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温かいお金を、地域で巡らす

取り組みをしています。

熊本の若手作家・アーティストによる合同展示・体験交流会

2018.11.11 SUN 10am-6pm

アートヒューマンフェスタでは、アー
ティストの活動を知っていただくため
の取材として、入場料 700 円と引き換
えに、会場内のみでご使用可能なイベン
ト内お買物券（コミュニティ通過）500
円分をお渡ししています。一人でも多く
のアーティストが生まれることを期待
しています。
※高校生以下無料です。
※当日、会場のみでご利用可能です。
※利用しない場合の払戻は行っており
ません。
※どなたでもご入場可能です。

Entrance

¥700 →入
場
料

¥500

@山ぼうしの樹

買
物
券

ACCESS MAP

山ぼうしの樹

第一駐車場
約 40台

第二駐車場
約 50台

セブンイレブン

38号
線

緑川

至御船

至甲佐

お問い合わせ /
アートヒューマンプロジェクト熊本
（DESSIN INC）

アートヒューマン 検索

MAIL : info@art-human.com
TE L：096-240-2424

山ぼうしの樹
[ 熊本県上益城郡甲佐町糸田 136 ]

×

2014 年 10 月、代表の藤井祐貴が「自分にたくさん
の刺激をくれる魅力的なアーティストを一人でも
多くの人に知ってほしい。」と、たった一人でスター
トした”アートヒューマンプロジェクト熊本”。
　最初は「自分にできることで何か役に立てればよ
かった」というささやかな気持ちから始まったもの
だが、ただ作品を紹介するだけでなく、その人の作
品への姿勢も作品と同じくらい魅力的であるとい
う考えからインタビューを中心に情報発信した。
　2015 年 6 月、友人の家に偶然集まった現在のメ
ンバーである 5 人は、「リアルな場で知ってもらう
機会があると、アーティストにとっても、見る人に
とっても有意義なものになるのではないか。」とい
う話が生まれ、ついにART HUMAN FESTA の企画
が始まる。寒くなる前の 10 月まで期間も予算もな
い中、取り組みへ共感してくださった”山ぼうしの樹”
のオーナーである水田社長の全面的なサポートの
元、無事にイベントを開催することができ、約 200
名の方にご来場いただきました。
　メンバー全員が仕事をしながらの企画で、ハード
な日々であったが、参加者より「私たちみたいな若
い世代のアーティストや職人にとって、こんな機会
は有難い。人にフォーカスしたイベントだからこ
そ、自分のプライドにかけて本気で制作に取り込め
て、初めて納得がいく作品が作れた。こんな機会を
作ってくれてありがとう。」と言葉をいただき、この
言葉が当イベント開催にあたっての私たちの原動
力となっている。

ART HUMAN FESTA 2018

ART HUMAN 
FESTA 2018

今年で4回目のアートヒューマンフェスタは、「想いを
話せる場所」をテーマに開催します。出展者それぞれ
の志をワークショップ等の交流を通して体感できるイ
ベントです。築140年を超える自然豊かな環境で、ここ
でしか体験できない時間をお楽しみください。



会場内の約 20 ブースでは、
「展示」「販売」「パフオーマン
ス」を行っています。また
ブースによってはワーク
ショップも体験できますの
で、作品への思いや考え方
など、一人でも多くのアー
トヒューマンとの交流をお
楽しみください。

「多くの人にアーティストを知って欲しい」そんな
想いから始まったプロジェクトは皆様のおかげを
もちまして、 FESTA としてのイベントを始めて 4
年目になります。若手のフレッシュなアーティスト
と、毎年進化を続けるアーティストが自分自信の活
動と想いをアートで表現します。知らないアーティ
ストも知っているアーティストも、想いを知ること
で作品の色が変わって見えるはずです。また、古民
家ならではの空気感もこのイベントの醍醐味です。
急がず、焦らず、ゆっくりとした気持ちでイベント
に遊びに来てください。ゆったりとした時間が流れ
た会場が皆様をお待ちしております。

表現する人そのものを
「アート」と捉え、
そのような表現者のことを
「アートヒューマン」と
呼んでいます。
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甲佐町
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※天候によってブース位置が変更になる可能性があります。

見る・聞く・体験

2nd Floor

The HOLE

えりなワールド

Art Human Festa Floor Plan
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1992年生まれ。幼少期に兄の影響でハリウッド

