MARKET&PR WORKSHOP

50音順

物販＆展示ブース・ワークショップ

■ マークは屋外での催し

うっかり
知っちゃう
森のコト!

① 相之島工房（物販・ワークショップ） 6/23、
24

陶器・苔玉・手作り雑貨。
ワークショップ：ミニオカリナの絵付け体験 １つ¥1,000

② AREth（物販） 6/23、
24
シューズ販売

信州 森フェス！は森とひとの関わりや 、
森とつながる暮らしについて 、森のなかで

ど

あい

世界の認証を受けた一番信用性と未来性があると考えたビオリオーガニックコットンを
100%使用し、
自身で開発した大豆と海藻からなる天然成分100%のナチュラルインクを
手作業で一枚ずつシルクスクリーンプリントしたオリジナルアイテムの販売

らく

木・土・逢・楽

楽しみながら考えてもらうきっかけになればと

テーマは自然と人との調和
自然の中にある素材と人が作った布などを組合わせたモビールなど

ホーリーバジルティ試飲販売＆絲かけ曼荼羅販売

⑤ 井浦農園（物販） 6/23、
24

樹から育てた果物加工品、
種から育てた綿の小物などの販売

⑥ oSOLo（物販） 6/24 ■

親子おそろいでかぶれるチューリップハットやエプロン、
ポシェットなどの
布小物を作っています。

MAIN PROGRAM

6/23（土）

メイン会場 プログラム

田淵三菜（たぶちみな）／写真家

（50分）
11：00〜『in to the forest』田淵三菜（写真家）［トーク］
（50分）
12：00〜 ♪eriko Yamashita ×ARTMARU（ピアノ、うた、バンスリ）［音楽ライブ］

13：00〜『かつての薪炭林のブナ材を活用しながら原始の森に誘導する』
−上中下流が連携した豪雪山間地集落の森の活用−
（90分）
紙谷智彦（森林生態学者）［トーク］
14：40〜 ♪
『耳で感じる森林浴』信州大学音楽教育コース
［音楽ライブ］
（50分）
（歌、ピアノ、その他楽器を使った演奏）
（60分）
15：40〜『何故一からモノを作るのか』関野吉晴（探検家／武蔵野美術大学教授）［トーク］

16：40〜 ♪DJ&リハ
（20分）
17：30〜『森羅万象』能天気（ 踊り&音楽）［パフォーマンス］
［音楽ライブ］
（50分）
18：00〜 ♪SAKi & the factor（アコースティックギター＆ヴォーカル）
［音楽ライブ］
（50分）
19：00〜 ♪The Fighting Farmers with ZEHI（サイケデリックロック）

終了（20：30 CLOSE）

6/24（日）

1989年、神奈川県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、すぐ
に北軽井沢の森へ移住。2013年より森の写真を撮りはじめ
る。2016年、第二回入江泰吉記念写真賞受賞。2017年、写真
集『into the forest』
（入江泰吉記念写真賞実行委員会）出版。
森の中で家族の記念写真を撮影する写真館
「森の写真館３×７
（サンナナ）
」
主宰。
現在も北軽井沢を拠点に活動している。

紙谷智彦（かみたにともひこ）／森林生態学者
新潟大学名誉教授。専門は森林再生学。
豪雪山地に生育して
いる旧薪炭林のブナを中・下流の関係者とともに、山間地集
落の新たなブナ林業に活用することを目的に活動している。

関野吉晴（せきのよしはる）／探検家・医師
武蔵野美術大学教授（文化人類学）。1949年東京都生まれ。
一橋大学在学中に探検部を創設し、71年から通算10年間以
上にわたって、アマゾン川源流や中央アンデスなど南米への
旅を重ねる。その間、現地での医療の必要性を感じ、医師免
許を取得。探検先でも医療活動に従事する。93年からは、南
米最南端からアフリカまで人類拡散の足跡「グレートジャー
ニー」を人力で遡る旅に取り組み2002年にゴール。2004年
7月からは「新グレートジャーニー 日本列島にやって来た
人々」をスタート。インドネシアから石垣島まで手作りの丸木
舟による4700kmの航海「海のルート」は2011年6月13日に
ゴール。99年、植村直巳冒険賞受賞。2000年、旅の文化賞
（旅の文化研究所）
受賞。

