
町内作家による漆喰鏝絵作品展〈伊豆の長八美術館〉
記念講演会（元文化庁長官 青柳正規氏）

なまこ壁コンテスト
なまこ壁・漆喰アートチャレンジ
SAKAN アートマルシェ
SAKAN アートパフォーマンス（長八動読劇）
関連特別展〈町内各施設〉

研究会（早稲田大学 山田宮土理准教授）〈松崎町生涯学習センター〉

1/22～2/28
1/29

1/29・30

1/30

2022 年
メイン会場：松崎町農村環境改善センター（松崎町宮内303-6）など

1 29 30土 日

令和3年度 観光庁 地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業

主催　松崎町SAKANアートワールドカップ実行委員会
　　　伊豆長八作品保存会、松崎蔵つくり隊、松崎町観光協会、（一財）松崎町振興公社、松崎町、松崎町教育委員会、
　　　松崎町商工会、松崎町まちづくりやろうじゃ協議会、松崎であい村蔵ら、しずおか民家活用推進協議会

協賛　（一社）日本左官業組合連合会

後援　静岡県左官業組合

新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のためのお願い
・各施設の開館状況は変更となる可能性がございます。ご来館前にホームページまたはお電話等で最新情報をご確認ください。
・発熱、咳等の症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えください。
・ご家庭や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃる方はご来場をお控えください。
・ご来場の際は、マスクの着用と、手指の消毒にご協力お願いいたします。
・会場内では他のお客様との一定の距離の確保をお願いいたします。
・会場内の人数が多数となった場合、入場制限を行う場合がございます。
・会場内での会話を原則禁止としている施設もございます。（場合により、スタッフよりお声掛けをさせていただく場合がございます。）
・ご来場中に体調を崩された場合は、お近くのスタッフまでお申し出ください。
・施設によっては、検温や緊急連絡先の提供をお願いする場合もございます。
・イベントスタッフ及びイベント開催施設では、常時換気、消毒液の設置および清掃の強化、マスク着用、健康管理など感染防止対策の徹底に努めてま
いります。

ご来場のお客様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

子どもから大人まで楽しめる、鏝を使った漆喰塗りやなまこ壁づくり体験や漆喰鏝絵づくり体験です。汚れても
よい服装でお越しください。

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール　時間：9：00～12：00、13：00～15：00

 なまこ壁・漆喰アートチャレンジ 1 29 30土 日
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最新情報はこちら　
http://sakan2022.zohosites.com/
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なまこ壁づくり体験コーナー
【所要時間：特になし】

なまこ壁の上塗り（仕上げ）と漆喰塗体験ができま
す。「上塗り」は、なまこ壁の盛り上がりをなめらかに
仕上げる工程です。道具の使い方や塗り方について、
スタッフが丁寧に説明するので、初心者の方もお気
軽にご参加ください。漆喰塗体験では、壁に漆喰を自
由に塗ることができます。「鏝（道具）」を使って漆喰
を塗る感触をぜひ体験してください。

漆喰鏝絵体験コーナー
【所要時間：30分程】

専用の「鏝（道具）」と漆喰で、絵馬の上に鏝絵をつく
ります。絵馬に何種類かの下絵が描かれていて、その
上に漆喰を盛っていきます。下絵は自分で描いても
OK。ここでは着色をしないので、白い鏝絵ができあが
ります。鏝と漆喰で絵を描く楽しさを家族で体験して
みてはいかがですか？



明治商家中瀬邸時計台

松崎旧港

松崎海水浴場

松崎小学校

伊豆、松崎であい村「蔵ら」
関連特別展〈町内各施設〉10：00～16：00

御宿しんしま
関連特別展〈町内各施設〉
10：00～14：00

岩
科
川

松崎町役場

春城院

伊豆文邸

松崎橋

山光荘
関連特別展〈町内各施設〉
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浄感寺（長八記念館）
関連特別展〈町内各施設〉10：00～15：00　

伊那下神社

浄泉寺
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松崎町観光協会
関連特別展スタンプラリー抽選会10：00～17：00

