
足利市内で採れた農畜産物をふん
だんに使った、驚きの名シェフの
コース料理（ほぼすべてが足利産）
を、JA足利の生産者とともに味わっ
てください。「えー、この野菜がこんな
料理に！」テーブル花も足利自慢な
のです。（料理写真はイメージです）

2/11~19土 日

2/2~14木 火2/3~26金 日2/1~26水 日2/11~26土 日

2/2~25 の木・金・土曜日　土

野川菜つみ
マリンバコンサート

ワイナリー特別コースを
楽しむ

ゆい だいきライブ

原 正夫ピアノトリオ石塚隆充のフラメンコギター
弾き語りと伝統の懐石弁当

浅野幸恵の歌声とともに

★申し込み＆問い合わせは各開催店に！
　足利市外局番は0284

2017 参加店 企画案内風土祭コース

広田義人展ファイバーアーチスト　
田沼真澄展

平岩順子 
テキスタイルコレクション part3
ー手仕事で作る春の暮らしー 

窪田直弘　彫りの器展

「吊・縫・画・刻」展足利ゆかりの作家展柳川真侶子回顧展
～真多呂人形と縁のあるもの～

旧三好記念館コレクション
蔵品展｢陶磁器×草花たち｣
（同時開催：第9回足利展）

★申し込み＆問い合わせは各開催店に！2017 参加店 企画案内アートコース
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香雲堂本店八幡店・２F香織ホール
八幡町1-2-14
☎70-0525

ココ・ファーム・ワイナリー
田島町611
☎42-1194

タイ料理レストラン  クワカンワット
家富町2264
☎43-1313

料亭  相洲楼
通5-3208
☎21-3101

ビアンべニュー
通3-2776-1
☎22-3111

手打ちそば伊とう
巴町3890-17 
織姫公園ホワイトパレス
☎21-5201

ギャラリーもみの木
本城3-3892
☎21-4500

イノテックス・ジャパン  ギャラリー
緑町1-3-1
☎22-7557

乾ギャラリー
通5-3190-1 ☎21-8610

漆工房の店くぼた
昌平町2365
☎44-0767

ギャラリー碧
巴町2547
☎21-3258

石井画廊
通2-12-15
☎43-2346

ギャラリーやながわ
相生町385
☎41-3901

足利市立美術館
通２-14-７ ☎43-3131

時間●13：30～
料金●2,000円（35名）
　　　キッシュ、オープンサンド、
　　　スイーツ数種類（ドリンク付）

時間●12：15～15：15
（アピタ11：20発、東武足利市駅
11：28発の市営バス「行道線」、ココ・
ファーム入口下車）
料金●6,000円（20名／要予約）

時間●18：00～
料金●2,000円（30名） 
　　　飲食別料金

時間●18：00～21：00
料金●3,000円（70名） 
　　　食事＋１ドリンク
　　　（追加別料金）

時間●17：00～（食事）　　
　　　17：30（開演）
料金●3,000円（40名） 
　　　手打ちそば＋コーヒー
　　　（追加別料金）

時間●１部  受付 12：30～　
　　　　　  スタート 13：00
　　　２部  受付 16：30～　
　　　　　  スタート 17：00
料金●8,000円（各25名） 
　　　　　  １ドリンク付

開館時間●11：00～17：00　
入館●無料

開館時間●11：00～18：00
　　　　　（月曜定休）　
入館●無料

開館時間●11：00～18：00
　　　　　（会期中無休）　
入館●無料

開館時間●10：30～18：00
　　　　　（水曜・第３火定休）　
入館●無料

開館時間●10：00～19：00
　　　　　（水曜定休）　
入館●無料

開館時間●11：00～18：00　
入館●無料

開店時間●10：30～18：30　
入館●無料
〈特別開催／源氏香と呈茶〉
2月26日(日)11：00～、13：00～
（各10名・予約制）
料金：1500円（薄茶・お菓子）　

開館時間●9:00～18:00
　　　　　（月曜定休）　
入館料●無料

打楽器奏者野川菜つみが、マリンバ
をはじめ、現代美術家が製作した陶
や金属、木、石など、個性ある音の出
会いを演出。プティフォンティーヌの
パティシエが地元産の素材（あしか
が美人）で腕を振るったスイーツ、
キッシュ、オープンサンドとともに。

九州沖縄・北海道洞爺湖両サミッ
トや、G7広島外相会合、国際線
ファーストクラスでも採用され、そ
の品質が高く評価されているワイ
ナリー。自家畑自家醸造のワインと
ワイナリーならではのランチをお
楽しみください。

