
KIDS’ ART 
WORKSHOP

Workshop Exhibition

ワークショップ後に作品展示も行います！
Art on display at Naoshima Town Hall!

2019年9月24日～10月1日 / Sept 24-Oct 1
8:15～17:00  直島町役場 １階 ロビー

2019年9月15日（日）10:00～12:00 
※雨天の場合、翌日16日（月:祝）に延期 

Sunday, Sept 15, 2019, 10am-12pm 
※ In the event of rain, rescheduled to Mon. Sept 16

自由な発想力で
どんな作品になるかは
完成してからのお楽しみ・・！？
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海の駅　赤かぼちゃ広場にて 
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海の駅
Marine Station

宮 ノ 浦
Miyanoura

ワークショップ
Workshop

赤かぼちゃ
Red Pumpkin

KIDS’ ART WORKSHOP
2019年9月15日（日）10:00～12:00 
※雨天の場合、翌日16日（月:祝）に延期 

Sunday, Sept 15, 2019, 10am-12pm 
※ In the event of rain, rescheduled to Mon. Sept 16

巨大画用紙に絵の具で手や足を使って直島に
いる海の生き物を描いてみよう！
自由な発想力でどんな作品になるかは完成し
てからのお楽しみ ・ ・ ！？

参加対象者：小学生　
※低学年（３年生以下）は保護者同伴でご参加ください。
参加費無料・事前申込不要・時間内はいつでも参加可
持ち物：着替え、水筒（飲み物）、バスタオル、帽子
服装：濡れたり汚れても良い服装　※水着でもOK

休憩所として交流ギャラリースペースも開放しています。着替
えや荷物置きにもご利用ください。 ただし、 貴重品等は各自管理
をお願いします。

主催 ： 直島町地域おこし協力隊  本橋英里 
お問い合わせ ： 直島町役場 まちづくり観光課  Tel. 090-2781-7390 
移住定住情報サイト  直島カラーズ　www.naoshimacolors.com

Let’s paint with our hands and feet!  
Create sea creatures real and imaginary  
on a gigantic paper Seto Inland Sea.

Target age group: Elementary school students
※ Kids in early grades must have a parent/guardian present. 
This is a free event. Registration not required. 
Please bring a change of clothes, a water bottle, and a bath 
towel. Kids should be dressed in clothes that can get dirty. 
Swimsuits are OK.

The Gallery space within the Marine Station will be available 
for resting and changing clothes.

本橋英里は、 2018年4月から直島町地域おこし協力隊の移住担当とし
て直島に移住。  国内外で展示を中心に画家として活動中。  東京デザ
イナー学院卒業後、 海外留学をし人生経験を積む。  アート島センター
のコミュニティディレクター。   ワークショップは、子どもたちにアートの 
楽しさを体験してもらうことを目的に今後も展開していく予定です！

Eri Motohashi is a painter who has exhibited her work 
internationally. A resident of Naoshima since April 2018, she 
works in the town’s community revitalization team and is 
Community Director at the Art Island Center. After graduating 
from design school in Tokyo, she lived abroad for several years. 
Her workshops emphasize fun, meaningful artistic experiences 
for kids.

ワークショップリーダー    Workshop Leader
2019年9月24日～10月1日  8:15～17:00
Sept 24-Oct 1, 2019  8:15am-5pm
ワークショップ後に作品展示も行います！
See the kids’ artwork at Naoshima Town Hall in Honmura.
直島町役場 １階 ロビー

WORKSHOP EXHIBITION


