通り町商店街
セジュール

いなっせ

C

B

〒396-0111 長野県伊那市美篶 6768-2 Tel.0265-76-7772

〒396-0211 長野県伊那市高遠町西高遠 1653

バス発着所

オ・ルージュ
かぐや

門

ワイルドツリー

D

E

ネイバーシップ

カリカリブックス（仮）

JR 伊那市駅

美篶堂
伊那製本
至伊那市街

A

伊那バスターミナル

高遠・仙醸蔵

バス発着所

至手良
高遠町図書館

末広西

末広
環屋

ハシバ自動車

高遠駅

仙醸蔵

至美篶・伊那市街

5/13
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美篶堂オリジナル商品を各店舗ごとに 1 つテーマを決めてディス
プレイしています。商品との出会い方に変化を持たせた実験的な
試みです。5 / 13（月）〜 6 / 2（日）開催します。
A

ワイルドツリー
Tel 0265-96-0438

10:00-18:00（日曜・祝定休）

ノーザンライト社のミツロウキャンドル（輸入代理店）
とオリジナルのナチュラルコスメ、オーガニック生活雑貨、

8

本づくり学校 修了作品巡回展

販売
美篶堂オリジナル商品類の販売をはじめ、製本道具・材料も一式揃えています。

横浜仲町台いのちの木で 1

製本好きに限らず、紙好きにはたまらない、重さを量って金額が決まる「紙端

年を通して本づくりを学ぶ

材量り売り」も行います。

5/29〜6/4 開催

製本材料販売会

紙端材量り売り

原画展『うさぎがきいたおと』
うさぎがきいたおと朗読会
・ 6/1 16:00〜 伊那製本所

・ 6/2 13:00〜 ワイルドツリー

B

です。また、スタッフがその場で蛇腹のノートを仕上げる
「蛇腹セミオーダーノー

オ・ルージュ かぐや
Tel 0265-72-2567

ト」や、中綴じ・角丸などちょっとした加工もその場で行います。

10:00-19:00（水曜定休）

野田琺瑯や、うすはりグラス等が並ぶ生活雑貨のお店。地域の子どもたちの為にと、駄菓子
コーナーも。重厚感のあるオーナー中村さんの手作りナイフは、マニア垂涎の品です。

※当日受付でチケットを購入下さい

①ブロックメモ作り 1 回 500 円
美篶堂
フェア

豆本、
カリメラ小物類

・製本ワークショップ「ブロックメモノート」
6/2 15:00〜（60 分）10 名 1500 円

②アコアルノート作り 1 回 500 円

・pocketnotebookworkshop
「ochibi をつくるワークショップ」
6/1 13:00〜/15:00（各 45 分／ 6 名）3500 円

③中綴じ加工 1 回 200 円 ④角丸加工 1 回 100 円

コミュニティ・カフェ セジュール
Tel 0265-76-1773 11:30〜14:30（火・水・日曜定休）※第 1・3 の火曜も営業

さくら咲くメモ
ブロックメモ

美篶堂展示・リソグラフ印刷を使用した

・6/1 10:30〜 切り絵の実演

のおさらい 特装版』
（井上奈奈著、ビーナイス刊）
んやるすばんばんするかいしゃ刊）の製本を美
篶堂が担当しています。美篶堂まつりでは本に
なる前の途中過程と共に展示販売を行います。

「高校生に本と人との出逢いを届ける」べく活動しているコミュニティスペース兼古本屋。
地域のイラストレーターによる黒板アートも展示中。
美篶堂
フェア

・特殊製本の展示
さくら咲くメモ
コトノハノート

・6/1 11:00〜 しおり作りワークショップ
・6/2 13:00〜 読書会

10 作品＋α

・上島松男親方による製本実演（丸背上製本）
＆ミニトーク 6/1 14:00〜（60 分）
6/2 10:30〜（60 分）

E

ネイバーシップ／ブックカフェ 3 日間
Tel 090-3647-7279

10:00-17:00（期間中）

デザイン事務所とライターなどによる協働ワークスペース。

デザイン帖

宿予約 http://akaishi-shouten.com/guesthouse
※5/31 〜 6/2 は、美篶堂まつりスタッフ／お客様のみの利用日と
なっています。予約時に「美篶堂まつり参加」とお伝えください。

ochibi をおつくりいただけます。
のひらサイズ、中のノートも 1 冊お作
りいただけます。ちょっとしたメモに

※ 6/1 通り町商店街 オ・ルージュカグヤでも行います。
13:00〜 / 15:00〜（各 45 分 /6 名）3,500 円

from 関西
はちみつとフリーペーパーのお店・はっち

6/1

プレトーク

TALK EVENT 高遠ブックフェス

「とれたてお野菜とベーコンのパンケーキ」

伊那谷ブックビエンナーレ（仮称）を語る
11 年目となる「高遠ブックフェス」に、新たに始まる「高遠文
芸賞」と、さらに、高遠〜伊那谷へと視野を拡げた 2 年に一度
の「カミ」の祭典への可能性を前向きにトークします。
語り手は、地域おこし協力隊・諸田和幸、アトリエリムの土田智、

