






葉山会場

豊山の古民責で尊く
賢治の鰐(うた)
-い*いのもがiLれ暮うー

t*tt*書IIIJ.

書訳丁浄｢tBとこLbのJtJ｢Jt浄文片耳■IJ

IIN 1430III i事と青J一+JL事

153011*IJf ItEZltl
入■科 3,000FI(■力■)3,500FI()日暮)

JtJL 40名(II弘先fJh)

tol 0B0-2312-2257

1lX 048-877-1037

-rnJll Ill)nJkAYJ㊥JCOrnhorn)nl)JP

(■申方)

葦Tなるフランス･ :: :R4x31.T J;oo'M

JIE)ツクの響き 入.料 :Iobo:言7.zI.'完 .a,冨oom-(T R'.T'

丘A 70名 (FFl込*fJL)

F=.クー7ラン｢王書のコンセール｣はb 主t

dIJ書 JtE)ック･ヴアイ*リン *fjf手

ウイ*ラ ダ ガンIt l訳 空

手1ンItE) 育JL甘代

1600 *■JL事

tll I)90-2312-2257

fax O40-877-1037

I)-rM llnoMlbyJ旬Il:l)Tl

(JIFFl*)

画 .I .g
(JIE)サクヴ1<LrJ'/) (サ<*918'/ll)(チエン11E))

rEl東伏鼻音別邸'e驚く 12111土l⊂コヨ EF

琴とピアノのしらべ … 1300 ll4 13301m
IJf El*tEJLtdJI

(■LLlイエ1スI** あけのt血t■lq)

入I■ 3.500FI(hホ*)4.000FI(kEl書)

-Jb'の事と ■̀'のヒ1ノの*しいコラボレーション暮. EA 70毛

fIの■■らしいEI★tEJLtJIJIで書■さいたださまt ご7h 廿刑 iA*I*
*暮暮Tt臥A■JL事とティータイム+77い*T. さrIl書t toHAXO487･25･1234

4-rTIJllttzuko1027旬m4ccom

(1川方)

圭l t■ttf+A

■ーLT-
州 II I



道子会場

道子の邸EElを訪ねる 101131ilEn @
時間 14:00-16:00(13:30富 士 見 積 集 合 )

場所 旧徳川衰運別荘(現逆子市郷土yE料館)

道子名山FMIlこ土てられた和且建築｢lEl徳川*達別荘｣ IE]JB村q

(現逗子市打土千料瀬)と近代和JL別荘建築｢IE]JB村&｣を 参加費 500円(実科代)当日受付にてお支払いくださし㌔

見学しまも また､当初の建て主#5k*住人現瀬日俊子さん 走具 30名(FfI込先着JT)

と､徒のJB村*住人現太EEl清子さんに往時の別荘生活 申込先 往復はがきに1､住所 2Jt名3､年肯4& 菖番号 l日tJH*脚 B (現折 瑚 土柵 書)

体験をうかがいます｡ 5､｢逗子の∬同をtEねる｣希望と明丁己し､

下記までおFFlL込みください｡

〒249-0007神奈川県逗子市新店2-2-41

及川洋一宅内

｢道子文化の会･道子の∬同を訪ねる｣償

Ell込締切 9月28日l金 l

文化財住宅で聴く平家物語 101271土lC:コEl㊥
時同 14:00-17:00(13:30盲 士 JL満 集合 )

4所 長島孝一邸

100余年の歴史をもち､EEl#Jll畔に建つ 参加■ 500円(*料代)当E]受付にてお支払いください.

近代和見別荘建築長A事-∬にて高楕汗水.見渡手水両氏 定員 30名(申込先着順)

による膏摩ZE菅の音色で平*gI精をJBきまも 申込先 往復はが割こ1､住所 2Jt名3､年齢41 話手号

併せて善良有形文化財活用保存の意義について 5､｢文化財住宅で聴く平素物語｣希望と明記し､

生業*長JL孝一氏と精りまTo 下記までお申し込みください.

〒249-0007神奈川県道子市薪7i2-2-41

及川洋一宅内

｢逆子文化の会･文化財住宅で聴く平棄物語｣傭

FfI込締切 10月3日l水 l

7F*洋水.ti*玉水 (tJF芳t事書)

道子邸園景頼めぐり ll111l日lCコココ〔車重〕
時同 10:00-15:00

(9:45逗子市役所正面玄関前集合)

逗子*観JEの対象となった瓜田とJt観地点を姑んだ液絡を､ 4所 左記コース巷県

逗子*観Jl選考妻ji長･生業*枕木某氏の解脱で散策し､ 集合 9:45逗子市役所正面玄関前

逗子の衝の*観を巣しみまT.

