情報発信事業

情報発信事業

①ハウスニュース
毎月月末に会員向けニュースを発行しています。ニュースではハウ
スの活動を随時紹介しています。

情報発信事業
①ハウスニュース

②ホームページ

②ホームページ
③冊子
わたしのまち魅力発見マガジン
vol.3『今日は玉川田園調布を歩
こう。
』発行

ブログとツイッターで地域講座の日程などすぐにお知らせしたい情報
を、リアルタイムでお伝えしています。イベントの詳細など随時掲載
しています。ぜひ遊びにきてください。
玉川まちづくりハウスのホームページ
Twitter：@tamamatihouse

http://www.tamamati.com

③冊子

■地域の魅力発見マガジン vol.3『今日は玉川田園調布を歩
こう。』を発行しました！

▲『今日は玉川田園調布を歩こう。』表紙

▲取材の様子

一昨年、昨年と続いて今年も世田谷区の「地域の絆ネットワーク支
援事業」の助成金を受け、わたしのまち魅力発見マガジン v o l .3『今
日は玉川田園調布を歩こう。』を作成しました。第１弾は九品仏、第
２弾は奥沢周辺を取り上げ、第３弾は玉川まちづくりハウスのある玉
川田園調布。
近所にお住まいの方から「玉川田園調布で魅力に感じるものは？」
と聞き取り調査したところ、今のデイ・ホーム玉川田園調布の場所に
あった「岡本さんちにお世話になった」という声がいくつかあがりま
した。「住み開き」という言葉ができる前から、近所の子どもたちの
遊び場として開放されており、ボーイスカウトの拠点となったり、文
庫活動が行われたりしていました。岡本さんがご存命のうちに一度お
話をきちんと聞いておけばよかったと悔やまれました。
また、商店街の代わりにこのまちに唯一のスーパー・ナショナル田
園を取材に行ったことがきっかけで、ナショナル田園と町会、玉川ま
ちづくりハウス共催の防災イベントが実施できたことは大きな収穫
だったと思っています。防災の面で地域のお店の協力は欠かせないの
で、これを機にこれからも協働していくことを考えています。
次年度も第 4 弾として自由が丘編を準備しています。

NPO 連携事業

NPO 連携事業
①住まいまちづくり相談

①世田谷区住まいまちづくり相談
「住まいまちづくり住宅相談ネットワー
ク」は世田谷区の相談事業「住宅まちづく
り総合相談」を担当する 3 つの NPO 法人で
作っている団体です。住まいの困った！を

■ NPO 法人玉川まちづくりハウス
運営委員長
運営委員
監事

伊藤雅春
林泰義

平松陽一

前田浩雄

事務局スタッフ

小西玲子 ( 運営委員 )

池田麻未
製作
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柴田希美絵

2014 年 12 月 1 日

住宅相談

まちづくりに関わる建築士としてアドバイスしていくことを目的にし
ています。
世田谷区 5 支所と三軒茶屋の 6 ヶ所で月 2 回ずつ開催され、玉川ま
ちづくりハウスは、玉川地域と三軒茶屋の 2 カ所を担当しています。
隣地間のトラブル、工事の際の業者との話し合いの進め方、また予
め知っておいた方がいいことはなにか？についての相談が多く見受け
られます。

ＮＰＯ法人玉川まちづくりハウス ２０１４年度活動報告
〒 158-0085 東京都世田谷区玉川田園調布 2-11-10
TEL:03-3721-8699 FAX:03-3721-8986
http://www.tamamati.com
E-mail:tamamati@q06.itscom.net