ときわ大橋

しんしまばし

浜丁橋

入江橋

仲宿通り

浜丁（長八カフェ）
関連特別展〈町内各施設〉
10：00～16：00

松崎町生涯学習センター 
研究会（早稲田大学 山田宮土理准教授）10：00～11：30

松崎小学校
ドラッグストア

福祉センター

マックスバリュ

那賀川
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同時開催 町内作家による漆喰鏝絵作品展〈伊豆の長八美術館〉1/22～2/28
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松崎海洋センター
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伊那上神社

宮の前橋

商店街口

長八美術館

松崎町で生まれた左官の神様「伊豆の長八（本名・入江長八）」、町内に現存する190棟余り 
の「なまこ壁建造物」、そしてこれらと共通する「漆喰」をテーマとした多様なプログラムを
通じて、松崎町の歴史や文化を再認識し、長八の功績やなまこ壁建造物の保全継承、漆喰
技術の伝承に繋げていきます。

P

メイン会場 松崎町環境改善センター
なまこ壁コンテスト9：00～12：00、13：00～15：00（30日は16：00まで）
記念講演会（元文化庁長官 青柳正規氏）15：30～17：00
SAKAN アートパフォーマンス（長八動読劇）29日18：00～18：40、30日17：00～17：40
SAKANアートマルシェ9：00～15：00※会場詳細はP4をご覧ください
なまこ壁・漆喰アートチャレンジ9：00～12：00、13：00～15：00

  なまこ壁コンテスト

腕の立つ左官職人たちなどによる、なまこ壁のコンテスト（デモンストレーション）。目の前で左官の腕前を見るこ
とができます。左官技術に詳しい専門家がライブで分かりやすく解説します。

コンテストは、あらかじめ瓦が取付
けてある板に、なまこ壁の「なまこ」
部分をきれいに盛り上げて形をつ
くっていく所から実演してもらいま
す。普段は見ることができない、職人
によるプロの技をご覧ください。日
替わりのライブ解説もお楽しみに。

※ライブ解説の模様は後日インターネット上やSNS、YouTube等で写真掲載や動画配信する予定がある為、来場される方は肖像権に
　ついて承諾、放棄したものと理解させていただきます

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール
時間：1月29日（土）9：00～12：00、13：00～15:00　1月30日（日）9：00～12：00、13：00～16:00

（ライブ解説は両日とも13：00～14：30）

1 29 30土 日

職人　　木村一幸（東京都・日本左官業組合連合会）、松本祐二（静岡県・日本左官業組合連合会）、
　　　　八木國夫（静岡県・日本左官業組合連合会）、東海林良一（山形県・山形県左官業組合連合会）、
　　　　グエン、ズイ、トゥアン（ベトナム・日本左官業組合連合会）
MC　　 片川乃理子（元静岡朝日テレビアナウンサー）
解説者　29日中村一夫（松崎蔵つくり隊）、30日山田宮土理（早稲田大学准教授）

タイムスケジュール

29日
 9：00
12：00
13：00
14：30
15：00

実演開始
休憩
上塗り・ライブ解説開始
ライブ解説終了
実演終了

土

30日
 9：00
12：00
13：00
14：30
16：00

実演開始
休憩
上塗り・ライブ解説開始
ライブ解説終了
実演終了

日

※写真はなまこ壁体験プログラムより

伊豆の長八美術館
関連特別展〈町内各施設〉9：00～17：00
町内作家による漆喰鏝絵作品展9：00～17：00

スタンプ

松崎町観光協会
抽選会参加証明
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30日
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16：00

実演開始
休憩
上塗り・ライブ解説開始
ライブ解説終了
実演終了
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※写真はなまこ壁体験プログラムより

伊豆の長八美術館
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スタンプ

松崎町観光協会
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 記念講演会
 「古今東西の漆喰アート文化と長八」 1 29 土

古代ローマや地中海文明の研究で有名な、日本を代表する研究者、青
柳正規先生（東京大学名誉教授・多摩美術大学理事長・山梨県立美
術館館長・元文化庁長官）による講演会です。長八鏝絵とポンペイなど
に見られる古代ローマ時代からのフレスコ画や漆喰アート文化をテー
マにしたお話です。