伊沢正名（いざわまさな）／糞土師

10：00〜 オープニングトーク（5分）
10：15〜『奇跡のウンコ惑星に生きる』
［トーク］
（50分）
伊沢正名（糞土師）
11：20〜『モリっと紙芝居』
（30分）
ながはり朱実座［パフォーマンス］

12：00〜 ♪亀工房 新作お披露目ライブ［音楽］
（50分）
13：00〜『仏教と森、そして喜怒哀楽』
〜菌根研究者副住職からみた森の世界〜
泉浩業（十輪寺・副住職）×津田吉晃（筑波大学 准教授）［トーク］
（60分）
14：30〜『Happy on the Trails』
山田琢也（トレイルランナー）
［トーク］
（60分）
［音楽ライブ］
（50分）
15：40〜 ♪Pine Tree Steel Pan Band（スティールパン・ピアノ・パーカッション）

終了

1950年、
茨城県桜川市生まれ。
本来、
土に還るべき大便が、
自
然のサイクルから排除されていることに義憤を感じ、
74年か
ら意識的野糞をはじめ、
99年には野糞率100%を達成。
2008
年には3000日連続野糞達成。
07年からは土に埋めた大便が
完全に土に還るまでの過程を、
詳細に確認、
記録する
「野糞掘
り返し調査」を実施。排便後の処理は、紙は使用せずに水と
葉っぱを使用する
「伊沢流インド式野糞法」
を確立している。

津田吉晃（つだよしあき）／筑波大学 准教授
筑 波 大 学 山 岳 科 学 センター菅 平 高 原 実 験 所 准 教 授 。ス
ウェーデン、イタリア、インド、西表島などでの研究生活を経
て現職。世界各地の様々な木材で作られたギターに森を感じ
つつ、森林、山岳分野で大学と一般社会をどのように結ぶか
について日々考えている。
専門は集団遺伝学、
分子生態学。

泉浩業（いずみこうぎょう）／十輪寺 副住職
京都洛西の なりひら寺 として知られる十輪時の副住職。
鳥取大学で森林科学を学び、
スコットランド・アバディーン大学
にて博士号取得
（Ph.D）
。
スウェーデン農業科学大学ウプサラ
校での研究生活を経て、現職。境内の裏山にマツタケが出な
いのは、
自分の精進がまだ少ないせいだと、
日々考えている。

山田琢也（やまだたくや）／トレイルランナー
★イベント会場での事故・盗難・破損等の
トラブルにつきましては一切の責任を
負いかねますので予めご了承下さい。

★当日スタッフがイベントの様子を写真・動画撮影
させていただき、今後のイベント告知などに使用
させていただく場合があります。予めご了承下さい。

⑦ Candle Cahaya（物販・ワークショップ） 6/23、
24 ■

手作りキャンドルの販売。
ワークショップ：カラフルキャンドル作り ¥1,000
（好きな色のブロックを選んで作ります）
タワーキャンドル作り ¥500
（好きな色、
形のチップを重ねて作ります）

⑧ 氣楽リズム（物販） 6/23、
24

※会場内は土足禁止です。はきものをご持参ください。

（35分）
10：15〜 ♪夏美バンド［音楽ライブ］

17：00

トークゲスト
（講演順）

10：00〜 オープニングトーク（5分）

20：00

TALK GUEST

1978年生まれ。同志社大学スキー部出身、社会人となって
スキーアーチェリーに転向。3 年間のドイツスキー留学の
のち07年ロシア世界選 手 権にて優 勝。帰国後トレランに
遭遇、
邁進。

スノーボーダーが考える、
日本の木を使った、
made in japanの
スノーボードの展示/山喜ウッドコアの展示/グッズ販売。

⑩ Grain yukiita -グレインユキイタ-（物販・ワークショップ） 6/23 ■

ワークショップ： 間伐材越後杉から作るスェーデントーチ作り ¥1,000〜と雪板展示。
support by husqvarna
（チェーンソー、
防護服等の無料貸し出し及び展示）

⑪ Kefnagano（物販・ワークショップ） 6/23、
24
ワークショップ：Tシャツにプリントしてみよう！
Hemp糸でブレスレット編んでみよう！¥1,000〜¥2,000

⑫ コトバヤ タカハシハンコ店（物販・ワークショップ） 6/23、
24
本の販売、
ケシゴムハンコの販売とワークショップをします。
（ワークショップは24日のみいたします）

