
　　　　　　　　　　　　　　　　「カドウ建築の宴」は、パブリックスペースを活用した公民連携の社会実験です。可動型の建築を活用しながら、市民が楽しく活動的に
過ごせる場所づくりを目指し、若手のアーティストによるワークショップや展示、地域と「食」について創造的に考え実践している飲食店や生産者による出店などを行います。
大分県立美術館開館５周年記念事業の一環並びに坂茂建築展の関連事業として実施される「カドウ建築の宴 in OPAM」はOPAMを設計した建築家坂 茂氏の活動につながる、
建築や都市空間の社会的な意義に着目したものであり、来館者がよりOPAM内外の空間を楽しく過ごすことにつながる機会になればと願い開催します。
※坂茂建築展は 2020 年５月 11 日～７月５日に開催されました

会場では、下記のような新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止対策を行っております。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

●入場時にサーモカメラによる体温測定を行わせていただきます。なお、発熱や風邪症状があるお客様は、入場をご遠慮いただきます。
●新型コロナウイルス感染症対策のため、ご来場の皆様には、保健所等の行政機関による聞き取り調査等にご協力いただく場合があります。
　そのため出入口を１ヵ所に限定し、   入場時に、日時・代表者氏名・連絡先電話番号・人数のご記入をしていただきます。　　
　※びび会員の方にはメンバーカードのご提示を、その他の方にはご記入をお願いしております。
●ご来場中に体調をくずされた場合は、お近くのスタッフにお声がけください。また、状況によってスタッフからお声がけをさせていただく場合があります。
●アルコール消毒液での手指消毒の徹底をお願いいたします。
●会場では、飲食時以外は、マスク着用やハンカチで口を覆うなど、咳エチケットにご留意いただくとともに、
　お客様ご自身でも感染症予防対策を行うようお願いいたします。
●会場では、他のお客様と距離を空けていただきますようお願いいたします。
●会場では、マスクをはずしての会話はできる限り行わないようにご協力をお願いいたします。

カドウ建築の宴 in OPAM 
カドウ建築の宴 in OPAM   TIME TABLE

カドウ建築の宴とは…

L I V E WORK SHOP

大分県立美術館
開館５周年記念事業

鈴木利枝
津軽三味線 LIVE

keipyan
トイピアノ LIVE

大分県立芸術短期大学
弦楽器四重奏

勝正光
ソーシャルディスタンス

似顔絵

トキドキエンゼル
3人 +あなたとの

（秘）密トークルーム

竹田アートカルチャー
OPAM珈琲茶会

（ゆ）: 武田力
上演型ワークショップ

「踊り念仏」

新宅加奈子
アーティストトーク
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カドウ建築の宴
in OPAM
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記念トークイベント
坂 茂・小野正嗣
井上洋一・山出淳也
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オレクトロニカ
彫刻ワークショップ

Wakako Ceramics
陶芸ワークショップ
「My cup を作ろう」

絵本屋かのこ
読み聞かせ

ゲンシシャ
「知られざる別府の魅力に迫る」

トークイベント

弁弾萬最強

野口竜平
感謝タイヤ祭り

参加型パフォーマンス

大平由香理
オリジナルエコバック

を作ろう
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現実 畑直幸
カメラオブスクラを作ろう

日時：10月25日（日）12:00~16:00
場所：大分県立美術館前歩行者天国
※雨天時は大分県立美術館地下駐車場にて開催
参加費：無料（申込不要）
※飲食物の購入は有料。ワークショップなども有料の
ものがありますのでホームページや会場でご確認下さい

お茶の木屋台
オレクトロニカ

ぷっとん
文理大学建築学科有志

紙の茶室
owner  鶴崎工業高等学校建築科

design  坂茂建築設計

モバイル屋台トロリー
owner  佐伯市

design  軒先リヤカー研究所

タープ
ON tne ON

モクスイ屋台
大分大学建築学コース有志

コケラヤタイ
DABURA.m Inc.

モクカイ
DABURA.m Inc.

はしごマルシェ
DABURA.m Inc.

スケスケヤタイ
DABURA.m Inc.

KU-SHI による茶室
owner  竹田アートカルチャー
design  DABURA.m Inc.