参加希望の方は、電話またはFAXにて、①氏名②電話番号③お住まいの市区町村を下記申込先ま
でご連絡ください。右のＱRコードからWEB申し込みもできます。

●申込先：NPO 法人ここらしさ（月～金曜　9:00 ～16:00）　TEL：054-295-9900　FAX：054-295-9901

講演：青柳正規氏

プロフィール
1944年、大連生まれ。古代ローマ美術・考古学を専攻。東京大学文学部教授、国立西洋
美術館館長、文化庁長官などを務め、現在、東京大学名誉教授、東京藝術大学特任教
授、日本学士院会員、山梨県立美術館館長、学校法人多摩美術大学理事長、奈良県立
橿原考古学研究所所長、東京オリンピック・パラリンピック 文化・教育委員会委員長、
石川県立美術館館長、他。50年に亘りイタリアの古代ローマの遺跡発掘に携わる。

国内では、地中海学会賞（1978年）、マルコ・ポーロ賞（1991年）、浜田青陵賞（1991
年）、毎日出版文化賞（1993年）、紫綬褒章（2006年）、日本放送協会放送文化賞

（2011年）、瑞宝重光章（2017年）などを受賞、文化功労者顕彰(2021年)。海外では、イ
タリア ポルト・エンペドクレ賞（1984年）、イタリア共和国功績正騎士勲章（2002年）、
イタリア Sebetia Ter国際賞（2008年）、イタリア Torquato Tasso国際賞（2017年）、
イタリア Amedeo Maiuri 国際考古学賞(2019年)を受賞。

著書は、『皇帝たちの都ローマ』、『ローマ帝国』、『文化立国論』、「人類文明の黎明と暮れ
方」他。

日

32

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール　時間：15：30～17：00

提供：多摩美術大学

要申込・無料

 研究会 「漆喰と長八」 1 30

早稲田大学建築学科で、土をつかった建築や左官仕事を研究する山田宮土理
准教授による、長八の漆喰技術となまこ壁などをテーマとした講義です。長八
の技術の“すごさ” や漆喰壁などこれまでの研究成果をふまえた、専門家視点
のお話を聞くことができます。

講演：山田宮土理氏

プロフィール
2008年早稲田大学建築学科卒業、2010年早稲田大学 修士課程修了、2014年早稲田大学 博士
後期課程 修了、2014-2016早稲田大学建築学科 助手、2016-2019近畿大学建築学部 助教、
2019-2020近畿大学建築学部 講師、2020年4月より現職。博士（工学）

土を使った建築や左官仕事を中心とした、魅力的な建築を創造する「手仕事」の生産技術の解明・
継承・活用のための研究を行っています。研究の手法は主として実測や聞取りなどのフィールドワー
クと、実験等であり、実建物や実際の材料に触れながら手を動かすことを大事にしています。（早稲
田大学 山田宮土理研究室ホームページより）

会場：松崎町生涯学習センター ４Fふれあいホール（松崎町宮内301-1）　時間：10：00～11：30

左官の神様と言われる伊豆の長八こと入江長八。今に伝わる彼の偉業が、SPAC奥野晃士氏の手による動読劇
で松崎町に蘇る。主演は静岡県出身の若手俳優大石マリアーノ氏。地元の有志も多数出演。

「動読」とは、役者の身体を活かしたユニークな語りと音楽の絶妙なアンサンブルで観客を物語の世界に引き込ん
でいく新しい朗読スタイルで、奥野氏が切り拓いたオリジナルのパフォーマンスです。

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール
時間：1月29日（土）18：00～18：40、1月30日（日）17：00～17：40

 SAKAN アートパフォーマンス
松崎町民出演による SAKAN 動読劇『伊豆の長八伝』
 作・奥野晃士（SPAC- 静岡県舞台芸術センター） 1 29 30土 日

出演　大石マリアーノ（YKエージェント所属）、
　　　演劇ワークショップ参加（松崎町中学生） 斉藤凛音、山田優衣、斎藤諒磨、田所秀磨、渡辺十和、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   土屋海里、井山愛心、山本日向乃
　　　演劇ワークショップ参加（一般） 田中英史
演奏　永吉真弓（パーカッション）

