500円～　予約:不要

日時 :9/16,17,23,29,30   
 10/6,7,13,14  12:00-16:00
時間:30分　費用:800円
予約:不要 ※4名以上は要予約
 0428-78-0320（開催日のみ）

日時 :開催期間中 土曜 ,日曜 ,祝日
12:00-17:00　時間:1時間-2時間
費用:一閑張：600円
 お手玉：50円/1個
予約:要予約  0428-85-2657

日時 :開催期間中 金曜-日曜
 11:00-16:00
時間:2時間　費用:1,000円
予約:不要

陶芸体験
あなたもつくってみませんか

olu olu
ワークショップ

奥多摩の生きもの
ペーパークラフト体験

藍染め体験
暮らしの中で藍染めを着てみませんか

オリジナルブランコ
ハンモックを作ろう!

ステンドグラス体験 苔と草花のミニ盆栽

一閑張とお手玉の
ワークショップ

オリジナルデザインの
マグカップを作ろう

E-1

D-4 D-5A-3

H-1

G-1E-2

I-5H-1

ワークショップ 開催情報

全体MAP

作品完成時に取りに来れる方のみ予約可
エプロン持参

小学生以下は保護者の同伴が必要

※糸紡ぎ体験も開催期間中に随時受付　　　  info.happyspinning@gmail.com

開催日以外は応相談



開催スケジュール



登りたい心で描いたスケッチ展 海野次郎展三輪温陶展

 ・奥多摩町川野1740（駐車場あり）
 ・0428-86-2552 
www.yamafuruyamasemi.info
 ・開催日 木曜-月曜　9:00-16:00

 ・奥多摩町川野73-17（駐車場2台） 
バス停「峰谷橋」より徒歩4分
 ・0428-86-2534　unnojiro.com
 ・開催日 9/15-18, 22-25, 30, 10/1-2, 6-7 
12:00-17:00

A-1 A-2山のふるさと村 レストランやませみ 曇華庵三輪 温田辺 寿 海野 次郎

小
Ogouchi
河内エリア

A
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絵画 陶芸 日本画 , 水墨画



olu oluワークショップ 風呑窯「ガラクタ市」

 ・奥多摩町留浦1237 
旧小河内小学校内（駐車場あり） 
バス停「学校前」より徒歩2分
 ・開催日 10/6-7　10:00-17:00

 ・奥多摩町境652（駐車場2台） 
バス停「境橋」より徒歩45分
 ・0428-83-2605
 ・開催日 9/25-30 
12:00-17:00

A-3 B-1olu olu 小河内小学校工房 風呑窯森 るる ひぐち 寓土

境
Sakai
エリア

B

アートヤーン 陶芸



倉田三郎展
洋画

洋画
古流生花・写真

ペーパークラフト絵画 写真

石山久輔の世界
－自然と美術家の暮らし－

奥多摩の生きもの

自然庭ギャラリー

 ・奥多摩町日原775-4 
バス停「東日原」より徒歩3分 
駐車場は東日原駐車場 ,もしくは 
旧日原小学校校庭を利用
 ・全日程開催（9/18, 25, 10/1, 9を除く） 
10:00-17:00

 ・奥多摩町氷川507（駐車場2台） 
奥多摩駅より徒歩30分
 ・0428-83-3850
 ・開催日 9/16-22 
開催日以外は要連絡 
13:00-17:00

 ・奥多摩町氷川171-1（駐車場6台） 
奥多摩駅より徒歩2分
 ・0428-83-2037 
www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama
 ・全日程開催（9/18, 25, 10/1, 9を除く） 
9:00-16:30

 ・奥多摩町氷川1881-1（駐車場4台） 
奥多摩駅より徒歩8分
 ・090-5789-7118
 ・開催日 10/6-7　10:00-16:00

C-1 D-1

D-4

D-2日原ふるさと美術館 アトリエ緑山小舎ギャラリー

奥多摩ビジターセンター

自然庭倉田 三郎 石山 久輔

奥多摩ビジターセンター

宇佐美 隆子

平岡忠夫展 高橋弘巨樹写真展

 ・奥多摩町日原819（駐車場あり） 
バス停「東日原」より徒歩3分
 ・0428-83-3300　www.kyoju.jp
 ・開催日 9/19-26（9/25を除く） 
10:00-17:00
 ・開催日は入場無料

C-2 奥多摩町 日原森林館 高橋 弘  平岡 忠夫 

日
Nippara
原エリア

C
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写真

羊毛の手紡ぎ・染色
山染紡展

東京から東京へ

 ・奥多摩町氷川278-1 
奥多摩駅より徒歩3分
 ・0428-83-2784 
sansenbou.blog.fc2.com
 ・開催日 期間中土曜 , 日曜 
10:00-15:00