2014 年度トピックス
ハウス地域活動

2014 年度トピックス
ネットワーク事業

■第一回「九品仏アートフェスタ」が開催されました

ネットワーク事業
①九品仏アートフェスタ
世田谷区地域の絆再生支援事業
助成金 242,015 円

2014 年 11 月に
第 2 回九品仏アートフェスタは
1 回めよりも少し発展して
開催されました。
次年度で報告します。

2013 年 11 月 10 日 ( 日 ) フリーマーケット九品仏とともに九品仏アー
トフェスタが開催されました。
九品仏アートフェスタは、地域でアートを仲立ちにした交流の場を
作ろうと、玉川まちづくりハウスはじめ有志が企画し実行委員会方式
で取り組みました。フリーマーケット九品仏と同時開催にさせていた
だいたことが功を奏してか、大勢の方にきていただくことができまし
た。
同時開催で、奥沢 5 丁目の世田谷美術館分館、宮本三郎記念美術館
で、地域講座カリグラフィーのワークショップも開催されました。（関
連記事 p.5）こちらも当日に、アートフェスタ会場から行ってくださっ
た方もいらして、うれしい限りでした。
アートフェスタへの出展者は 22 グループ ( 個人も含む )。絵画やア
クセサリー、雑貨小物、ポストカード、人形、似顔絵、写真撮影等多
士済々。当初は、10 ～ 15 グループが出展してくれたらいいなあと思っ
ていたのですが、最後にはお断りせざるを得ないほどお問い合わせい
ただきました。九品仏界隈にこんなにこの企画に参加してくださる方
がいるということは、大きな発見でした。
何がどこにあるのかわからず、寄せ集めの機材とみなさんの協力で
何とか間に合ったというのが実情ですが、よかったよ！と言う声に励
まされています。来年度もぜひ継続したいと考えています。
2 週間後の 11 月 24 日（日）出展者も交えての反省会で、出展者か
らのアンケートは、
「フリーマーケット九品仏と同時開催で人出があっ
てよかった」「フリマとアートフェスタが違うことも認識できていた」
という回答が多かったのですが、九品仏地区会館を利用した展示会場
は、「展示会場らしさが足りなかった」「入りにくかった」という指摘
が相次ぎました。( ７ページへ続く）

▲ 大勢のお客様でにぎわいました
出店者の作品
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地域協働事業
お手伝い事業
①玉川田園調布住環境協議会
②楽多の会
③シェア奥沢
④安全・安心まちづくり
⑤ねこじゃらし公園
ネットワーク事業
①子育て支援活動
②社会資源発掘事業
③地域講座
④玉まちフェスタ
⑤九品仏アートフェスタ

企画・調査事業
①伊藤邸（旧園田高弘邸）
音楽と建築の響き合う集い

地域協働事業

世田谷区玉川地域を対象に活動しています

お手伝い事業

それぞれの活動が発足するときの支援活動を行いました。その活動を担う人材が
別に現れて活動資金も別に調達し独立していくことが、ハウスの活動の特徴です。
今は事務局作業の一部を支援しています。

①玉川田園調布住環境協議会・・・事務局担当

● 6 月 8 日 ( 日）第２８回住環境協議会総会が開催されました。
地区計画が発効して 14 年が経過しました。玉川田園調布住環境 協議
会は地区計画・地区街づくり計画と、これと一体のまちづくり協定を
知っていただき、これを活かすことを主な仕事としてきました。
2000 年度～ 2012 年度に 108 件、2013 年度は 10 件の新築計画の協議
がありました。そのうち環八沿道のマンション計画 1 件以外は、その
他はいずれも戸建て住宅の計画でした。最近では、環八通り沿いの旧
馬里邑社屋跡のマンション計画、また 2 丁目 4 番地においても保育園
建設が計画されています。
●みどりのガイドラインについて
世田谷区は区内の「みどり」をいっそう豊かにするために新たなガイ
ドラインを定め、2014 年 4 月から運用が始まっています。
玉川田園調布の風致地区 (1 丁目地区 ) 内では、道路面より敷地の地
盤面が高い場合、道路側は道路面を基準（０ｍ）として壁面の位置の
制限を適用し、建築基準法や風致地区条例において地下扱いの車庫で
あっても壁面は制限を受けることとなるとのこと。これによって道路
沿いの緑を豊かにすることができます。ガイドラインの詳しい内容は
以下にあります。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/348/d00123255_d/ﬁl/gaidorain.pdf

また、懸案であった世田谷区の新しいみどりの基準と比較して、玉
川田園調布 1、2 丁目地区地区協定を改定するかどうかについて、様々
な意見が出されました。
・250 ㎡以上の敷地においては、今まで通り区の緑化基準を満たす
ことで当地区の望ましいみどりの環境は守られます。
・250 ㎡未満の敷地については、緑化面積の計算方法等が区の緑化
基準と当地区の協定とで異なります。
・この協議会においては、両者を比較した結果、250 ㎡未満の敷地
については、協定による緑化面積の方がおおよそ大きくなるので、
これに準ずることになりました。