出演 大石マリアーノ（ＹＫエージェント所属）

プロフィール
静岡県牧之原市出身。母はコスタリカ人、父は現職県議会議員。小学生のときに劇の主役をしたのをきっかけ
に、演技に興味を持ちはじめる。高校時代は演劇部の部長を務め、創作脚本「人狼裁判」は高校生脚本コン
クールにて最優秀賞を受賞。卒業公演では部長、脚本、演出、役者を兼任した。榛原高等学校を卒業してからは
上京し、ワタナベエンターテイメントカレッジにて一年間演技や歌唱、ダンス、アクションなどを学ぶ。現在は
YKエージェント(旧セントラル)所属俳優。出演作品は「劇的に沈黙」「ようこそ東映殺影所へ」など。「坂本龍馬
を斬った男 ～今井信郎の半生」などのいくつかの歴史縁談にも出演した。

演奏 永吉真弓
プロフィール
幼少よりマリンバを始める。東京音楽大学付属高校・東京音楽大学打楽器科にすすみクラシックを学ぶ。卒業
後アフリカンパーカッションにめざめ西アフリカセネガルでのワークショップに参加。シタール奏者ヨシダダイ
キチと出会いアラヤビジャナのメンバーに。渚・フジロックなどイベント出演。アルバム2枚発売。ＧＨＯＳＴ馬
頭将器とチェロ奏者ヘレナのアルバムレコーディング参加。オリッシーダンス福島まゆみと共演。静岡県舞台
芸術センターSPAC所属俳優奥野晃士と静岡県内のお寺を中心にアクションリーディングを行う。マリンバ講
師、学校、施設、幼稚園などで演奏活動も行う。

脚本・演出 奥野晃士
プロフィール
大阪で小劇団を主宰したあと、2000年よりSPAC-静岡県舞台芸術センターに所属。主な出演作品に、鈴木忠
志演出『イワーノフ』（イワーノフ役）、宮城聰演出『夜叉ヶ池』（山沢学円役）、『寿歌』（ゲサク役）など。2014年よ
り家族のいるスイスに移住し、舞台演出、出演の他、公立大学の演劇講師としても高く評価される。SPAC在籍
２０周年を記念し、演出家や俳優を中心にした寄稿集『衆生皆役者（しゅじょうみなやくしゃ）』を2021年に出
版。他にも映像作品の監督脚本、リーディング・カフェや歴史演談など演劇で地域の活性化を目指す街援隊
アート・ムーブの隊長としての活動も展開中。

Ⓒ加藤孝

関連企画 演劇ワークショップ
SAKANアートワールドカップの関連企画として、2021年10月から2022年１月にかけて、奥
野氏を講師に招き、演劇ワークショップを開催してきました。地元の中学生などが参加し、楽
しく演劇を学びました。



 記念講演会
 「古今東西の漆喰アート文化と長八」 1 29 土

古代ローマや地中海文明の研究で有名な、日本を代表する研究者、青
柳正規先生（東京大学名誉教授・多摩美術大学理事長・山梨県立美
術館館長・元文化庁長官）による講演会です。長八鏝絵とポンペイなど
に見られる古代ローマ時代からのフレスコ画や漆喰アート文化をテー
マにしたお話です。

参加希望の方は、電話またはFAXにて、①氏名②電話番号③お住まいの市区町村を下記申込先ま
でご連絡ください。右のＱRコードからWEB申し込みもできます。

●申込先：NPO 法人ここらしさ（月～金曜　9:00 ～16:00）　TEL：054-295-9900　FAX：054-295-9901

講演：青柳正規氏

プロフィール
1944年、大連生まれ。古代ローマ美術・考古学を専攻。東京大学文学部教授、国立西洋
美術館館長、文化庁長官などを務め、現在、東京大学名誉教授、東京藝術大学特任教
授、日本学士院会員、山梨県立美術館館長、学校法人多摩美術大学理事長、奈良県立
橿原考古学研究所所長、東京オリンピック・パラリンピック 文化・教育委員会委員長、
石川県立美術館館長、他。50年に亘りイタリアの古代ローマの遺跡発掘に携わる。

国内では、地中海学会賞（1978年）、マルコ・ポーロ賞（1991年）、浜田青陵賞（1991
年）、毎日出版文化賞（1993年）、紫綬褒章（2006年）、日本放送協会放送文化賞

（2011年）、瑞宝重光章（2017年）などを受賞、文化功労者顕彰(2021年)。海外では、イ
タリア ポルト・エンペドクレ賞（1984年）、イタリア共和国功績正騎士勲章（2002年）、
イタリア Sebetia Ter国際賞（2008年）、イタリア Torquato Tasso国際賞（2017年）、
イタリア Amedeo Maiuri 国際考古学賞(2019年)を受賞。