く主なコース)

10:00逗子市役所づ逗子四丁目周辺う素養寺づ

大代御前う旧JB村qう高JSqづ長門カルチャーくらぷ

(量食:各自準備)｣シンボルE)-ド･東郷満→

逆子開成学Eil周辺っ道子六TE]周辺う

15:00道子市役所前(解散)

散策終了凄､懇親会 (希望者のみ)

(JFl逗子駅､京急薪逗子駅より徒歩 2分)

参加* 500円(書料代)当日受付にてお支払いください. A円カルチャ~くらぷ

定見 50名 (Ell込先着順)

申込先 往復はがきに1､住所 2Ji名3､年齢 41電話寺号

5､｢逗子#四景観めぐり｣希望と明記し､

下記までお申し込みください.

〒249-0007神奈川県連子市新店2-2-41及川

洋一宅内｢逗子文化の会･道子q四景観めぐり｣係

FfI込締切 10月10日l水 l

主催 道子の文化をつなぎ､広め､深める会

(逗子文化の会)

teHaX046-872-0297(及川方)

e-mail

hiisaataanaakaa@tbu.t-com.ne.jp(田中方)

http://www.zushi-bunka.com

※はがき一枚につき､

1名様のみのお申し込みとさせていただきまT.

連子■!

EiiiiI 一

手ヰ

EEJlJ

士見抄(ス1事
OrElJi村q
T士JL桶(A甘I帯)
t正子市■土★科tl

T士JL* ｢荘子の∬Rをたfhる｣｢文化財住宅で8く平tg情｣*合IJf

JR連子R京AJi連子Fより｢滞Jt回りA山行き｣Jtス､｢T士JL書｣下■すぐ

逆手市役所 ｢逗子JFPq**めぐり｣*合I所

荘子市連子5丁目2暮16号 tol046-873-1111
JFt荘子Vtより8t歩2分京土井正子DLより徒事0分



藤沢会場

グリーンハウスtJ ･JM i 10l271土l

軟のコンサートと慎漬 ," ..｡｡ ,伽 .ビ村 上H

1500■A*

glJ-ンハ ウスJL**､ビデ*上■● 1EI00***

JIPI文化Il暮日*JEt 事書丘A JLi■● IS ■立件▼センターIJlグrJ-ンハウス

ITマン ドリン･ギターアンサンブル1**暮Jq*kJt
もrIl廿t 書fiJE事大IL

I暮tTント=ン･レーモンドの■N.にJ･fJ1932年 tol1lXO4EIEI-82-0517

(EI和7年)にM カンHJ-1JEBOクナカ ウヽスとして ｡-rnA■lh■dormy.tl㊥mftyl=Crn

A+された育IEJLのJLJeJL土dI暮1■であも (書目方)

グリーン′＼ウスOJt+*とビデオ上tt*､ 主t 暮行♯■大■

JIEq文化t=fFしい1■t丘とtのゴJbフtt知も http://hom+IJP2Rlflyconk+qyou-kAl03ho/
*ホjlJB氏L=.J.4■乱 打■マンFElJン ギター

7'ンサンプルt:.i8汁**tIIfLtT,

F書l■ 1100-1700

0LFtrlC*.ミニコンサート

■■A,榊 XO■生たちに上古7-トnlAd)JF示tLzEf. 11月11ElIEll1400-1600)

tF九も人々とともに.J事の空Iqt兵書TJSZpとも lJf m]狂■JP

7ttlt暮L=JLを*書込み.■Fたせる可tttをt*LZf.