●他地区 地区計画への支援
地区計画とは、自分たちの住む身近な街が、将来こうなってほしい
という目標やそれを実現するためのルールを地域住民がみずからは
なしあって決めていくという制度です。世田谷区 58.08km² のうち約
13km² の 100 箇所を超える地域で地区計画が定められています。玉川
田園調布住環境協議会の息長い活動が他地区の地区計画制定の支援に
なるケースが出てきそうです。
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⑤

九品仏アートフェスタ （1 ページの続き）

また、出展者から、この地域らしい「アートフェスタ」に
するならば、売ったり買ったりしやすいハンドメイドの素敵
な雑貨のお店ばかりが並ぶのではなく、「アート」の展示を
大事にしていく道があるのではという意見が出されました。
この企画の最初の思いは、地域のアートを盛り上げて、アー
トを仲立ちにして地域が交流できること、また若い作家を応
援したいというものだったことが、す
り抜けていました。これからは、「ハ
ンドメイドの素敵な雑貨を売ること」
と、「アートの展示」と、どう考えて
いくかが課題です。
告知チラシ.pdf 1 2013/09/26 13:47:29

九品仏フリーマーケットと同日開催

地元でアートに会おう！
2013 年 11 月 10 日 （日） 10:30 ～ 15:00 （雨天決行）
展示ブース ： 九品仏地区会館 1F （世田谷区奥沢 7-34-3）
物販有ブース ： 九品仏商店街、 九品仏淨眞寺参道周辺

★宮本三郎記念美術館とのコラボレーション
当日同時間帯でカリグラフィーのワークショップを開催！
初めての方でも出来る秋のグリーティングカードを作りましょう
会場 ： 世田谷美術館分館 宮本三郎記念美術館 ( 世田谷区奥沢 5-38-13）
ワークショップ ： 11 ： 00 ～／ 13:00 ～／ 14 ： 00 ～／ 15:00 ～
（全 4 回、 各回 1 時間）※事前予約制
参加費 ： 500 円 ／各回先着 16 名
申込方法 ： 10 月 25 日より受付、 直接来館、 往復はがき、 メールでの申込
詳細は宮本三郎記念美術館 TEL:03-5483-3836 まで。

情報は随時 Facebook で公開中です！
ぜひ見に来てください！
URL ： https://www.facebook.com/9b2artfes
主催 九品仏アートフェスタ実行委員会
協賛 九品仏自治会、 九品仏淨眞寺、 九品仏地区街づくりの会、 九品仏商店会
協力 世田谷美術館分館 宮本三郎記念美術館、 NPO 法人玉川まちづくりハウス
世田谷区地域の絆推進事業

【九品仏アートフェスタ実行委員会事務局】
NPO 法人玉川まちづくりハウス
158-0085 世田谷区玉川田園調布 2-11-10
TEL. 03-3721-8699/FAX. 03-3721-8986
MAIL tamamati@q06.itscom.net
HP http://www.tamamati.com

企画・調査事業

地域の資産を地域の暮らしに活かす事業

CAM（コミュニティ・アセット・マネジメント）

●伊藤邸（旧園田高弘邸）音楽と建築の響き合う集い
第 15 回 2013 年 12 月 8 日
ピアノ：島田彩乃／お話：音楽評論家 横溝亮一
第 16 回 2014 年 4 月 27 日
ピアノ：村山卓洋／報告：野沢正光
伊藤邸 ( 旧園田邸 ) は、その継承と保全を目的として新しい
所有者の理解と協力を得て、
「音楽と建築の響き合う集い」が継
続されています。

▼ 世田谷代田の町屋

また、2013 年 5 月に設立された『一般社団法人住宅遺
産トラスト』は旧園田邸の活動を通じて培ったネットワー
クで、世田谷代田の町屋 ( 設計：坂本一成 )、飯田橋富士
見の家 ( 設計：アントニン・レーモンド ) 等、幾つかの
住宅遺産を継承することができました。
失うと二度と手にすることのできない匠の技と建築の
持つ力、佇まい、を大切に次世代に繋げていく、その活
動を支援していきます。
住宅遺産トラスト HP：http://hhtrust.jp/
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④玉川まちフェスタ