映画に没頭。映像、映画音楽に興味を持ち、音楽

大学に進学。大学2年の時に中退。中退後、建築

の世界に飛び込む。同時に趣味で映像制作を開

始 。2 0 1 7 年 1 0 月 、九 州 最 大 音 楽フェスの

JAPANFILMチームに参加をきっかけに本格的に

映像制作を開始。現在は建築と映像を両立をし、

熊本県を中心に活動中。

GOU OGATA 映像クリエイター

CHANGO FILM

Mori no Ki

スタイリスト

1991年生まれの27歳。2016年熊本大江の

“808 coffee stop”でSpecialty Coffeeに出

会い感銘を受ける。2017年より熊本市街の

Gluck Coffee Spotに勤務。“SOERU COFFEE ”と

しても活動し、coffeeについて探求し続けている。

木下 拓朗 ロースター、バリスタ

スペインパエリア協会公認パエリア師

SOERU COFFEE

和菓子職人

開懐世利六菓匠 菓舗 梅園

1993年生まれ。小学4年生の時に体験した和菓

子教室に感銘を受け、和菓子の道を志す。高校

卒業後、大阪の和菓子屋「喜久寿」に弟子入り。

父が病気で倒れ、修行を辞め帰熊。会社経営や

和菓子業界の現状を知り、日本伝統の衰退を危

惧し、一時ITベンチャーにつとめ、現在は、世界へ

和菓子文化を発信している。

片岡 翔乃助

1989年生まれ、18歳から美容室で修業し、一店

舗を経て現在は上通り［tetorigarden］スタイリス

ト。すべての人にはその個性の美しさがあると思

い、ひとりひとりと限りなく向き合い、パーソナルな

ヘアデザインはもちろん内面からの美しさを引き

出すお手伝いができたらと心から願っています…

。美容室の新しい在り方を作りたいと思い、2019

年、独立し、合志市に Mori no ki をオープン

中林 奨太

パエリア大会2年連続準優勝、バレンシアで開催

される世界大会にも2年連続出場した経験のあ

る由利拓也氏に師事し2017年世界大会を経験、

日本全国47都道府県を旅しながらパエリアを炊

きパエリアの普及に努めてきました。育った地で

ある熊本の皆さんにも是非世界大会レベルのパ

エリアを楽しんでもらいたいです！

上村 祐太
Vamos Paela

Movie

Beauty

Cafe & Food

1989年生まれ。23歳から花の世界に入り、花に触
れる中で魅力に心を奪われる。命の象徴である花
の魅力を伝えるため、2016年８月７日『花の日』に
花屋はな輔を開業。繊細な感覚を融合させた独創
的なスタイルが人気を呼び、イベントやコンサート
などの大掛かりな装飾、流木アート、ブランドのショ
ーやパーティー、店舗デコレーションなど幅広いジ
ャンルに対応する高い技術を持つ。植物に触れるこ
とで表現の声を感じ取りながら、お客様の思いを形
にする。「贈り」「貰い」「飾り」この３つが揃い『心と
心を花で紡ぐ』と考えている。

須子  栄輔
Flower

ART HUMAN
FESTA 2018

花屋 はな輔 HANASUKE

フラワーアーティスト



1993年熊本生まれ。“Put the grooves on 

you.”（グルーブを纏え）をコンセプトに掲げるジ

ュエリーブランド「The HOLE」の Director&De-

signer。「ファッションと音楽の関係性」の曖昧な

ニュアンスを可視化させたようなコスチュームジ

ュエリーブランド「The HOLE」は、2016年4月に

設立。ジェンダーレスかつミニマムなデザインが

特徴的なオールハンドメイドのアップサイクルジ

ュエリーブランド。

1989年生まれ

モノが溢れる時代に大事に長く使ってもらえる物

作りを目指し、流行りにながされないデザイン、

構造的なデザインを目指しています。全ての工程

を自ら行い、作品に愛着を持って頂きたいのでア

イテム毎に名前を付け、すべて1点物での製作を

しています。

西本 佳弘
motoatom

ハレイ

服飾作家

美しい時間をつくるための衣を、直感的に製作中。

いい音楽があるところに出店しています。

toriton 海の皇子

Fashion&Accessory

1990年2月生まれ。熊本出身。15 歳の時、熊

本・並木坂のヴィンテージブームに影響を受け

る。2013年8月～2015年8月までセレクトショ

ップ“ORANGE COUNTY” にて勤務。

2015年9月よりシルクスクリーン版を使い、手

刷りでプリントしたT-shirt を制作するブランド

“DARGO” を設立。経年変化の美を追求し

ている。

成松 大輝
DARGO

Ippin Works

DARGO ディレクター

「アーティストの想いを身近に。」ippinwroksはこ

の言葉をコンセプトに、アートをコンテンツとした

アパレル商品やグッズをプロデュースし販売する

ブランド。ippinworksの商品になっている「作品」

は、ほとんどが熊本で創作活動をしているアーテ

ィストによるものです。

https://ippinworks.com/

AMIG.2nd

ART HUMAN
FESTA 2018

HP：https://dargo.theshop.jp/
Instagram：rats_dargo

Shiori Maeda The HOLE Director&Designer
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熊本の芸術文化の発展を目指す
アートヒューマンプロジェクト