111171土118l日l

さqet ■SRT~トワ~ク ■■ 1000-1600

tol l)90-4711-9248 1Jf 旧モーガン■JlJ

e･rMMpeUyd8㊥14dlonno.Jp

(事#方)

主■ ■訳1-トワーク+l耶丘■■t甘4*

■モーガ ン■■■

野点と琴濃集
I]モーガンJPFlSJI12Elに火井というJEJll:JL*b九

辛I,たV.*くOf■OJSJlL=▲()瓦書も片付書､JEfの

刑 ボランティア舌■StjfL'{いtT.Ill:も乍tの

ヰrq PJLll00-

1九■ 書-IIll001/

IJf n]モーガン■Jlr
※iI天柵 rlITクrJ-ンl=

暮Jllt 500円 (#井と和暮手)

t力 ■五大**7F&暮il■

烏Plガイドツアー 111171土1181日l〔車重)
汀■舶 Llr旧モーガ;d ｣のJLEb ガイ柑 7-tffいW . 剛 1 17日 1430-

18El 1130プ123O-/13301/1430

X-iilのワァーは1B牙書tt

900-15001日モーガンEJL■公l

荒tIIAI雌 ■で巾)で入れZtんとT*ください･ IJf m]モーガン■JEPI
XTElとBJL■にで暮沢7.トワークにJ.与アート♯肋 ■宗U
もtJZナので.そちらもさ*しみt=書出かLlください. Jrrq合せ EIモーガンJlt寸も*

※18日900より事57Eljrdボランティ15舌■ tol･tJX0486-26-2078

(青天の■書tilh Oみ).1100.EIJチャrJティJfサーも 〇一rnaHzub11202㊥nl1tyCorn

fiいtt(T天の■息｢獅 クリーンヒル暮*Jr｣) (■書Jl)

主t ElモーHンJlt寸も*



茅ヶ崎会場

オクトーバーフェスト

湘甫唯一の蔵元熊淳酒造の敷地を開放してBFltする

ビールの祭典 ｢オクトーバーフェスト｣｡

杜氏とプラウマイスターによる蒲丑とピール改進所の

見学ツアーや地元食材の実演･江坂コーナーを設け､

地元アーティスト展もBFl欄｡

別途チケット制にて和洋2店のレストランでの

飲食･地酒･地ビール･ライブ演妻がご堪能いただけます.

101131土1141日l

時間 13日 11:30-22:00

14日 11:30-21:00

Je所 MOKICHITRATTORIA

蔵元創作料理 天青

入4料 無料 飲食代は別チケット制にて

お聞合せ 熊iI酒造株式会社

主t

http://www.kumazawa.=)

e-mailkura@kumazawa.JP

MOKICHITRATTORIA

tel 0467-52-6111

jE元創作料理 天青

tel 0467-52-6115

茅ケ書の文化*観を育む会

MOKICHITRJtm
t元JIdF料理天t｢

MOKICHITRATTORIA

我元創作料理 天青

事ケ■市書川7-10-7

珊jTSF社内

JR書目I*寺川P 徒歩5分

MOKICHITRATTORIA jk元Jd作科確 天t

小津安二郎監督作品 映画篭葺合&耕法

｢麦秋｣
デジタルリマスター修復版

10128l日lCEコ

時同 13:00開場 13:30開溝

等所 茅ケ書館

入■科 1.000円 (1ドリンク付)

定員 60名

ご予約･ 茅ヶ崎瀬

お聞合せ

ゆかりの映画人､小津安二郎とJq)木*野EZl古格の名作 ｢麦秋｣

を同作品が執筆された茅ヶ崎館にて#JtいたしまT.

上映凄､小津映画研究者のFl)薄手Jt夫載擾 (北海道武裁女子

短期大学)叔 昭和20年代の湘南暮らしについて映画鼓JIを 主催

まじえながらTl溝を行ないます O

http://www.chigasakikan.co.JP

e-mailinfo@chigasakikan.co.JP

tel 0467-82-2003

fax 0467-82-3133

茅ケ特の文化*観を育む会

ケ■P ~ 事ケl■世

事ケ■市FFl沖Jt3-8-5

スーパ ー ,fi J#R.TzE芸?;;;ご皇㌘ )下■

コミュニティバス ｢えはし号｣

サザン辻tJFfl央7下■徒歩3分

※公共交通書BIをご利FFIください

亡 -一皿 ./Jf-チ _

FfljI千JL夫救援

(小5+映百研究者)

高砂緑地 (rEl撒簸荘)の

歴史と文化景類を考える

旧せ篇茸の現状における景観と活用を実地見学により

甚土しますこ解体前に神童と実測Bl作成に携わった

尭集史兼による講演では突沸Bl等の千料を配布し､

シンポジウムではJt主な司像や模型､

CG(コンピューター画像)を捷示いたしまも

第1部 ｢高砂緑地の現状を知る｣
10:00-ll:30 ｢気≠生動の酉*小山敬三｣毛貴会

ll:40-13:30 茶会と主食会

第2紳 ｢鱗溝とシンポジウム｣
14:00-15:00 講演 ｢別荘建築からみる旧松瀧荘｣

(講師横浜Ei]立大学大学院救援吉田鱒市)

