
映画づくり体験！「シネマニワのホームムービーファクトリー」

シネマニワは映画館のない真庭市
で、ちいさな映画の種をまき、それ
を大切に育てていくような活動がで
きればと7年前に発足し、映画上映・
制作を行っている。代表の山崎樹一
郎は同市湯原在住の農家。

映画づくり体験。子供からプロま
で、驚きの方法で、みんなで楽し
みながら映画づくりが出来ます。
上映後にはみんなで軽食を食べな
らがらの上映会！

[日時] 10/3のみ　13：00～　[会場] 顆山亭　[料金] 1,000円
[定員] 10名　[備考] 対象年齢：小学生以上＊小学生以下は保護者同伴

[日時] 10/4のみ　11：00～／14：00～の計2回　[会場] 顆山亭
[料金] 1,000円　＊高校生以下無料　[定員] 各回20名
[備考] 対象年齢：小学生以上＊小学生以下は保護者同伴
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映画上映＆監督トーク！一揆の映画『新しき民』上映会
真庭で起こった山中一揆をモチーフにした時代劇映画。「一揆のよう
に映画をつくろう」を合言葉に、得意技を持ち寄って皆でつくりまし
た。岡山ツアー＆NY上映も終わり、今秋、東京・大阪他にて劇場公開！
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シネマニワ

勝山で楽しく暮らすためのおじさん
の集まり。

かつやま町並み保存事業を応援する会

のれんスタンプラリー
スタンプの台紙に描かれているの
れんマップをもとに町並みの家々
を巡り、軒先にかかるのれんと同
じデザインのスタンプを集めてい
く地元で人気のイベントです。ク
ジ引きでは素敵な景品をご用意し
ています。

[日時] 10/4のみ
10：00～15：00（クジ引きは16：00まで）
[会場] 顆山亭の前の家（クジ引き場所）　[料金] 無料
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ベンガラ染め

ひのき草木染織工房
1994年、ひのき草木染織工房を立ち
上げる。翌年より勝山町並み保存地区
ののれんの制作を開始。1997年、同場
所にギャラリー開設後、絞り染めのの
れんや草木染めの手織り紬などを制
作。また、年に一度のれん展を開催。そ
の他、クラフト作家の展覧会やワーク
ショップも多数行う。

こちらが用意したハンカチを輪ゴ
ムで縛って、ベンガラの染料に入
れて染めます。とても簡単ですの
で、どなたにもお楽しみいただけ
ます。世界でたった一枚のハンカ
チが染まり上がります。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～／11：00～／
13：00～／14：00～／15：00～の計5回
[会場] ひのき草木染織ギャラリー前駐車場　[料金] 1,500円
[定員] 各回5名　[備考] 対象年齢：小さなお子様でも可（保護者同伴）
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裂織り

ひのき草木染織工房
1994年、ひのき草木染織工房を立ち
上げる。翌年より勝山町並み保存地
区ののれんの制作を開始。1997年、
同場所にギャラリー開設後、絞り染
めののれんや草木染めの手織り紬な
どを制作。また、年に一度のれん展
を開催。その他、クラフト作家の展
覧会やワークショップも多数行う。

裂織りコースターづくり。15cm角
の布を織ります。布や糸は用意して
いますが、使わなくなった風呂敷、
着物、洋服(ニット以外)をご持参いた
だくと、そちらを織り込むこともで
きます。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～／11：00～／
13：00～／14：00～／15：00～の計5回
[会場] ひのき草木染織ギャラリー　[料金] 2,000円
[定員] 各回4名　[備考] 対象年齢：不問
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木版画・消しゴムスタンプ・木彫

勝田郡奈義町で大正時代から木彫、
昭和20年代より木版画を制作。
山田尚公：1956年生まれ。昭雲工房
3代目。
山田直禾：1990年生まれ。

木版画は、はがきサイズ所要時間
2時間
消しゴムスタンプは、5×4ｃｍ　
所要時間30分
木彫刻は、10ｃｍほどの仏さま　
所要時間1時間半
いずれも、材料、彫刻刀などすべ
て用意します。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～16：00　[会場] 旧郵便局
[料金] 木版画：1,500円／消しゴムスタンプ：800円／木彫刻：1,000円
[定員] 1日10名程度　[備考] 対象年齢：小学３年生以上
＊時間があれば木彫の制作実演を予定。
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山田尚公、山田直禾／昭雲工房

がま口のショルダーバッグ

宮崎あこ／at-home
デザイン美術短大卒業、布ハンドメイ
ド歴20年。毎日使いたくなる可愛い
布バックや小物を、オリジナルデザイ
ンで丁寧にハンドメイド。生地選びか
らステッチの色までこだわり、季節に
合わせて制作している。