足利の四季を舞台に製作した足
利まち映画「夢色の川」（２/25・２
/26アシコタウン ユナイテッドシ
ネマで公開）の主人公役のゆい だ
いき。公開よりひと足先に彼の歌
声を、バンコク・シーロムエリアの
タイ料理とともにお届けします。

足利の食材を五感で味わう
フルコース

2/

24金

JA足利＋足利プリオパレス
福富町2112-1
☎71-4122

時間●受付 18：00～　
　　　スタート 18：30
料金●5,000円（48名） 
　　　料理＋１ドリンク
　　　（追加別料金） 

足利市内を中心に活躍する足利
在住のジャズピアニスト原正夫は、
これまでにミュージシャンとして常
に自分の音楽を追及、自己のスタ
イルを確立してきた。スタンダード
ナンバーと料理で初春の一夜をご
ゆるりと。

日本を代表するカンタオール（フラ
メンコの歌い手）。本場で８年間学
んだフラメンコの伝統曲はもちろ
ん、広くスペイン語圏の楽曲から、
オリジナル曲まで自在に歌い上げ
る稀有な歌手。日本の伝統料理と
の絶妙な組み合わせを。

店内から関東平野を一望できる
「くつろぎのそば＆カフェ」です。夜
景を見ながら長見摩耶のピアノ伴
奏で、藤原歌劇団の正団員の浅野
幸恵の童謡や唱歌、クラシックや
舞台音楽などを、手打ちそばと自
慢のコーヒーでお楽しみください。

明治の館・樋口保男の
ケーキとトークを楽しむ

2/

19日

COCO  SPOON
伊勢南町11-4
☎41-3399

時間●15:00～
料金●1,500円（20～30名） 
　　　明治の館のケーキ＋珈琲or
　　　紅茶

チーズケーキ「ニルバーナ」で知ら
れた日光の「西洋料理 明治の館」。
パティシェで取締役工場長でもあ
る樋口保男氏は足利出身です。氏
がつくったケーキを味わいながら、
お菓子の話や日光の話を楽しんで
いただきます。

広田義人氏（1941～2013）は太田市
出身で県立足利高校を卒業した洋画家
です。抽象画の作品をメインに、透明感
溢れる色彩と、独特の優しく穏やかな世
界観をお楽しみ下さい。ギャラリーは織
姫山の中腹にあります。「もみの木」で安
らぎに満ちたひと時をお過ごし下さい。

自然の素材と手のぬくもりのある
生活着や小物を発表し続ける平岩
順子の作品展です。「足利風土祭」
には3年連続の出展。「乾ギャラ
リー」は、赤坂から移転して23年、
日本の優れた工芸作家作品を紹
介しています。

アートを通し、敏感に、開かれた
ギャラリーをコンセプトにする
「碧」。今回は足利を中心に活動を
続ける友成潔、田沼真澄、菊地武
彦、牧田草平、4人の作家の作品に
触れてみてください。

［第１弾］岡村正敏展
〈人と人間と個人の肖像〉
２/３(金)～２/12(日) 会期中無休
［第２弾］田崎草雲・長安右衛門・
川島禮一・川島理一郎・大山魯牛・
河合隆三・長谷川沼田居・原田平
治郎・小澤勇寿郎
２/16(木)～２/26(日)会期中22日
(水)定休

日本の伝統文化に付随する工芸
品を中心に展示販売・提案を続け
ています。今回は真多呂人形  柳
川真侶子の作品及び縁のあるもの
を展示いたします。志野流香道教
授藤田宗直氏の「源氏香と呈茶」
を楽しむ席もおすすめです。

伊万里を中心に、縄文土器や日本
各地の陶磁器、東洋の古陶磁など
を所蔵している三好記念館の陶磁
器展です。

足利の織物会社が地域活性化と
織物・アートを次世代に継承する
ためにプロデュースしたギャラリー
です。アンティークのボタンビーズ
やトンボ玉をあしらったアクセサ
リーの域を超えた新作約15点を
発表いたします。

併設の漆芸工房でつくる漆器を中
心に、染織、陶芸、ガラス、金属、木
工などの作品の紹介と、心地よい
「衣食住」を提案するギャラリー。
当工房主、窪田直弘の制作の原点
である「彫りと漆」にテーマを絞っ
た作品を展示販売します。

2/3~26金 日2/9~19木 日 木