15:00-16:00 シンポジウム

｢高砂緑地(lE]頼義荘)の歴史と文化景観｣

パネラー:講師および ｢茅ヶ崎の文化

景観を育む会｣のメンJt-

11131土･祝 lC正コ
第1離 ｢高砂緑地の現状を知る｣
時間 10:00-ll:30茅ヶ崎市美術市にて

11:40-13:30茶室牧鶴庵にて

定員 30名

4所 茅ヶ崎市美禰鶴/収蔵庵

入4料 2.500円(美禰瀬入特科･茶会#当代を含む)

第2耶 ｢構法とシンポジウム｣
時同 14:00-15:00手洗

15:00-16:00シンポジウム

定点 100名

J8所 茅ケ嶋市Pl書館

入ql料 500円(背料代)

ご予約･お聞合せ

茅ヶ崎市美術市内(湘南BEil文化景償)

tel 0467-88-1177

fax 0467-88-1201

主催 茅ヶ崎の文化*観を育む会

事ケ書市兼帯世

事ケl■市★海Jr北1-4-45

0467-88-1177

茅ケ特市Bl暮瀬

事ケ■市東海岸北1-4-55

046718711001

JR茅ケ書釈南口より徒事8分

コミュニティパス｢えほし号｣

｢EI+書前｣下■

昔≡二 ≡.



平場会場

臭平哲也マリン11の夕べ 11118lE]l⊂コロ

ーIF和の■のせごtJを平J*にもづ打て- 'fl1 1530II書

1800IIL

書※恭一JbのA.1■文化JltとのJL刑llllt■台にIJF ■書公JET2Irホール

■■くのコンサート清■tしていろマrJン11**+の 入I■ 2,500Fq

ATf也JL El*にILもT.j*升でも負AtTf94と. 江F■尺からJIIllに長b古
ソIJストとして活ItLtAとtJIも毛ステーe}d注目t ｢tIELl世汁｣付

暮めていtT,今ElLi.IZIJP25年t:TrL事Zとしてtt zEA 80も

された暮■争JtJlのAもlJもるホールT.AT甘4氏U ._.事的･ 平書■Zも4みItttd*

*でも▼リンJ{の*しいtttJIJtLさくJE古い. さFl書せ 1JX O4EI3-32-1922(書Jll方)

葉書公民JIと 11118lEll

平壌7iの丘史写真展 qppI 1300-2000
1Jf +書生JtTL2■大*t圭

■●●L:Jltt勺■■JPftOT■tJPL､ AI■ ■■

モOJl力暮L･L-F介L'LT. *■合せ Tn tもeみJt書LL*

fJX O4B3-32-1B22(青Jll方)

葉書公民館と 11118lEll⊂:::コ(≠垂画

平壌掴まも歩きツアー
Bi(1245に■書生JEF比■合

中書fEもeみM BL*と暮51大事▲兼学■ ●血書 100FI(tM )

8暮すよ▲で1fJ*した事tllzEも■書マップtJFL=. EJt 50名

平■fJq丑t暮ち事eLtT.7iI内E=■8近ftJELI+

●也などのJIカモ■L;tUら.11のJIJt■☆JLL,≠+.

くコース〉

■●卓JtJlづJrR+うlflEう★方JLrうJtEElB

3',.7㌫

嚢義公民館のライトアップ 11118lE]l

++争Jttのナイト1ップtfiい*T. IIn1 1800-2000

+■L:Ir■♯JtJlの●t●■し■くEtい. JLZr M *JLT

■■●t JFJI暮tt■■tt■●

fAX O4EI3-32-1922(青Jll方)

TJF融 もBL書マップに#tO 11118lE]l

r学生が選んだ M .｡｡｡_2｡∝.棚 帆 油 暮,

平壌僧のお纂子｣紹介 誌 せ :≡ :≡ .彬 棚 ▲

++丑JI■tイメ-1}したスペシtJt'/TツケーE}とともt:､ t41 0483-BEI-1211(lqJI4242)

†■JE l)463-32-1922(書III方)

■Jt*tt■●■●暮m

tol 0483-BEI-1211(lqJL4242)