● 11 回目の玉川まちフェスタ
演奏は、今年で 4 回目です。毎年この無理なお願い
5 月 18 日 ( 日）11 回目、恒例となりました玉川ま を、お忙しいスケジュールをやりくりし、チャリティ
なので無償でと快く引き受けてくださって本当にあ
ちフェスタが今年も開催されました。
今年準備段階は、バザーの献品が少なめ、フリー りがたいことです。新緑と鳥の声と素晴らしい雅楽
マーケットの申し込み出店数も伸び悩み、献品をお の音色があいまって、心地よい空間を共有できて感
願いするような形での開催は難しいのかと心配して 激しましたと多くの方から感想をいただきました。
いましたが、開催間際にはたくさんの方が献品にき ●フェスタ売上げから今年も震災復興へ寄付
てくださいました。
今年もフリーマーケットの出店料とコンサートの
いつもおいしい焼き菓子を持ってきてくださる練 売上から、東日本大震災で被災して今も不自由な暮
馬の障がい者支援団体の『かすたねっと』さんは、 らしをしている子どもたちを現地で支援している『日
例年通り入口にお店を構え、この日を楽しみにして 本冒険遊び場づくり協会』に \41,100 を寄付しま
いたファンのみなさんが大勢いらしていました。
した。
去年も出店していただいたラオスの『モン族支援』
当日はコンサート前に日本冒険遊び場づくり協会
の方々からは、「去年お買い上げくださったお客様か の林さんに来ていただき東北の現状についてご説明
ら使用後の感想をいただいたりして実り多い一日で いただきました。
した」と言っていただきました。
本当に感謝の気持でいっぱいです。ありがとうご
今年初の出店となる『おけたく指圧院』さんのワ ざいました。
ンコイン指圧は大人気で、開始当初から予約が殺到。
フェスタ終了までフル回転の忙しさでした。
また、今年もコンサート会場として貸していただ
いたカフェえんがわ i n n で毎月第４土曜日、無農薬
野菜の朝市を開いている『つかの間のマルシェ』の
みなさんが、野菜と果物、陶器を持ってきてくださ
いました。
そして、川崎の障がい者支援センターの『アルデ
▲「おけたく指圧院」の
ンテ』さんは、恒例のカレーやかき氷のほかヨーヨー
ワンコイン体験
すくいなども子どもたちに大人気！
手作りの小物や子供服で出店してくださったフリ
2014/06/24
マ参加者のみな様もありがとうございました。
●えんがわ
inn でのコンサート
玉川まちづくりハウス
2014 年 6 月定例運営委員会
▲フリーマーケットブース
第 2 会場となる『カフェえんがわ i n n』では、バ
報告事項
ザー終了後の
15 時頃から今年も東儀秀樹さんが素晴
アルデンテのかき氷は大人気！
■ 玉川まちﾌｪｽﾀについて 日程 5月18日(日)
らしい演奏を聞かせてくださいました。東儀さんの
総売上

(玉川まちフェスタ2014会計案140613小西)
2014.5.18 玉川まちフェスタ売り上げ集計表
バザー会場売り上げ

日本冒険遊び場
づくり協会

冊子寄付
コンサート会場
フリマ出店料
その他

経費等

収入
216,145

66.000

半額を寄付

8,000

全額を寄付

100

全額を寄付
4,684

文具

3,875

コンサート関係

7,815

レンタカー

A-B
寄付後収入

■
■

玉川田園調布住環境協議会
会計報告
その他

－ 33,474

純売上

17,000

256,871

・コンサート入場料半額 33,000
・フリマ出店料 8,000
・寄付金他 100

寄付

41,100 円

「日本冒険遊び場づくり協会」

290,245

B支出合計
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九品仏商店会
寄付含む

チラシ

A収入合計

支出

支出

290,245

に寄付しました！

33,374
256,871
215,771

②地域の福祉を考える楽多の会・・・事務局担当
昨年度から、楽多の会では認知症への取り組みの
一環として、毎月第 1 土曜日に「認知症勉強会」を
開催しています。認知症と診断されても地域で安心
して暮らしていけるためには何があればいいのかに
ついての対応や情報などを共有することを目標にし
ています。お花見にいったり、一人では中々行けな
いお店にみなさんでランチに行ったりのツアー、奥
沢福祉園でのドッグセラピー活動、デイ・ホーム中
庭での園芸活動、デイ・ホーム玉川田園調布や、九
品仏あんしんすこやかセンタ―の職員のみなさんと
楽多の会メンバーとでのスタッフ研修交流会等を行
いました。
5 月 25 日の「楽多の集い」では 1 年間の活動につ
いて報告し、その後今年も古今亭文菊さんをお迎え
して落語会を行いました。