手描きイラストの雑貨とフェルトのお花のアクセサリーの販売。
ワークショップ：ランタンデコレーション ¥800、
フェルトのカケラの動物バッジづくり ¥300

フードコーナー

今大人気のハーバリウムを森をイメージして作成するワークショップ。
お好きなビンを選んでいただき１本 ¥1,750で作成。
１本あたり30〜45分程度。

ハンドメイドガラスアクセサリー

BurtonのCampCollection展示・販売、
Sale品の販売
オリジナルトートバック制作のワークショップ ¥500

㉞ ふくろうの森（物販） 6/23、
24

すべてオリジナルの自然素材と手作りにこだわった、
編み物中心の衣類雑貨の販売。
ワークショップ
（単価は500円〜1,000円程度、
内容未定、
羊毛か、
簡単な木などを使った
工作か、
麻ひもを使って制作）

㉒ 旅キッチン（物販） 6/23、
24

海外のヴィンテージ生地を使ってハンドメイドしています。
子供の物がメインでバッグ・ポーチ・帽子・洋服など制作しています

㉟ BOOKBUS（物販） 6/24 ■ 駐車場にて出店
古本の移動販売車です。

㊱ 本棚まがり（物販） 6/23 ■

一箱古本のお店です。
「森」
がテーマの本を集めました。
普段は長野市大福屋さんの本棚に間借り中。

㉔ チェンソーアート棚岡（物販・ワークショップ） 6/24 ■
チェンソーアート。
チェンソーを使って間伐材等を動物やポストなどに
彫刻していきます

㉕ 地球クラブ（物販） 6/23、
24

㉖ TEAM 小枝ちゃんと丸太君（物販・ワークショップ） 6/24 ■

森のキーホルダー作りなど ¥300〜
（木の輪切りや枝、
木の実などを使ったクラフト）
木工品の展示・販売
（地元の間伐材を使用した丸太イスなどの販売）

ミシン糸やシルク糸で編んだ透けるレースのアクセサリー

㊸ Euglena Land（物販・ワークショップ） 6/23、
24

山岳、
キャンプ用品などから日常によりそう豊富なラインナップのアウトドアグッズ販売。
ワークショップ：パラコードでつくるホイッスルつきブレスレット ¥1,200
アウトドアで使用するパラコードという丈夫でカラフルなコードでホイッスルつきの
ブレスレットを編みませんか。
小さなお子様も保護者つきでご参加いただけます。
（受付随時）

㉝ Burton Store Nagano（物販・ワークショップ） 6/23、
24 ■

タイの民芸品のポーチやバッグ雑貨を販売

⑬ Ｓａｉ（物販・ワークショップ） 6/23、
24

㉚ NATURAL ANCHORS（物販・ワークショップ） 6/23、
24 ■

⑳ ずくなし農園なし（物販） 6/23、
24 ■

㉓ Cheka（物販） 6/23、
24 ■

㊷ u - k - a（物販） 6/23、
24

アパレル&子供服＆古着販売

㉜ NORTHERNLIGHTS（物販） 6/23、
24

オーガニック紅茶、
竹製の歯ブラシなどのエコ雑貨、
フルーツバーなどの販売。

雪板、
スノートイ作り、
1dayの削りのみのワークショップ。
10：00〜15：00で、
1日5名。
仕上げは、
各自でお願いします。¥25,000（ブランクス、
工具使用料込み)
※作業服、
エプロン、
作業グローブ、
マスクは、
各自用意して来て下さい。

㉙ DREAD HOUSE（物販） 6/23、
24 ■

⑲ スペクテイター（物販） 6/23、
24 ■

ロープを使って木に登ろう！枝に掛けた１本のロープ、
手と足を使って登ってみませんか？
自力で登れない人はスタッフがお手伝いします。参加費：¥500

㊶ 芽育雪板（ワークショップ） 6/23、
24 ■

地球にも体にも優しい。
草木染めで薬効のある、
女性の生理用布ナプキン。
手作りキットと完成品をご用意します。

㉛ nanala.lopi（ワークショップ） 6/23

雑誌スペクテイターのバックナンバーやグッズなどの販売

贈り物と古道具を扱う雑貨店のムスビ舎と、
ハンドメイドの洋服・小物を
販売しているハハコ洋品店が一緒に出店します。

㉘ tecala（物販） 6/24

⑱ 信州大学教育学部環境学生委員会（ワークショップ） 6/24
植物の葉っぱを使い，
絵の具を塗ってカードに葉っぱの模様を写し取り、
オリジナルのカードを作って遊びます。