:;a I
四 四



大磯会場

大+鵬 PIJIPIJIJIJLコンサート什 五七)91221土l〔垂垂)
軸大難と津軽=瞳線の蝿演 ,.I. .,00_2030

IF 大IPT*土fれJFFIJ[

｢IInZE｣(Zpん8fざ)の■作れ土上と小iL暮ZIの さIl書t 大■ITA=*

*書≡tt*d)肘 .天皇に十五才のさJlさんtIPE. 101 0463.61.OB71

■に■*れた=井rPEIJW の■壬のFFlで f一lX 0463-81-3897

Att丘中土Kの■書とダイナミック和書≡W B･rTlallzldrTlln@01SOOrJI

t)It■■し▲く亡tい. 土J A+tTAエ●

弦楽四土嚢 ,.,. ._｡.H ｡_/.二F川 3｡_

暮芹 大tITT土t■T示-Jb

ヴ7イオrJンとヴィ*?.チェE)のEI書utJrLT ●Al* 1.500FI(h■付)

一つの■書暮*で■■tt書.**ttiAAfと さ■合せ 大tIT書エ* (同J:)

十三まのJIqbl川 下で書#rd暮さ兼しみくだ幸い. 主t 大IITTrエ*
≒ さ

もみL;のライトア･Jプ 111231台･親l-1212lE]l〔垂垂)
=#JIIIJIJIJH t活用したEl暮JErでくつろいでいただくヰIq 1830-2030

とともt:.d:JrrももみL;暮■しんでいたA.書tT, 4才 ■立大■■Lb℡■不b沖.もみじの広I事暮 ｢■LbJJ

Z】Ll■JBt*けLE廿の打暮で足元VJtらされ.力暮のせ■L=さHeせ Il*Jlr■食Fq書■tol0483･81･0355 fdXO463･81-893t)*っていただlナEt 乃IqFFlの手書日.土･F]■日は暮暮 〇一ndllol暮｡@kdnAgaWd-I)ZlTkorJF)(■土大I■Lb虫P)

｢■LLIJt｣で.ライトアップIIIIFF.も書暮.甘SIltE*L,Zf. 主t JfFq鉄人■*lrr■公Iqt*

Jti大■■Lb到■の 111231台･祝l-1212lE]

もみじとライトアップの写真Jt," 9｡｡_朋 ｡

IJF ■立大■■山℡JttギIrラリー

n坤 の｢もみt;のライト7'ッ7｣とtllのもみLiの さH書t ■*Jlr■食Fq書*

JLJFTXtJt示し.征暮0*Ilらしさtl恥 '太JEt*丁. (Iu )

主t Jt日放人手l*JH■食Iqt*

による讐Eb漬★
4Jf ■五大t■山食J暮暮 ｢JL山JL｣暮■

大■にiEtETも7'7ヂュ1グJb-プと■LLlt尺八*fE▲■ JbM ■書IrrA*II書*

A**.JM ライト7'ッ1されたもみL;のFFlに●tL書 (II上)

なdら､日暮青*の井も書いたf色暮■dLいたJE書tT. 主t JIFq鉄人♯tJlrA生R書*

雷院での舟茶席休職 12111土IE:≡:⊃
書Itで事圭d点てJB拝手書いたJEe*T. 呼I1 1030-/1300一

書暮■下の*書の憎 を件■していただ書まT. lJ* ■五大■■Lb食R暮▲｢dLbJt｣■■

荒Jl日rI始■Iqの1qlnI■から●AlFFl込を*け付LIzEf. ●血■ 500Fl
LT▼P ▲▲Lrrr.一A-.1■▲ llgLヽ■■●t
主J

棚 ft*川勾神社雅楽保存食12121日l〔垂垂)

による雅楽濃集 ,.. .800_.8.5

Jlr柵 は用IEI-の書･暮M棚 に淡いY.二の書L:tL̂IJf ■JE大t生山食Fq暮▲｢■山JL｣暮dE

■亡天JLのIl代L=J暮されよした,焦書*のメンJ1-El■広い 書冊書t ♯■Jlr■公■■*

tftで■JtされJIZJI+と書と書の事+に#牡での●h (Fl上)

tJLLlTみられ.Il年.AtJとのtIJでの1暮tNlわZした. 圭t JIEl杜入神■Jlr■公■■*



小田原会場

小EqJLbJ文化.代 えん事故 101181禾l⊂コヨ〔車重〕
お塵敷糞を筆ぷ
IW 肋 に側 軸 も Ii向 18:30-21:30(州 1816)