ONICOBACO
鬼塚電気工事

2020.10.25 sun.
12:00~16:00

移動可能な屋台や組み立て式の家具など、容易に持ち運びができて「居心地の良い場所作り」
ができる空間ツールのこと。パブリックスペースに展開すれば、たちまち人の活動が生まれます！

主催／坂茂建築展実行委員会、公益財団法人大分県芸術文
化スポーツ振興財団・大分県立美術館　共催／大分合同新
聞社、OBS 大分放送、TOS テレビ大分、OAB 大分朝日放
送　後援／大分県、大分県教育委員会、NPO法人大分県芸振、
朝日新聞大分総局、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞
西部本社、NHK大分放送局、エフエム大分、J:COM大分ケー
ブルテレコム株式会社、企画・協力／ DABURA.m.Inc.、
「カドウ建築の宴 in OPAM」プロジェクトチーム

大分県立美術館開館５周年記念事業 坂茂建築展関連事業

大分県立美術館開館５周年記念事業・坂茂建築展関連事業

〒870-0036  大分市寿町２番１号
Tel:097-533-4500 / FAX:097-533-4567
JR 大分駅府内中央口（北口）から徒歩 15分
大分 ICから車で 10分
http://www.opam.jp

令和２年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業

企画情報

　　　 無料/定員10名程度
web サイトより事前予約制
yu-beppu.tumblr.com

各回定員10名程度
info@wakako-ceramics.eek.jp 
090-7395-6026

参加費 1000 円
各回定員 10名程度

無料

無料

無料パフォーマンス

1000 円 /15 分

　　700 円 /40 分
ミニドリンク、ミニ漫画付

　500 円
コーヒーと茶菓子付

参加費1500円
定員10名
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on the on
干支バックを作ろう

旅する服屋さんメイドイン
温泉染ワークショップ

参加費 2000 円
　定員 10名

　各回定員7組程度
参加費 1000 円
親子 1500 円

無料

ザ・キャビンカンパニー
公開制作
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無料

河内由揮
アコースティック LIVE
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The Old & Moderns
LIVE
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LIVEは投げ銭も
受付けております

参加費 500 円

参加費 1000 円

当日

当日 当日

当日

当日

当日

当日

当日

当日

当日

当日

当日

要申込

要申込

要申込

　　当日ご来場の際に会場
でお申込みください

　　　　事前にWEBサイトや
　e-mailにてお申込みください

坂茂氏設計の紙管で出来た「紙の茶室」
組立ては鶴崎工業高校建築科

put on【着る、羽織る】
がテーマの可動建築

禅僧【売茶翁】に
ちなんで作られた

アニッシュカプーア in BEPPUで
建造され 退役後活躍

「フィーレンディールトラス」
を用いた１パーツ建築

1パーツで作る茶室空間
変幻自在に現れる

携帯電話が充電できて
災害時にも大活躍

ふんわり広場を彩る
人気者

DABURA.m ヤタイ
初号機　今は黒い

建築学生達が実験で
使用した木材で作成した

L字型のパーツが連なる
自在なファニチャー

佐伯産木材で建築士会と
佐伯市民で作られた

可動建築ってなに？



WAPIRITS TUMUGI
麹由来の豊かな味わいと華や
かな香りを持つ全麹造りの本
格麦焼酎に、厳選した 5 種類
のボタニカルをそれぞれ漬け
込んだボタニカル麹スピリッ
ツ。これらを絶妙なバランス
でブレンドし、仕上がった新
しいニッポンのカクテルベー
ススピリッツTUMUGIを紹介。

ビストロ俊
自然派ワインで人気のビスト
ロ が 新 店「Daily Beer Gold 
pond」を OPEN！世界各地
の選りすぐりのクラフトビー
ルを紹介する。ここでしか味
わえない、おしゃれで楽しい
世界の味を片手に、アートな
1日を堪能しては？

さんかくワサビ
佐伯市の投げ銭ゲストハウス。
共用オフィスや日替わり食
堂として台所も利用でき、
ご近所さんが集まる街の憩
いのスポット。小さな屋台
を用いて佐伯の特産品や美味
しいものを紹介する。

久住ワイナリー
日本ワインコンクールで
３部門受賞した「久住
ワイナリー」。生産者の熱い
想いと、若き醸造家の信念で
生まれたワインは、久住の雄
大な大地と風を感じられる奥
深い味わい。会場で是非味
わってみて欲しい。

keipyan
幼少期からピアノを始め、
数々のコンクールで受賞経
験を持つ keipyan。おもちゃ
箱をひっくり返したような
可愛らしい音色と見た目の
トイピアノの魅力に目覚め、
各地で演奏を行う。子ども
から大人まで魅了するよう
な、優しく甘い時間を提供
してくれる。

Othello Specialty 
Coffee Roaster
別府市のスペシャルティー
珈琲のお店。豆の栽培から、
輸送、焙煎、抽出、全ての段
階で質の良いものを選択し、
香りを嗅いだだけで酔いしれ
るような、密度の濃い珈琲を
丁寧に淹れてくれる。