手縫いでがま口のショルダーバッ
グをつくります。材料は用意して
います。初心者の方にもわかりや
すく、ハンドメイドをお楽しみい
ただけます。

[日時] 10/3・4両日とも
午前10：00～　午後 13：00～（2～3時間程度）
[会場] フクダ洋服店
[料金] 2,500円　[定員] 各回10人
[備考] 対象年齢：高校生以上
[持参物] 裁縫道具、目うち（必須）、ものさし、筆記用具
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手作り酵母

池田直志／
畑から育てるパン＆BREAD
備前市の集落で2014年から、小さな
パン工房を営んでいます。昔ながら
のシンプルな造りのもの、大地と太
陽の恵みをいっぱいに浴びた素材を
使い、一つ一つ焼き上げる、手作り
酵母のパン屋です。

季節の食材を使った、手作り酵母
のワークショップです。酵母を
使った、パンケーキやソース、ド
リンクの作り方の他、勝山の地
酒・御前酒を使ったレシピ等盛り
だくさん。

[日時] 10/4のみ 10：00～12：00
[会場] 勝山文化センター
[料金] 2,000円　[定員] 15名
[備考] 対象年齢：不問
[持参物] エプロン、筆記用具

※パン販売は
[日時] 10/3・4両日とも
[会場] 大前商店
[備考] 販売のみ

15 パン販売5

大阪出身。美咲町在住。人と自然の
関わりの中での暮らし。作物を育て
たり、食べたり、鶏の世話したりな
どなど。その中に自然と生まれるも
のを作るということ。そんなものづ
くりを目指してます。

ハンコで作るマンダラのお皿

堂下了一／谷ノ窯

象嵌技法を使って模様入りのお皿
が作れます。ハンコや棒で模様を
描いたり、石や布でテクスチャー
をつけたり、お好きに作って楽し
んでください。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～16：00
[会場] 原田耕作邸
[料金] 2,000円
[定員] 20名（当日受付可能）
[備考] 対象年齢：小さなお子様でも可
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お香教室『和の香り＊オリジナル匂ひ袋づくり』

岡山県津山市在住。薫物屋香楽認定
香司。インド修行を機に本格的にお
香研究をスタート。お香の故郷エジ
プトを訪問しお香ルーツを確認す
る。関東、関西でのお香講座や岡山
教室、大阪教室にて指導にあたる。

高級香木白檀や龍脳、丁子など15
種類の香原料を調合してオリジナ
ルの匂ひ袋づくり。豪華な金襴袋
と和紙の香袋に仕立てます。ご自
分の香りを楽しみながら、癒し、
御守としてもお使いください。

[日時] 10/3・4両日とも
10：00～11：30／13：00～14：30／15：00～16：30
[会場] 旧赤岩旅館　[料金] 2,500円
[定員] 各回定員4名～5名
[備考] 対象年齢：小学生以上＊随時の参加も可能ですので受付致します。
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浜村早苗お香教室

台湾茶テイスティング

HaoKa／天地の香露
「こころを潤す極上の一杯」のコンセ
プトのもと、香りの烏龍茶といわれる
台湾茶の中から最上級の茶葉を厳選し
たプレミアム台湾茶ブランド。伝統に
囚われずに新しいお茶の世界を伝えて
いる。

烏龍茶の最高峰と称えられる台湾
茶を飲み比べていただき、テイス
ティングの仕方や良い茶葉の見分
け方を体験してもらいます。興味
のある方や自分の味覚や嗅覚を試
したい方は是非チャレンジしてく
ださい! 

[日時] 10/3・4両日とも
10：30～11：30／13：00～14：00／15：00～16：00
[会場] 三協ギャラリー　[料金] 1,000円　[定員] 各回6名
[備考] 対象年齢：中学生以上　＊当日は強い香水などはお控えください。
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糸鋸細工・一輪挿し 

絡繰やオルゴール、木製玩具専門の
博物館にて学芸員を務め、工作室運
営業務を兼任。その後独立し工房設
立。各地で工作教室も開催してい
る。

切る練習の後、図案を切り、磨い
て整え、一輪挿しを作ります。十
二支型（写真左）。12枚の図案から
2枚選んで作ります。（写真は、ネ
ズミ＆ウサギ）四角錐型（写真右）。
曲線変更など、ある程度自由にア
レンジできます。