拙 さ≡暮■文化(花●■)糊 ('I'でした. ■庁 だ8側 (大王15年㈱ 文化■･

己の■■臥 … から■くれ事として三相 文化t 元三脚 事)

… ぐ｢だ与棚｣t●■にL,T.≠1. ●… 10仰 円くもーJJt4.糊 付)

刑 のこの日州 ■仙 Itt 皇Jt 30名

Ihlt… 文化▼≡■■文化(榊 )の ご千的･ NPO…与づくUJW

肌 榔 1. 州 t td†uO41,5-"-0964

小EdJM 8JLJtの1び作法からもてなしAt*t 〇一m■‖od引〝別■旬rrnchiM nOt

圭J NPO汝人小日ttもづくりJM

小EEl原板橋･&■文化を遣る交流会とツアー

書暮みなと書td与のJLtdJLづい'{い*T.

tJLRなどt■台に.小EEIJl■TIT大便にJ.古トークJFや 11El1000-1500

1イベント■tJE九0小EEIJt自tのttJLコンサート▼II暮虫._一千的･ 小EEIJlTr*土文化JI

T-トJI宗などJLIJだくさんのYLtとJItしてい暮t 由rl書t tol 0465-23-1377

+加■有料OtL'ももIJZfOで.右Eに書冊書せくださLヽ hltp:仇… cityodJWArJblヽqJWJJrJ

10日書L:tL廿Itの灯UdJL■書*し出し暮T. fH)ld/l汀olDqlllflLpdu/op kuqtluhtm l

x事tIFFI込■のイベントL=ついての■■臥 ｢小EEIJlTlホームペ-I/｣→｢生玉■I/文化｣→

r広Iさだb810JI1日号｣丑tf毛tHPで=事内いたしtT, ｢小EEITの生i事▼｣ぅ｢t書我の文書*｣

主■ ｢tlkの交**｣夫fi*A*

8 主 が 生 し た 暮 の な り わ い 店 ･ 11111lE]l⊂=:⊃〔垂 〕
gJレメツアー

DJJI文化t■4暮れでKqの上.棚 ■人のdlP

JFの8UbLIJrtLITtツアーでT.

(コース〉

W f*P(Jl書)→■■ *群L:.t81q→
i■のJuB#めCUう■Jll肋 グルメエrJTにてttぅ

ういろうI(州 )う書かと■■■●ぐU(書干し小EEl帆

4辛.わ卓tFALl)→小EEIJlJHPk)

&dl垂IqとL合する

火.卸せ辛LJツ7p-

JIPl文化L=II丁も上土tH *N'PtInO上,

欠BせJIJt■JR付書でtF血もツ7-でT.

(コース〉

… *p(A+)→和 LLltt■→IIP(書LL)

Ill 10O0-170D(100048tJtrJL書)

(*44本fi書)がT書■()入れていt1.

+加★ 3.000Fq(JIJrrAjtgJL･メエrJTのiJF何)

JtJt 20名

NPOi&人小El]JltもづくIJJStEZl

tBHJXI)4615-32-0964(aL叫l平井)

L-mlHlodJW■rA曲TTlJChll)nnl)t

主J NFIO法人小EZIJZもづくりJtaF1

12161ホl【=:=】(車重)
IfII 17:00-2100(1700■書手IL廿■●)

*+士LLIJIN4i71Pl小EZ]Aの■行■

【lI++rFtlr144U入̂てい■丁.+加■ 2.000FI(タ*付)
正A 20毛

●tu ･■●■

蛋: 認 諾 王;4L l."

如ttLJ
NPO法人小El]JK*ちづくIJJSJt日

tBllJX0465･32･0884紳当l平#) く同I?lIJ)f抄 で暮t暮L'C｢書のさBてeL'一心EqJEt※｣

-.,T1-.lod■W-.一色.I.J相h.." n.n おrlletl小EEIJ市t丘かL=書わいブロー}ェクト



鎌Jr会場

Ilq 1300II1 1330lIA

IJf暮*t/よTJL

入4ft 3.000円(廿■●)3,500円(当El*)

正JL 80名

ご▼●ト t■f+rAA

暮IIet tol.bx0467-25-1234

" alltdZuko｣027@rndCCOM

(■川方)

主J 世界titJEAi

¢ 辞 】朋 掩 活用した地域交溝拠点の実験的運曽

■■■)Itl)I■と■t.JrJ王化CJlI～～ IIlllとして.JLIJ■I.暮■Jtt.