 ・奥多摩町氷川212  奥多摩駅より徒歩1分
 ・0428-85-8590 
yorokobidokoro.singsong.jp 
verterebrew.com
 ・全日程開催（9/20, 27, 10/4, 11を除く） 
平日 14:00～20:00, 土曜 12:00～21:00 
日曜祝日 12:00～20:00

D-5

D-3

山染紡工房

Beer Cafe VERTERE

山染紡

大舘 洋志

氷
Hikawa
川エリア

D



滝澤さんの陶芸展
陶芸

山野草盆栽

 ・奥多摩町海沢855-6（駐車場3台） 
バス停「神庭」より徒歩3分
 ・090-7946-7695
 ・開催日 期間中 土曜 , 日曜 , 祝日 
10:00-16:00

E-1 工房滝澤 滝澤 秋子

てのひら山野草

 ・奥多摩町海沢855-9（駐車場3台） 
バス停「神庭」より徒歩3分
 ・0428-78-0320（開催日のみ）
 ・開催日 9/16-17, 23, 29-30, 10/6-7, 13-14 
12:00-16:00

E-2 黄色い家・リマーニ リマーニ 
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海
Unazawa
沢エリア

白
Shiromaru
丸エリア

E

F



陶芸 (埴輪・面 )

陶芸 彫刻 水彩画・ステンドグラス

郷土地理学 写真
奥多摩学 花森俊一写真展 かがやきの朝

 ・奥多摩町棚沢380（駐車場4台） 
鳩ノ巣駅より徒歩1分
 ・0428-85-2158 
yamabatonosu.com
 ・開催日 9/15-30（9/18, 25を除く）,  
10:00-17:00

 ・開催日 10/2-14 
（10/9を除く）
 ・10:00-17:00

G-2 山鳩 小岩 清水 花森 俊一

水彩画とステンドグラス作品展

森の守護者展

渓山窯展

 ・奥多摩町白丸319（駐車場3台） 
白丸駅より徒歩6分
 ・0428-83-2176
 ・開催日 期間中要電話予約 
10:00-15:00

 ・奥多摩町白丸104 
駐車場は白丸駐車場を利用 
白丸駅より徒歩7分
 ・090-4137-2747
 ・開催日 9/25, 10/2, 10/9 
12:00-17:00

 ・奥多摩町棚沢482 
鳩ノ巣駅から徒歩5分,  
町営鳩ノ巣駐車場から徒歩7分
 ・080-3732-9690
 ・開催日 9/15-20, 10/5-9 
11:00-18:00

 ・奥多摩町海沢431（駐車場3台） 
バス停「神庭」より徒歩20分
 ・0428-83-3402 
www.tama-gaku.com
 ・開催日 期間中 火曜-土曜 
9:00-17:00

F-1 F-2 G-1

E-3

渓山窯 太田旭白丸作業場 工房エムエム

東京多摩学園

加藤 隆司 太田 旭 牧野 光代

東京多摩学園

オープンスタジオ18

鳩
Hatonosu
ノ巣エリア

G



Mountscape Canue Craft ハンモック工房 見学

3人展in丹三郎 3人展in丹三郎 3人展in丹三郎

糸で遊ぶ 森のCORY PRINT部

 ・奥多摩町小丹波240（駐車場5台） 
古里駅より徒歩10分　080-5696-9219 
craftmountscape.wixsite.com/mountscape
 ・全日程開催（9/18, 25, 10/1, 9を除く） 
10:00-16:00

 ・080-3532-1608 
satoyama-hammock.com
 ・開催日 期間中 火曜-木曜 
10:00-16:00

 ・090-5523-0190 
youone.tokyo/blog/
 ・開催日 期間中 金曜-日曜 
11:00-16:00

 ・奥多摩町丹三郎200（駐車場5台） 
古里駅より徒歩16分
 ・080-3392-9930
 ・開催日 期間中 土曜 , 日曜 , 祝日 
10:30-16:00

H-1

I-1

森のcory

佐久間砂由利 自宅

水で描く

 ・奥多摩町小丹波492（駐車場あり） 
古里駅より徒歩1分
 ・080-3084-6957 
www.geocities.jp/harachima
 ・開催日 期間中 土曜 , 日曜 , 祝日 
10:00-17:00

H-2 中道 蔵ギャラリー 原島 玲子

山﨑 邦彦 森 るる 髙相 志帆

佐久間 加奈 榎戸 順子 山本 久代

菅沼 直樹
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カヌー製作

水彩画

アートヤーン ハンモック製作

シルクスクリーン版画 トールペイント ビーズアクセサリー
※9/24は展示いたしません

マグカップ製作

古
Kori
里エリア

川
Kawai
井エリア

H

I



「木の椅子」展 おくたまこども大作戦 

着物と帯のリメイク

奥多摩の木に囲まれて

清水孝啓彫刻展自然と暮らすアーティストたち

 ・奥多摩町丹三郎121-5（駐車場2台） 
古里駅より徒歩12分
 ・090-6118-1528 
www.tsubakidou.com
 ・開催日 9/25-30, 10/13-14 
13:30-18:00