らくだツアー
お花見

サロン活動は第 1、3 週水曜日の玉田茶話会と健康
麻雀、第 2、4 週のらくだサロンと健康麻雀、第 2、
4 月曜日初心者麻雀、第 2 金曜日のお習字、第 4 金
曜日のはがき絵といずれも大勢の人が集って、楽し
い時間を過ごしています。
あんしんすこやかセンターや、デイ・ホーム職員
とも交流できるデイ・ホーム玉川田園調布 1 階の地
域交流スペースでこの活動が継続できることを大切
にしていきたいと考えています。

③シェア奥沢・・・ハウスとの情報交換
『シェア奥沢』は玉川まちづくりハウスが以前から協働指さ
せていただいていた『NPO 法人土とみどりを守る会』の堀内
さんが、自宅の一部を開いて様々なかたちで利用できるスペー
スです。コワーキングスペースとして、イベント会場として、
シェアキッチンとして、様々な交流から新しい交流、価値を
生み出そうという試みです。
映画会、音楽会、太極拳、勉強会、等々。どんどん新しいコミュ
ニティが生み出されています。
一般の方も利用することができます。詳細は http://shareokusawa.jp/ をごらんください。

④安全・安心まちづくり ( 防犯パトロール）
昨年度の活動は、定常的なパトロール活動、犯罪
情報の提供活動に加えて、2013 年 12 月 8 日には、
シンポジウム ｢ ユニークな開放的ゲーテッド・コミュ
ニティの実現を目指して ｣ を開催しまた。京都から
気鋭の政治学者竹井隆人氏を招き、戸建住宅地のマ
ネジメントの可能性について考える機会となりまし
た。2014 年 1 月 19 日には、日本市民安全学会との
共催の生活安全フォーラム「消費者としての知恵を
磨こう－高度詐欺犯暗躍社会を生き抜くために－」
を開催しました。
また、2014 年は、防犯パトロール隊の隊長が前田
さんから伊藤さんに交代する年ともなりました。安
全・安心まちづくりの活動は、空き巣被害が拡大し
ていた 2003 年度の翌年 2004 年度から始まり、現時
点では、犯罪被害が 2003 年以前の水準に戻り、日本
全国に広がった防犯パトロール活動にも停滞感が生
まれ活動を終結させるか、新しい方向に展開するか

が全国的に問われています。
この１０年間にみなさんで作り上げた防犯パト
ロール隊員のつながりと地域マネジメントの経験を
活かしていくことをわたしたちは選択しようと思い
ます。防犯という視点をどのようにコミュニティ・
マネジメントの概念に近づけていくか、セーフコ
ミュニティはその橋渡しになる言葉だと考えていま
す。多角化する防犯パトロール隊の活動を今後とも
ご支援ください。

生活安全フォーラム
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⑤ねこじゃらし公園・・・活動参加
4 月 20 日 ( 日 ) ねこじゃらし公園開園 20
周年のバースデイが開催されました。恒例
の「デッカイお絵かき」をはじめカプセル
に入った指示書の通りのものを持ってくる
｢ 探しものはなーに！ ｣ や、「金魚ギョッす
くい」などスタッフが懸命に考えたゲーム
のお店がでて、大勢の子どもと元子どもた
ちで賑わいました。みなさんの笑顔が活動
のエネルギーだと改めて感じました。しか
し大勢の助っ人に助けられて開催した 20 才
のバースデイ、 グループ発足 20 年を迎え、
メンバーも 20 歳年をとり、次の体制をどう
作っていくかが大きな課題です。

▲ ねこじゃらし公園 20 年記念バースデイ

ネットワーク事業

他の団体とネットワークすることで広がりを持ったり、こちらが企画して人と人との
結びつきを深めようという事業です

助成金

286,000 円

①子育て支援活動

●プレーリヤカー、リピーターのママが増えています
おもちゃを積んだリヤカーを公園に持っていって、子ど
もの外遊びを推進するという「世田谷区自然体験遊び場づ
くり事業」を毎月第 3・第 5 水曜日に行っています。今年
度も引き続き等々力保育園と協働して園の敷地内にプレー
カーを置かせていただき、保育園の地域交流の企画と連動
し、保育園のお向かいの「ねこじゃらし公園」で活動を行
いました。
●小さなパンフレットをつくりました
プレーリヤカーの活動を紹介した小さなパンフレットをつ
くりました。