Rojo de Bazar
by APU学生有志

誰でも出品出来る自由で多文
化な路上バザールを開く。出品
希望の方は下記までご連絡を。
古着や日用品の他、手作りの
品、庭先野菜など自慢の逸品も
大募集！詳細は下記まで。
097-560-0978
web@dabura-m.info

ウルスケストラ
別府市の繁華街路地裏ビル
の 2 階にある若い実力派
シェフの営む隠れ家的なイ
タリアン。目にも美しく、
厳選した素材の味わいを引
き出した料理が評判。ヨー
ロピアンテイストなスパイ
スカレーを提供する。

ゆふファーマーズ
マーケット
寒暖差の激しい由布の土地
が生んだ、高糖度のフルー
ツトマトや、とれたての有
機野菜のほか、大地の美味
しさをダイレクトに味わえ
る、ジャムやシロップ等の
加工品、ハーブティーや朴
葉おこわを販売する。

ザ・キャビンカンパニー
絵本作家

大分県の廃校をアトリエとし
活動する阿部健太朗と吉岡紗希
による二人組の絵本作家／美
術家。『だいおういかのいか
たろう』と『しんごうきピコ
リ』で日本絵本賞読者賞を受
賞。絵本、絵画、立体造形を
組み合わせた異色の展覧会を
国内外で発表している。

花の木美術館
美術家「佐藤俊造」の作品を中心
に展示する日出町の小さな美術
館。日出町大神の山林に自らの手
でアトリエを造り、自然や宇宙と
対話を重ねながら独創的な作品を
数多く残した。没後 10 年を迎え、
11月に行われる展覧会に先駆け、
宴での屋外展示も実現。是非彼
の芸術世界に触れてみては？

旅する服屋さん　
メイドイン
旅をしながらその地での出会い
を通して服づくりや染め物を行
なっている。今回は天然染料の
《柿渋》と別府の湯の花を使い、
電気もガスも使わない「温泉
染ワークショップ」を行う。

大分県立鶴崎工業高等学校
建築科

建築に関する様々なことを学
び、ものづくりコンテスト県
大会 12 連覇、建築設計競技
では西日本トップクラスの実
績を誇っている鶴崎工業高校
建築科。今回は坂 茂氏設計
の「紙の茶室」を組み立て、
宴の会場に設置する。

トキドキエンゼル
別府市元町最深部にある時々
オープンするちょい呑み屋。
1 階店主・珠真子とご近所の
愛子による、いのちの電話で
培った経験であなたの話を聴
き、2 階店主・エレ雅がその
ワンシーンを漫画にします。
聴いた話は 3 人とも秘密にし
ますねの、3（秘）密。

やまよし
別府市の創業 50 年以上続く
乾きしいたけ専門店。おしゃ
れにパッケージされた乾し
いたけや加工品の販売のほ
か、しいたけ出汁のスープ
の試飲を楽しめる。

自家製紅茶屋やまどり
お干菓子ゆいちゃん
杵築の高熊山でお茶農家を営
み、今では珍しい国産紅茶を生
産する「やまどり」と、口の中
でホロリと溶ける可愛らしいお
干菓子を作っている「お干菓子
ゆいちゃん」のコラボ出店。現
代の感覚で楽しめるお茶の世界
を教えてくれる。

ベトナムキッチン
COM DIA
お店の前を通るとついつい
覗きたくなる「COM DIA」。
ベトナム出身のトゥイさん
のお料理はお野菜をたっぷ
り使った彩り豊かな本場の
味。女性らしい優しい味わ
いと、彼女の懐の深さで多
くのファンに愛されている。

ウエムラブレッド
臼杵市の山間にあるパン屋
さん。安心安全な素材を使
用した滋味深い味わいのパ
ンが人気。フランス系、ド
イツ系のパンを焼き分けて
いる。

バサラハウス
別府にある元貸席をリフォー
ムした不思議な空間、その
場をカフェにする “たべもの
建築家” と して国内外で
活動する宮川園さんが作
る、香り高いスパイス料
理を味わえるカレーは一
度食べたら忘れられない。

プチピュー
女性パン職人武石さんが
ひとつひとつ丁寧に作る
パンは、もっちりと柔ら
かく、噛みしめるごとに
味わいが深くなる。お店
ではいつも昼過ぎに売り
切れてしまうので、今回
もお早めのご来場を ! 