フリーペーパー・オブ・ザ・イヤー凱旋展

美篶堂・上島明子、上島真一、小泉翔ら実行委員関係者です。

大阪から出店いただく「はちみつ

那谷グランシェフ」が地元産食材を使った特製料理を提供します。

食事は、上伊那地域の飲食店や農家で作る団体「結屋」による「伊

とフリーペーパーのお店・はっち」
は、秋からはじまる「フリーペー
パー・オブ・ザ・イヤー 2019」に
さきがけて、過去（2018 年、2017 年）
のエントリー全作品を展示します。

18:30〜21:00（18 時開場）2 0名まで 会場／環屋
参加費 2,500 円（伊那谷グランシェフによる食事付き）
共催：高遠ブックフェスティバル実行委員会

環屋（旧中村家住宅）

み 書 房」が や っ て き ま す。古 書、

〒396-0211
長野県伊那市高遠町西高遠 184
Tel.0265-94-2251

リトルプレス、珈琲等の販売。

10:00〜17:00（木曜定休）

兵 庫・伊 丹 か ら、古 書 店「み つ づ

おかめひょっとこ農場
「アトリエ・リムの仕事現場」として、各店舗にて
ディスプレイ中の美篶堂製品のポップを作成します。

※宿の予約は、赤石商店に直接問い合わせお願いします。

でたった一つ自分だけのオリジナル

古書みつづみ書房

飲食

期間中は「ブックカフェ 3 日間・玉虫文庫」として古本とコーヒーの販売を企画します。

美篶堂
フェア

Tel：0265-96-0370

ない方でもお気軽にご参加ください。

リソグラフ印刷を使用した 2 冊の本『くままで

月・水 15:30〜19:00 ／ 土 13:00-18:00 （期間中 6/1 10:00-17:00・6/2 13:00-17:00 ）

た経済・社会をつくる」をテーマにお話を聞きます。

ます。組合せはさまざまなので、世界

本づくりや革製品を手づくりした事が

伊那中学校 6 組チーム「令和元年の鶉（うずら）」
切り絵活動展示（展示期間 6/1〜29）

カリカリブックス（仮）

革を選び、ゴムやパーツを選んで作れ

書いた 10 点ほどの本をメインに、大小さまざまな本が並びます。

と、
『Close Your Ears』（杉本さなえ著、えほ

D

11:00〜（45 分）／ 14:00〜（45 分） 各 6 名 参加費 3,500 円

美篶堂伊那製本所で過去に製本した特殊な本たちを並べます。製作コメントを

特装本展示
美篶堂
フェア

宮崎じゅん（本づくり学校卒業生）

大活躍します。

手づくりにこだわったランチとカフェのお店。生きづらさを抱えた若者がまちや人との関わ
りを持てる居場所にもなっています。展示ギャラリー、貸しスペースとしても利用可能。

トルにもある「植物が育つように、いのちの形をし

長野県伊那市東春近 22-5

pocketnotebookworkshop

6 /2

ます。『続・ゆっくり、いそげ』の出版後、サブタイ

宿泊できます／赤石商店

ほど展示します。

使い込むと味が出る本革製、便利な手

イベント／展示
C

6 期生の作品の中から 60 冊

・「ochibi 」をつくるワークショップ

セット券 1,000 円

クルミドコーヒーの影山知明さんが伊那にやってき

会場／赤石商店 特設会場

れまで基礎科を卒業した 1〜

る活動報告も行います。

1 枚 1 枚紙を選んでボンド固めが体験できる「ブロックメモ作り」は一番人気

『続・ゆっくり、いそげ』
出版後・トークイベント

参加費 1,500 円（ドリンク注文もできます）

「本づくり学校」の卒業修了

講師の美篶堂・上島明子によ

製本体験

影山 知明さん

18:30〜20:00（18 時開場） 5 0 名まで

展示の巡回展を行います。こ

美篶堂オリジナル商品販売
カリメラ展示販売

バス発着所

from 関東

美篶堂伊那製本所 Tel.0265-76-7772 misuzudomatsuri2019@gmail.com

伊那谷の丁寧な暮らしから生まれるモノを紹介。
美篶堂
フェア

古書陽炎堂

一刻そば

至高遠

5

至諏訪方面

みすず食堂
蟻屋書房

末広集落センター

「 通り町・美篶堂フェア 」について

美篶堂まつり

TALK EVENT 前夜祭

セントラル
パーク

カフェたね
おかもと

5/31

美篶堂 伊那製本所