㊵ ムスビ舎とハハコ洋品店（物販） 6/23

ワークショップ：真鍮でオリジナルチャーム＆バングルを作ろう！
プレートに刻印を入れ、
オリジナルアクセサリーを作る体験ができます。
ハンマーを使って文字を入れる作業は子供から大人まで一緒に楽しめます！
チャーム ¥700円／バングル ¥2,500円

日常の空いた時間に産み出された木製の一輪挿しや勾玉
同じ木目は、
存在しません。
ただ、
見て、
ふれているだけで気持ちが落ち着きます

㉑ 空師のあそび（ワークショップ） 6/23、
24 ■

⑨ GREEN.LAB（物販） 6/23、
24

㉗ Tee.（ワークショップ） 6/24 ■

⑰ 樹恩（物販） 6/23、
24

純粋蜂蜜、
無肥料野菜

ハンドメイド子供服、
雑貨、
大人服、
廃棄布の再生

FOOD

参加無料の自然観察会。
ふだん何気なく見ている自然にも、
不思議さ、
おもしろさがいっぱい。
いっしょに小さな探検に出かけてみよう。
年齢・経験不問。
誰でも参加できますよ！両日の午前11時からと午後1時半から
（約30分）

⑯ 自然家（物販） 6/23、
24

④ アンナプルナ（物販） 6/23、
24

2 01 1からスタートしたイベントです 。

手染めTシャツ、
染め布、
小物、
流木で作ったアクセサリースタンド、
アクセサリーの販売。
ワークショップ：染物ワークショップ
（たたみ折染め）
コットンバンダナ、
手ぬぐいなどを
幾何学模様に染めます。所要時間1枚30分位。1枚 ￥1,000／2枚、
￥1800
（材料費込）
。
随時受付。
子供も参加出来ます。
（就学前のお子様は大人と一緒に。
）

⑮ 自然観察ながの（ワークショップ） 6/23、
24 ■

③ UNDER THE WARRIOR（物販） 6/23、
24

今年のテーマは
き

⑭ Zakka Tree（物販・ワークショップ） 6/23

㊲ MOU -まう-（物販） 6/23、
24

ハンドメイドアクセサリー、
布小物、
マクラメ編みのタペストリー

㊳ まる文農場（物販） 6/23、
24 ■
有機野菜の販売

㊴ min（物販） 6/24

ワークショップ：曼荼羅プリントワーク。
大きさにより ¥500〜¥4000
シルクプリントに加え色の表現が自由なステンシルペイントも出来ます。
プリントアイテムは持込歓迎。
着なくなった自分の服にプリントしてリメイクしましょう！

㊹ Live Naturally 商店（物販・ワークショップ） 6/23、
24 ■
Live Naturally 商店オリジナル商品(Tシャツ、
パーカー、
DVDなど)
ワークショップ：Tシャツ、
手ぬぐいのタイダイ染め。
手ぬぐい¥1000〜／Tシャツ¥3000〜

㊺ LIBERTE（物販） 6/23、
24

手作りのポーチ・バッグ・ブローチなどの販売

㊻ るるスクラップ（物販・ワークショップ） 6/23、
24

ワークショップ：マスコット、
時計、
カチューシャ、
ガラスドーム各¥800
マスコットや商品にはペットボトルのキャップを使用、
かすみ草の花を
ガラスドームの中に。
スクラップブッキングとおしゃれ雑貨の販売

㊼ LADE clothing（物販） 6/23、
24

雪山で遊ぶことが好きな人のためにその人にぴったりのビーニー
（ニット帽）
を採寸し、
形・素材・色などなどを決めてカスタムオーダーで製作します。
日本製の素材にこだわり何年もしぶとく被れる丈夫で調子のいいビーニーを
ハンドメイドでこしらえます。
愛着を持って長く雪山で愛用してくれる方に。
スキーヤー、
スノーボーダー、
寒い地域に住んでいる方が
もっと外へ出かけたくなるように。

㊽ redi（物販） 6/23、
24
国産サングラス販売

㊾ 和らふ（物販・ワークショップ） 6/23、
24 ■
大地のエネルギーベンガラ染め体験ワークショップ：
手ぬぐい 子ども ¥800、
大人 ¥1,000〜
ヘンプコットン5本指ソックス ¥1500
手染め ふんどし、
クロスヘアバンドなど物販あり