Curry&Spice青い鳥別府
「青い鳥別府」のカレーは
水を加えず野菜のうまみを
引き出す重ね煮を使用した
体にも優しい「重ね煮カ
レー」。昨年はお店もオープ
ンし、料理雑誌 dancyu でも
特集された話題のカレーを
ご賞味あれ！

ONICOBACO
鬼塚電気工事

世の中の困り事を解決する活動
「プロジェクト ON I CO」。
災害時に被災地で携帯電話の
充電問題を解決するために
200 台の同時充電が可能な
「ONICOBACO」を制作した。
今回は「ONICOBACO」を出
展し、無料充電サービスを行う。

但馬屋老舗
創業 1804 年の県下で最も
長い歴史を誇る和菓子舗。
優しい味わいで愛され続け
る荒城の月や三笠野のほか、
美術家のミヤケマイとコラ
ボした落雁「MOTHER OF 
MERCY」を発表するなど、
アートを感じる新しい和菓
子にも挑戦している。

NONIO ART WAVE
ライオン株式会社

NONIO ART WAVE は、ア ー ト
を通して自己表現の楽しさや手軽
さを伝えていくと同時に、若手
アーティストの活躍のきっかけを
提供するプロジェクト。グランプリ
に輝いた新宅加奈子さんの作品
と、同作品を採用したNONIO限
定パッケージの商品も展示予定。

（ゆ）
別府に作家を迎え入れ、温泉
のように土地とつなぐ（ゆ）。
今までの活動紹介、訪れた作
家や土地の作り手の作品や書
籍販売とともに、オンライン
で演出家・武田力と繋ぎ、無
意識裡に育まれた公共性を捉
えなおす上演型ワークショッ
プ『踊り念仏』を実施（web
サイトにて要事前予約）。

The Old＆Moderns
心臓にギターを突き刺し、毛
穴で歌う、不良性に欠けるロッ
クンローラー「ヒライマサヤ」
と、飾りっ気皆無、そのまん
まの音楽の人「森孝允」。バン
ドという夢を共に生きる 2 人
の音は、時代の流れとは反対
向きでありながら一周回って
モダン。最近は精力的にツイ
キャスでのライブ配信も行う。

竹田アートカルチャー
「竹田だからできること」を
コンセプトに竹田市城下町
エリアで芸術文化とまちあ
るきを楽しむアートプロ
ジェクト。今回は臼杵市の
SUZUNARI COFFEE の疋田
貴明さんを茶亭主に迎えて
「OPAM珈琲茶会」を実施する。

勝正光 /画家
鉛筆素描で、まちや人物を絵
にする画家。別府市のアート
版トキワ荘・清島アパートに
立ち上げから居住し12年目、
地域に浸透した活動を続けて
いる。今回の宴では「ソーシャ
ルディスタンス似顔絵」を実施。

書肆ゲンシシャ
驚異の陳列室を持つ古書店・
出版社・カルチャーセンター。
エロ・グロ・ナンセンスを
掲げ、幻想、少女、戦争、狂気、
シュール、発禁などゲンシ
シャワールドを堪能できる、
小さく怪しい屋外サロンが
実現する！

絵本屋かのこ
様々な場所で出張絵本販売
や読み聞かせなどを行いな
がら、絵本の面白さと豊か
さを伝えている岸本さん。
会場では絵本の木箱で絵本
屋を作り、可愛らしいドラ
イフラワーも販売する。

ON the ON / 服飾作家
別府駅の北高架下商店街にア
トリエを構え、日々多くの
ファンが集う。音楽、ダンス、
演劇などを絡めたファッショ
ンショーも精力的に行なって
いる。今回は「干支バック」
の制作WSと展示販売を行う。

木粋デザインチーム
大分大学建築学コース有志

大分大学建築学コースの、
木をこよなく愛する学生有
志が，木構造実験の廃材等
を用いて制作した可動建築
「木酔屋台」を出展する。
　　　　

建築研究会
日本文理大学建築学科有志

日本文理大学建築学科の学
生有志で構成される「建築
研究会」が、会場で可変す
る可動建築を作る。親子で
気軽に参加できるワーク
ショップも行いながら、来
場者も自由に作品を彩るこ
とができる。

オレクトロニカ
立体作家

加藤亮と児玉順平による美
術 ユ ニ ッ ト。竹 田 市 の
「gallery 傾く家」を拠点に活
動中。今回は「お茶の木屋台」
を出展し、公開制作と木彫り
ワークショップを実施する。

清島アパート/美術家
NPO 法人 BEPPU PROJECT
がアーティストの活動支援
の一環として運営している
「清島アパート」。ここで活動
している弁弾萬 最強、パフォー
ミングアーツを行う野口竜平、
日本画家の大平由香理が参加
し、それぞれの表現でパブ
リックスペースの可能性を拡
張してくれる。