2014 年度年間スケジュール
2013

10

11

地域講座
カリグラフィー

地域講座
カリグラフィー

10/7,10/14

プレーリヤカー

10/16,10/30

世田谷トラストまちづく
りインターン発表会
10/17

4

11/4,11/11

プレーリヤカー

11/20

★九品仏アートフェスタ
11/10

カリグラフィーWS
11/10

2014

12
地域講座
カリグラフィー

12/2,12/9

1

地域講座 2/3,2/10
カリグラフィー
1/13
地域講座
カリグラフィー

プレーリヤカー

12/18

★ハウス総会 12/23

音楽と建築の 12/8
響き合う集い
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2

プレーリヤカー

1/15,1/29

地域講座
カリグラフィー

3/3,3/10

プレーリヤカー

プレーリヤカー

2/16
九品仏
アートフェスタ会議

防災について 3/1
考えてみよう！

2/19

楽多の会スタッフ
研修交流会 2/12

3/19

『今日は玉川田園調
布を歩こう。』完成

②社会資源発掘事業『宮本三郎記念美術館と地域の会』
●「人ひろば」では多彩なゲストをお招きしています
宮本三郎記念美術館を応援している「宮本三郎記念美術
館と地域の会」との懇談のなかから生まれた講演会「人ひ
ろば」。今年度は第 22 回～第 26 回が行われました。
「人ひろば」は奥沢～玉川田園調布～自由が丘の地域に
ゆかりのある人物を講師にお招きして多彩なテーマでお届
けする講演会となっています。

▲ 講演する片山豊さん

2013 年 10 月〜 2014 年 9 月までの「人ひろば」
10 月 27 日（日）第 22 回「川柳の常識・非常識 読む・楽しむ・生きる」
講演者：速川美竹（日本川柳ペンクラブ常任理事）

12 月 15 日（日）第 23 回「ロシアの古代岩絵の保存と村おこし」
講演者：井出晃憲（NPO ユーラシアン・クラブ副理事長）

3 月 8 日（土）第 24 回「ミツバチと私と自然保護」

講演者：渡辺英男（WARD 世界子孫代理人会主宰）

写真提供：宮本三郎記念美術館

5 月 17 日（土）第 25 回「等々力渓谷の魅力と保存活動」
講演者：吉村俊雄（等々力渓谷保存会副会長）

9 月 15 日（月・祝）第 26 回「グルメが長生の基本〜 105 歳・片山豊の食べ物絵日記〜」
講演者：片山豊（元米国日産社長、世田谷区男性最高齢者）

③地域講座
●カリグラフィー講座 ( 毎月第一・第二月曜日

講師：根岸香津代先生）

11 月 10 日（日）に奥沢の宮本三郎記念美術館
にてカリグラフィー作品展＆ワークショップを行
いました。
たくさんの方にご来場いただき、ワークショッ
プも若い方から年配の方、飛び入り参加の親子さ
んなどたくさんの方に参加していただき、好評を
いただきました。
通常のレッスンも月に 2 回、和気あいあいと開
講しています。その後参加者も増え、生徒のみな
さんも着々とスキルアップ！次回も秋に作品展を
行う予定です。(2014 年 11 月 あおぞら銀行フィ
ナンシャルオアシスで素敵な展覧会を開催シまし
た。次年度でお知らせします。)

▲ワークショップの様子

生徒さんの作品

＊そのほか運営委員会、ニュースレターの発行、世田谷区の住宅相談などを毎月行っています。
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地域講座
カリグラフィー

4/7,4/14

プレーリヤカー

4/16,4/30

ねこじゃらし公園
20thバースデー4/20
音楽と建築の 4/27
響き合う集い

5
★玉川まち
フェスタ 5/18

地域講座 5/12
カリグラフィー
プレーリヤカー

5/21

5/4
九品仏
アートフェスタ会議
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地域講座
カリグラフィー

地域講座
カリグラフィー

プレーリヤカー

プレーリヤカー

6/2,6/9

6/18

7/7,7/14

7/10,7/16,7/30

プレーリヤカー交流会
6/3
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8/5
九品仏
アートフェスタ会議

プレーリヤカー
プレーリヤカー
8/20

7/27
九品仏
アートフェスタ会議

地域講座 9/1,9/8
カリグラフィー

9/17

9/27
九品仏
アートフェスタ会議
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