自然素材の手作り服

森フェスではマイはし、マイ食器、マイバッグのご持参をお願いいたします。

■ マークは屋外での催し

㊿ OJAS raw chocolate

6/23

ローショコラティエが一つ一つ丁寧に手作りしてるローチョコレート、
ロースウィーツ
の販売。
無農薬、
無添加素材を中心とし、
乳製品、
豆乳、
白砂糖、
小麦など一切不使用。

51 GAIADANCE
◯
6/23、
24 ■

有機野菜のサラダ丼 と 自家製梅酵素ジュース

52 がねいしゃ
◯
6/23、
24 ■

タイ料理を中心としたオリジナルなエスニック料理

53 穀蔵×あめつちひかり堂
◯
6/23

天然酵母パン、
ヴィーガンケーキ

54 アジアの屋台 sapa
◯
6/23、
24 ■

フォー専門店の屋台。
グルテンフリーのフォー、
化学調味料無添加のオリジナル
スープに無農薬パクチーをのせて。
デザートに薬膳仙草ゼリーをお届けします。

55 鞘 -さや◯
6/24

あんバターどら焼き(長野県産米粉の生地、
手作りのあんことバター)などの
和菓子と、マドレーヌ、
スコーンなどの焼き菓子。自家製レモンスカッシュ、
オーガニックの紅茶、
ミントティーなど販売。

56 The Playful Wind
◯
（NPO法人野原の学校） 6/23、
24

63 Halu iro
◯
6/24 ■

69 BOB
◯
6/23、
24 ■

57 しぜんのおやつ nagi
◯

64 ごはんやハレノヒ
◯
6/23、
24

70 りんご家SUKEGAWA
◯
6/23 ■

地元の食材を取り入れた料理の提供。

6/23、
24

乳製品・たまご・白いお砂糖を使わないおやつ。
なるべく安心安全な素材を選び
季節の旬の果物や野菜を使って、
シンプルで素朴な味わいに仕上げています。

58 スマイルツリー
◯
6/23、
24 ■

プーティン、
珈琲

59 ダイヤモンドダストカフェ
◯
6/24 ■

朝採れの菅平高原レタスをたっぷりダイヤモンドダスト菅平高原レタスバーガー。

60 てんしのけーき
◯
6/23、
24

お菓子の販売：シフォンケーキ、
チーズケーキ、
タルトケーキ、
ビスケット詰め合わせ

61 TOMMY'S
◯
6/23、
24

小布施町のTOMMY'Sです。
名物のバーガーをはじめタコスやブリトー、
ごはんものもご用意してます。

62 Tracks Bar
◯
6/23、
24 ■

手作りハンバーガー ¥600円、
無添加ソーセージ ¥400

vegan food/natural drink＆sweets

佐久で生産したお米と野菜を主に使い、
玄米菜食ごはんをご提供いたします。
様々な味付けの玄米おにぎりや、
動物性食材を使わずに作ったマクロビお惣菜など。

65 BABAじぃ
◯
6/23、
24 ■

スパイスから調合した本格的インドチキンカレー、
ダル
（５種のミックス豆かれー）
、
エビカレー、
キーマカレーの販売。ターメリックライスとアチャール
（インド漬物）
付き。

◯ viva! juice shop 6/23、
24 ■
66

フレッシュジュース& スムージーの販売。
シトラスミックス・幸せミックス・
定番バナナミルク・季節のジュース・森のスムージー etc..

67 PICK UP
◯
6/23、
24

ナッツ・ドライフルーツなどを燻製した smoked mix nuts の販売。
他、
カフェインレスのコーヒー&チャイの販売。

68 Pinatis 〜ピナティ〜
◯
6/23、
24

ピナティは、国産素材（長野県産小麦を中心に）を使用し、
季節の自然酵母種を使って手ごねでパンを育てています。

ケバブ等の販売

愛情いっぱい育てたりんごのジュースやジャム、
ドレッシングにドライリンゴ。

71 パン屋 ルヴァン 信州上田店
◯

国産小麦を使った自然酵母のパン

72 Local bench
◯

6/23

6/24

信州産小麦とヨーロッパ伝統製法のパン。
東御のおいしい野菜を挟んだサンドイッチもあります。

73 森フェス実行委員会
◯

6/23、
24

オーガニックビール・コーヒー、
ソフトドリンク等の販売