現実 /現代美術家
美術集団「現実」は、2018 年
に山香町を拠点に活動する写
真家の畑直幸が「現実を揺さ
ぶる」ための美術集団として
活動を開始。毎回新しくクリ
エイター、アーティストが参
加し、別府の商店街で継続し
て展示を行っている。今回は
美術家の西松 秀祐と二人の作
品展示、販売を行う。

鈴木利枝 /津軽三味線奏者
津軽三味線全国コンクールで複
数回優勝経験のある鈴木さん。
海外でもソロコンサートを行
うなど精力的に活動中。力強
い生音を体感できる合奏 LIVE
は 12:20 より開始。お見逃し
なく！

新宅加奈子 /美術家
「生きている事を確認する行為」
として全身に絵の具を纏うパ
フォーマンスを行っている。
今回はグランプリを受賞した
「NONIO ART WAVE AWARD 
2020」の受賞作品の展示のほ
か、新作や映像作品も公開。

坂本和歌子 /陶芸家
Wakako Ceramics 主宰。
杵築市城下町を拠点に、繊細
で美しく使いやすい器をテー
マに作陶を続け、全国各地で
展示会を開催している。今回
は親子で楽しめる陶芸ワーク
ショップ「My cup を作ろう」
を実施する (要予約）。

DABURA.m Inc.
建築設計事務所

昨年は「カドウ建築の宴 in 別
府公園」を別府市と連携して
実施。今回は、OPAM と連携
して本「宴」を企画・運営する。
大分ゆかりのアーティストや
食の創造者達と共に、パブ
リックスペースの可能性を拡
張し、新たなカルチャーを生
み出すことを目指す。

火鍋にしだ
別 府 市 元 町 の「PUNTO 
PRECOG」発の人気店。世
界中の火鍋を食べ比べてみ
た店主が作る火鍋は、様々
なスパイスを使い、薬膳の
効果もある本格的な味わい。
今回は人気メニューの汁な
し担々麺を販売する。

yadokari cafe
大在にある古民家カフェ。
系列の農園 hinago farm で
栽培した無農薬野菜を使っ
たランチが人気で多くの女
性ファンを虜にしている。
今回は野菜のジャムや、焼
き菓子、手軽に使える乾燥
野菜を販売する。

●別府の知られざる魅力
に迫るトークイベント
14:00~15:00（無料）

●干支バックを作ろう13:00~15:00 
定員 10 名程度 (2000 円）

●ソーシャルディスタンス似顔絵
12:00~16:00(1000 円 /15 分）

●彫刻ワークショップ
各回定員 10 名程度
①13:00②15:00(1000 円）

●12:00/13:00/14:00/15:00　(700円ミニドリンク、漫画付）

●LIVE13:00～（投げ銭）

●収益の一部は水害に遭った
大分県内の被災観光地の支援
に向けられます

●弁弾萬最強/パフォーマンス
●野口竜平 /感謝タイヤ祭り
●大平由香理 /エコバックを
作ろう 12:00~16:00(500 円）

●カメラオブスクラを作ろう
「フェルメールと同じ景色を覗
いてみよう !」14:00~15:00
定員 10 名程度 (1500 円 ) 

●上演型WS「踊り念仏」
13:00~15:00 ( 無料 )
要予約▶yu-beppu.tumblr.com

●公開制作
12:00~16:00 ( 無料 )

●温泉染ワークショップ ①14:00②14:40③15:20
各回定員 7 組程度 (1000 円 / 親子 1500 円 )

●津軽三味線 LIVE  
12:20~12:50（投げ銭）

●店主 河内由揮さんの
アコギライブは 13:35~
（投げ銭）

●OPAM 珈琲茶会
12:00~16:00（500 円）

●絵本読み聞かせ
①13:00②14:00③15:00（無料）

●アーティストトーク
15:00～（無料）

● LIVE 14:10～（投げ銭）

●販売は 14:00～16:00

●販売は 12:00～14:00

●バインミーを販売します

●パテサンドも販売します

●My cupを作ろう①12:00②13:00  参加費1000円 /各回定員10名
要予約▶info@wakako-ceramics.eek.jp または 090-7395-6026

当日はたくさんのワークショップが体験できますので是非ご参加ください！レジャーシートや折りたたみ椅子があるとより楽しめます。雨天時は OPAM 地下駐車場で開催します！当日はたくさんのワークショップが体験できますので是非ご参加ください！レジャーシートや折りたたみ椅子があるとより楽しめます。雨天時は OPAM 地下駐車場で開催します！
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