II書Jll■d)tJに.iIJ.4Pt津JIILJIPのJfしいt全音JII方JttlltTも*+事暮t*Jl

BLL文1ヒ交流Jlはや*

｢旧FF.百札■lf｣のJ*書手,Ji.のせrttl N JllAのttt=上IJ.dPtI皇nlt

jfかしたtLtfH｢■J文化文江■ LP暮｣暮.桝 ■にII書JA書IIrLET.
N暮hrI1 2007年9月30El-12月2Elの1丘E1

4Jf A山IT一色1883 プJ'-ミンクFFIEl井LLIF

さIl書t ll丘■*刊清●法人暮LbJA文化デザインJLFq

t〇日046･875･975B -rylalllhyJrTIZlkbd@JbellADonneJl)

※EII.プE)ダウAL=ついてLi.■■Oパンフレットt太FI■-Aページtと●JlIください.

htlpIIwwwprefkArlqaWIJPIoさIrA+d to81書0lblltol0nltol0nhtrnl

+LLlで■もrfI力■JdlJi■Ju
*3L■暮○+IllもL/書JI

こともハンカチーフJLt･¢bL

○ワーク!･qyプチtと～t｢■解 けOJN tハンカチーフ｣ll0【ト120C/1400-150D(+加★500円)

qPq文化交流Pq大*

｢IE]青EEl託■｣.｢I]*EZl暮次JM ｣のf書f､tLの士qI書f.■tJll■､大IrTのtJL:▲fJ.

これらのJRt中心L:tt,tfiう｢■Fq文化交itR 大■｣tlIJtL圭t.
MNtJZIP1 2007年10月1El-2008年3JI31Elの竹丘El
VJf ｢EI書EEIZlJTJL■｣(10-llJI)大■ITEl小t418

｢I]*EZl+次JFI｣(末書IIt▼JE)

trq書せ 大IITt先1*tol0483-81-3300

※日■､プE)タラAL:つい'rLI.Jq書のJtンフレット*たLiホームペーEjtr●■くだ削 I.

http/IwwwprofkerlqJW■Jp/○○rro10/to●1○○lblltolonltolorlhtrTll



湘南聯q文化祭の縦横『1tのためのスポンサー嘉集
511… IL:A.T■に書TIり.qJ●VJEtTもJIEEuJi■書をしてい*7.11T■J文化暮200EI-2007で臥書什31の

Ad

∬■任qC■

(+の*いJII)
- TrMIIl暮EEll■-■llトー■[:::::コILL■■

河■■dl文1ヒ書*I-I
■l l■■ tI

200812007 f+荘川]*yt書■JP) 2007 r●全長丁

芸 n n.'Hw JM ' ,- 市 ･- - ･州
(m]触 *左ヱrlJUJI) 20Ol312007 +JldL牡式*牡

ttALLltt■

2008 LLl月(l日大暮暮Ju JJJI) 200812007 グrJ-ンハウス

大trr- LR…i㌢ 4

200812007 T.i=TJ.Lb諾 2008 F" ･" ･･

20015 井書●r■JrnJE IIEEIJI

旧事】■書■ l日中F羊■正米

:;::= 棚 t"S :･"iT ITIO,R■A/ - ･千･ご - - 2008 ≡:≡語 L m ,
2007 J手Trf土tTtT(n]tJH*5ANB) EI書■M m l-

N]J村■ fl鵬 IIJ18JL～ (3食■】

JtA事-B 淋2007は｢■■文化交ilJLはサ(｣itt

〇号のA.q■書tXも1-J7-もf■lltされ(した

一 点 … 準 嘩 衰 三軍

JFJのJL事L=当たって
OBIlはMBな住宅地のEl)にあり､+弁士Ii+4も._-ぎいません.用Fqに._一速74とならないJ.う､&力公共交SiLaBlを利用してください.0今回特別会FMされる&■やJE土

■連gbのAt含Ei､所有者のTF可なしの写JtA形は._y'3BJLください.Oq円内t書廿されるELrJエツク暮育Aったままであったり.大きなJtッグ暮持ったままであったりしまT

PIJl晶書を4つける危政dありますので､前L=抱えるなど､+舟に._一法iください.