 ・奥多摩町川井594（駐車場あり） 
川井駅より徒歩14分　0428-85-1618 
mission-in-okutama.jimdofree.com
 ・開催日 9/30, 10/14　10:00-17:00
 ・ 簡単なワークショップも用意しております

 ・奥多摩町川井12（駐車場3台） 
御嶽駅より徒歩20分
 ・0428-85-2657
 ・開催日 期間中 土曜 , 日曜 , 祝日 
12:00-17:00

 ・青梅市御岳本町401-8（駐車場3台） 
御嶽駅より徒歩4分
 ・090-2649-0896
 ・開催日 期間中 土曜 , 日曜 
11:00-16:00

 ・青梅市沢井2-770 
澤乃井園敷地内（駐車場あり） 
沢井駅より徒歩4分
 ・090-2481-9506 
開催日 9/15-10/8（9/18, 25, 10/1を除く） 
10:00-16:30

 ・奥多摩町川井53（駐車場あり） 
御嶽駅より徒歩20分
 ・0428-85-1109 
www.okutamas.co.jp/seseragi
 ・9/11-10/14（9/18, 25, 10/1, 9を除く） 
10:00-17:00（最終日は15:00閉館）

I-2 I-3

I-5

J-1

J-2I-4

家具屋 －椿堂－ 奥多摩日本語学校

ギャラリー茶屋 膳

木工房ニレ

澤乃井ガーデンギャラリーせせらぎの里美術館

羽尾 芳郎 明星大学の学生と子ども達

山下 蓉子

木工房ニレ

清水 孝啓奥多摩アートフェスティバル 参加作家

写真 手工芸

ワークショップの思い出 木工芸

彫刻

木の家具

御
Mitake・Sawai
岳・沢井エリア

J



無料送迎バス

会場により作家不在の展示がございます。また開催日や時間は会場によって異なります。
事前にWebサイトなどでご確認の上、ご来場願います。

止むを得ず展示をお休みする場合は、Webサイトにてお知らせいたします。

奥多摩駅から海沢まで介護老人福祉施設「寿楽荘」の送迎バスが運行しております。
会期中、下記利用可能日に限り、おくてん来場者の方もご利用いただけます。（予約不要）

山のふるさと村にて宿泊・体験・食事をされる方は、奥多摩駅より無料送迎バスを
ご利用いただけます。  ご予約TEL 0428-86-2324（山のふるさと村 キャンプ場サービスセンター）

9月15日～10月14日の月・水・金・日曜日 （9月15日,16日,10月7日,14日を除く）

・奥多摩駅／改札を出て左方面に小型バスが停まります。（状況により別の場所に停まる場合もございます）
・海沢／介護老人福祉施設「寿楽荘」玄関前。

・乗車時に「おくてん」で利用する旨を運転手までお申し出ください。
・ご利用は寿楽荘関係者の方を優先とさせていただきます。
・席が空いていない場合は乗車をお断りすることがございます。予めご了承ください。
・途中乗車、途中下車はできません。
・寿楽荘から海沢エリアの各会場へは徒歩で移動してください。
・バスの時刻表はおくてんWebサイトでご確認ください。

基本的に4名様以上でのご予約とさせていただきますが、乗り合いなどでご利用可能な場合が
ございますので、3名様以下の場合でもお問い合わせください。

ご利用可能日

ご乗車場所

ご注意

ご注意

  奥多摩駅-海沢（寿楽荘）

奥多摩駅-山のふるさと村 予約必須

アクセス
電車でお越しの方

お車でお越しの方

・各会場へはなるべく公共交通機関  

 （電車・バス）をご利用ください。
・お車でご来場の際には、指定された
 場所以外、絶対に駐車しないよう

 お願いいたします。

・詳しい道路状況については、
 奥多摩ビジターセンターの

 Webサイトにてご確認ください。

 www.tokyo-park.or.jp/nature/okutama

 （登山道・道路状況ページ）

総合ディレクション 鋤柄大気

パンフレット
アートディレクション 野口勝央 （野口デザイン事務所）
作家・作品撮影 村山菜々子 

主催 ,運営 おくてん実行委員会
企 画 おくてん実行委員会,OACF

協 力 一般社団法人 奥多摩観光協会
 奥多摩商業協同組合
 社会福祉法人 双葉会
協 賛 奥多摩総合開発株式会社
 東京多摩学園
 小澤酒造株式会社
 奥多摩工業株式会社
 株式会社 昭和石材工業所
後 援 奥多摩町
 奥多摩町教育委員会
 東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社
 多摩ケーブルネットワーク株式会社
 株式会社 西多摩新聞
 株式会社 西の風新聞社