[日時] 10/3・4両日とも
十二支：10:00～／15:00～　四角錐：11:15～／13:15～
[会場] 山藤邸　[料金] 1,500円
[定員] 各回5名
[備考] 対象年齢：小学高学年以上
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糸日谷晃／いとひや

高田硯を研いでみよう

古くは室町時代の中期から作られ、
名勝神庭の滝近くの山中に産する良
質な黒色粘板岩の形を活かして磨き
上げる高田硯。現在、その伝統の技
術を唯一受け継いで作り続け、採石
から販売まで全てを行っている。

高田硯の半製品を研いで完成させ
る体験です。

[日時] 10/3・4両日とも
3日10：00～12：00／13：00～15：00
4日  9：30～11：30／14：00～16：00
[会場] 中島硯店
[料金] 5,400円　[定員] 各回2名
[備考] 対象年齢：中学生以上　＊作品は仕上げをして後日送付 
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中島石真／中島硯店



木工

須藤歩／家具工房 にいの屋
旧勝北町の小さな工房で、木の家具
や小物を制作。扱う材料は楢・タモ・
メープル・チェリー・ウォールナット
など。堅い木でも、何年も使ってい
ると優しい丸みや艶が出てくる。作
ったものたちが、いつか使い込まれ
て素敵になっていく姿を想像しなが
ら、日々制作している。

マイ箸づくり体験。予め細く切っ
た木に鉋をかけて、八角形に削っ
ていきます。手作りでオリジナル
の箸が出来上がります。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～／11：00～／
13：00～／14：00～／15：00～の計5回
[会場] 松岡邸
[料金] 2,500円（手作りの箸箱をお付けします）
[定員] 各回2名　[備考] 対象年齢：小学校高学年以上
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こけ玉づくり

谷口伸好／花や たにぐち
暖簾の町並みから川風を受け、橋を渡
れば三角屋根の勝山木材ふれあい会
館。その真ん中の大きな欅の木の下に
ある花屋。四季の風を一鉢に乗せる和
みの花。一枝に心を込めるしつらいの
花。緩やかに時が流れる木漏れ日の花
屋。中国新聞カルチャースクール講師
他。

季節の植物を使った、様々な表情
を持ったこけ玉づくりを楽しむこ
とができます。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～16：00
[会場] 花や たにぐち（雨天の場合、勝山木材ふれあい会館内）
[料金] 1,500円
[定員] 午前・午後、各10名
[備考] 対象年齢：小学生以上
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かずらの和紙の灯り

福岡市出身。2000年、勝山に移住
し、本格的にかずらと和紙による灯
りの創作を始める。材料となるかず
らは、自身が12月から1月に山で採
取し、1年を掛けて乾燥させたもの。
自然素材を使い、柔らかい灯りを創
りだしている。

自然の素材と工芸和紙を使ったオ
リジナルのランプが作れます。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～12：00／
13：00～15：00／15：00～17：00の計3回
[会場] あかりギャラリー KEN工房（真庭市神庭685-1）
[料金] 5,000円（材料費込み）
[定員] 各回2名　[備考] 対象年齢：18歳以上
[持参物] 汚れても良い服装、エプロン、タオル1枚
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村上研二／あかりギャラリー KEN工房

かつやま『本とまち』プロジェクト 

本が好き！人が好き！な有志が集ま
って、今回初めてのイベント参加で
す。たくさんの方との出会いを楽し
みにしています！

本に囲まれてゆっくりと時間を過
ごせる素敵な空間をご案内します。
また、様々な人たちとの出会いや
ふれあいの場としてもご利用くだ
さい。楽しいイベントもあります
よ！

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～
[会場] 米村邸　[料金] 無料
[定員] なし
[備考] 対象年齢：不問
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本の香りがする町委員会

勝高屋

勝山高校ビジネス科3年／
新商品開発班
地元の洋菓子職人の方からもアドバ
イスを頂戴し、試行錯誤を重ねて今
年の新商品が出来上がりました。

勝山高校の生徒が、地元の特産品
を活用した商品開発を行い、地域
の活性化に貢献したいと考え立ち
上げた勝高屋です。真庭地域の特
産品"きよみどり"(青大豆)を使っ
てプリンとビスコッティを作りま
した。ヘルシーで素朴なおいしさ
が味わえる商品となっております。
是非ご賞味ください!!