協賛企業のご紹介

私たち、アートヒューマンプロジェクト熊本は、一人ひとり

の思いが持つ可能性を少しでも広げていくためにアート

ヒューマンの活動を様々な側面から支援を行っています。

相手を思い、手を動かし、心を動かすものを生み出すその

取り組みは、今という時代だからこそ大切にしたい魅力に

溢れており、日々の暮らしの中に心の豊かさをもたらして

くれます。私たちは、そんな魅力あるアートヒューマンの存

在を一人でも多くの方に伝えると共に、アーティストを支

え熊本の芸術文化の発展を目指し活動してまいります。

私たち、アートヒューマンプロ

ジェクト熊本は、今後もアート

ヒューマンへの支援体制をよ

り充実させるために、私たち

の思いに賛同し、応援してく

ださる方を募集しています。

カリフォルニアの個性豊かな文化やヴィンテー
ジ古着の粗削りでユーモアなデザインに影響を
受け、T-shirt 本来の魅力を伝えるため、熊本市
内の専用スタジオにて 1枚 1枚 心を込め、自
ら手刷りでプリントを施しています。トレンドやニ
ーズ以上に、つくり手としての純粋な想いや地
域の魅力を大事にすることで、スタンダードだけ
どこだわりが凝縮された、温かみあるプロダクト
を熊本から全国の皆様へお届けしています。
https://dargo.theshop.jp/

あなたのストーリーを花で紡ぐ
自然に恵まれた日本では、四季折々に美しい
花や草木が見られます。生活の一部として古く
から愛され続け、命の象徴とも言われてきた。
花や草木が生活の中にあった日本の美的価
値観や和を尊ぶ精神を、現代の皆様へ生活
に寄り添いながらお届けしたいと考えています。
心と心を花で紡ぐ。ストーリのある花仕事にこ
だわり、日々を飾るお手伝いをさせていただき
ます。
https://hanaya-hanasuke.jp/

【  DARGO  】 【 花屋はな輔 】

自然と人が調和した木の家づくりを1987年か
ら始めました。今回の会場である”山ぼうしの
樹 ”は、私たちの古民家再生モデルです。古い
ものも活かし方で心地よい空間に生まれ変わ
ります。
https://www.mizutahome.com/

【 株式会社ミズタホーム 】

より豊かな暮らしを創造できるよう、後世に
対する食・芸術・美術の文化継承を目的とし
た「展示会」「サロン」「スクール」等の様々な
催事を企画運営しております。
上質な出会いをお探しの方はお気軽にお問
合せ下さい。
https://www.galleryemu.com/

【 オフィスエム 】

アロマを中心とした自然療法。海外（上海・ソ
ウル・香港・シンガポールなど）でもアロマテラ
ピーをはじめとする自然療法のレッスンを開催
しています。「ちょっとした不調」でお薬に頼って
いる方をサポートしていきたいと思っています。
http://aroma-ds.com/

【 株式会社アロマデザインSTUDIO 】【 Howru  up（ハウルアップ） 】

電気工事の業務はもちろん、住宅やオフィスな
どのLED照明の設置や、防犯カメラの設営な
ども行っております。環境の問題が多い昨今、
太陽光システムを取り入れることで環境問題
への解決にも取り組んでいます。
http://kabuto-d.com/

【  有限会社カブト電設 】

“ 身近な衣料を身近なところで ”をコンセプト
に、国産原料を目指した綿花栽培に取り組ん
でいます。共に考える衣・食・住の心地よい
ライフを、私たちは衣から始めています。
https://www.facebook.com/ahp.kuma-
moto/

【 Tt （ティティ） 】

料理の基礎からプロの技まで学べます。
私達は手作りの料理を通して、熊本県民の
ハッピーを応援しています。
（料理教室各種 /フードコーディネート相談）
https://chef-de-maman.jp/

【 　　　　　　　　　　 】料理教室シェフドママン

熊本市東区、江津湖近くの税理士事務所で
す。事業をされている個人の方や、会社を経
営されている方、税金との関わりは人それぞ
れです。個々の事情に向き合い、会計や税務
の「どうしたらいいかわからない」を解決し、
サポートしていけるよう日々研鑚していきます。
http://umeno-zeirishi.com/

広告コンサルタント、代理店として幅広い広
告媒体・業種・イベントを取り扱っていますが
、基本は企画力、マネージメント力、機動力。
クライアントのビジネス上の課題を発見し、そ
れをコミュニケーションの力によって解決する
ためのアイデイアと仕組みを提供します。

【 梅野税理士事務所 】

熊本県内で森林業を始めとする地域づくりを
行っています。諸塚村や五木村、天草の河浦
町などの住民を主体に地域計画や商品開発
など持続可能な地域の未来作りを目指してい
ます。
https : / /www. facebook .com/mat-
suken.labo/

【 松下生活研究所 】

『「共に生きる。」を未来へつなぐ』をコンセプト
に、残したい未来を次世代に繋いでいくため
に、ソーシャルファンディング事業やまちづくり
事業など様々な事業を行なっています。プロジ
ェクトのご相談などお気軽にご連絡ください。
http://www.yuzuriha.fund/

【  一般社団法人ゆずり葉 】

主催・企画・運営 / アートヒューマンプロジェクト熊本（DESSIN INC.）
後援 / FM791、KAB、TKU、KKT、RKK、熊本日日新聞社

Special Sponsor

熊本フードプロコンシェルジュ

オフィス エム梅野税理士事務所
Umeno tax accountant office
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