[日時] 10/3のみ　10：00～16：00
[会場] 米村邸　[料金] ビスコッティ100円・プリン100円
＊変更の可能性があります。
[備考] 販売実習
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交流定住・相談コーナー

◎移住の先輩たちの体験談
◎真庭暮らしのご相談
◎行政のバックアップ相談
※総合案内も併設しています

真庭での暮らし、子育て、仕事の
話から真庭暮らし、助成金につい
てなど、移住、定住にご興味のあ
る方は気軽にお立ち寄りください。
移住者（地域おこし協力隊）や市
職員が、あなたの聞きたいことに
ついていろいろとお話させていた
だきます。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～16：00
[会場] 勝山郷土資料館　[料金] 無料
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真庭市交流定住推進課　交流定住センター／地域おこし協力隊



発酵ランチを食そう
まにわ発酵'sのメンバーの食材を取り入れたランチの提供。各1日
20食限定 ≪予約可／予約・問合せ等は、直接各お店へお願いいたします≫

cafe うえのだん　tel.0867-44-58812
提供日時　３日㈯／４日㈰　10：00 ～ 16：00

レストラン 西蔵　tel.0867-44-530010
提供日時　３日㈯のみ　11：00 ～ 14：30

ろまん亭　tel.0867-44-234517
提供日時　３日㈯／４日㈰　10：00 ～ 16：00

うどん処 本峰　tel.0867-44-522520
提供日時　３日㈯／４日㈰　11：30 ～ 19：30

CAFE てぁ　tel.0867-44-555828
提供日時　３日㈯／４日㈰　11：00 ～ 16：00

白壁　tel.0867-44-337126
提供日時　３日㈯／４日㈰　11：30 ～ 13：30

CAFE bird　tel.0867-44-300130
提供日時　３日㈯／４日㈰　11：30 ～ 16：00

野菜販売

真庭産の新鮮な旬の野菜や農産物を販売します。

[日時] 10/3・4両日とも　10：00～16：00
[会場] 江原邸　[備考] 販売のみ

24

真庭市を中心とした農家グループ。ミネラル豊富な採れたて野菜を販売し
ている。

ミネラル野菜倶楽部

発酵’sアンテナショップ

真庭市の発酵食品文化を広めようと
いう若手後継者らのグループ。日本
酒の辻本店、落酒造場、ひるぜんワ
イン、蒜山ラッテバンビーノ、IL 
RICOTTARO、河野酢味噌製造工場
の６社により成る。

「まにわ発酵’sとミネラル野菜倶
楽部」が共同開発したおつまみ
調味料「まにわDIP」の販売や、
発酵’sメンバーの河野酢味噌製
造工場や御前酒の販売を行って
おります。

[日時] 10/3・4両日とも
10：00～17：00
[会場] 御前酒蔵元㈱辻本店
[備考] 販売のみ
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まにわ発酵’s

岡山県立大学

インターンシップならびに、ボランティアスタッフとして参加。

岡山県立大学の学生が今年から
参加します。イベント当日と前後の
準備のみならず、各ワークショップ
の様子を取材します。そして体験
クラフト市を更に皆様に知っていた
だくために、事前に各参加者への
インタビュー、その内容の発信など
を行います。この活動を通して、も
のづくりとまちづくりに関して実際に
体験することとなります。

[日時] 8月と9月に事前インタビュー。
10/3・4日ならびに前後の準備・撤収。
[会場] イベント各所

岡山県立大学デザイン学部3年生総勢14名

Access

●自家用車ご利用のかたへ
・岡山方面から｜岡山自動車道経由中国自動車道：落合IC下車
・大阪方面から｜中国自動車道経由米子自動車道：久世IC下車

●公共交通機関ご利用のかたへ
【バス】
・JR岡山駅より中国勝山駅行き路線バス
・JR京都駅・JR大阪駅より津山駅行き高速バス
【ＪＲ】
・ＪＲ岡山駅→［津山線］→津山駅→［姫新線］→中国勝山駅
・ＪＲ岡山駅→［伯備線］→新見駅→［姫新線］→中国勝山駅北房JCT 落合JCT

倉敷JCT 岡山JCT

米子IC

蒜山IC

湯原IC

北房IC

賀陽IC

倉敷IC 岡山IC

津山IC

久世IC

落合IC

山陽自動車道

岡山自動車道

中国自動車道
米子自動車道

中国勝山

バス
(Bus) バス

(Bus)

JR山陽新幹線JR山陽本線

JR津山線

津山新見

倉敷 岡山

岡山空港

【路線バス】時刻表
岡山駅　→　勝山　　　　　　勝山　→　岡山駅

片道…2,180円　往復券…2,700円
問い合わせ先
中鉄北部バス　津山営業所　TEL 0868-27-2827
中鉄美作バス　TEL 0867-44-2621

8：06
12:16
14:21
17:01

9:55
14:05
16:10
18:50

8：05
10：10
14：00
17：25

9:54
11：59
15：49
19：14