著書は、『皇帝たちの都ローマ』、『ローマ帝国』、『文化立国論』、「人類文明の黎明と暮れ
方」他。

日
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会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール　時間：15：30～17：00

提供：多摩美術大学

要申込・無料

 研究会 「漆喰と長八」 1 30

早稲田大学建築学科で、土をつかった建築や左官仕事を研究する山田宮土理
准教授による、長八の漆喰技術となまこ壁などをテーマとした講義です。長八
の技術の“すごさ” や漆喰壁などこれまでの研究成果をふまえた、専門家視点
のお話を聞くことができます。

講演：山田宮土理氏

プロフィール
2008年早稲田大学建築学科卒業、2010年早稲田大学 修士課程修了、2014年早稲田大学 博士
後期課程 修了、2014-2016早稲田大学建築学科 助手、2016-2019近畿大学建築学部 助教、
2019-2020近畿大学建築学部 講師、2020年4月より現職。博士（工学）

土を使った建築や左官仕事を中心とした、魅力的な建築を創造する「手仕事」の生産技術の解明・
継承・活用のための研究を行っています。研究の手法は主として実測や聞取りなどのフィールドワー
クと、実験等であり、実建物や実際の材料に触れながら手を動かすことを大事にしています。（早稲
田大学 山田宮土理研究室ホームページより）

会場：松崎町生涯学習センター ４Fふれあいホール（松崎町宮内301-1）　時間：10：00～11：30

左官の神様と言われる伊豆の長八こと入江長八。今に伝わる彼の偉業が、SPAC奥野晃士氏の手による動読劇
で松崎町に蘇る。主演は静岡県出身の若手俳優大石マリアーノ氏。地元の有志も多数出演。

「動読」とは、役者の身体を活かしたユニークな語りと音楽の絶妙なアンサンブルで観客を物語の世界に引き込ん
でいく新しい朗読スタイルで、奥野氏が切り拓いたオリジナルのパフォーマンスです。

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール
時間：1月29日（土）18：00～18：40、1月30日（日）17：00～17：40

 SAKAN アートパフォーマンス
松崎町民出演による SAKAN 動読劇『伊豆の長八伝』
 作・奥野晃士（SPAC- 静岡県舞台芸術センター） 1 29 30土 日

出演　大石マリアーノ（YKエージェント所属）、
　　　演劇ワークショップ参加（松崎町中学生） 斉藤凛音、山田優衣、斎藤諒磨、田所秀磨、渡辺十和、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   土屋海里、井山愛心、山本日向乃
　　　演劇ワークショップ参加（一般） 田中英史
演奏　永吉真弓（パーカッション）

出演 大石マリアーノ（ＹＫエージェント所属）

プロフィール
静岡県牧之原市出身。母はコスタリカ人、父は現職県議会議員。小学生のときに劇の主役をしたのをきっかけ
に、演技に興味を持ちはじめる。高校時代は演劇部の部長を務め、創作脚本「人狼裁判」は高校生脚本コン
クールにて最優秀賞を受賞。卒業公演では部長、脚本、演出、役者を兼任した。榛原高等学校を卒業してからは
上京し、ワタナベエンターテイメントカレッジにて一年間演技や歌唱、ダンス、アクションなどを学ぶ。現在は
YKエージェント(旧セントラル)所属俳優。出演作品は「劇的に沈黙」「ようこそ東映殺影所へ」など。「坂本龍馬
を斬った男 ～今井信郎の半生」などのいくつかの歴史縁談にも出演した。

演奏 永吉真弓
プロフィール
幼少よりマリンバを始める。東京音楽大学付属高校・東京音楽大学打楽器科にすすみクラシックを学ぶ。卒業
後アフリカンパーカッションにめざめ西アフリカセネガルでのワークショップに参加。シタール奏者ヨシダダイ
キチと出会いアラヤビジャナのメンバーに。渚・フジロックなどイベント出演。アルバム2枚発売。ＧＨＯＳＴ馬
頭将器とチェロ奏者ヘレナのアルバムレコーディング参加。オリッシーダンス福島まゆみと共演。静岡県舞台
芸術センターSPAC所属俳優奥野晃士と静岡県内のお寺を中心にアクションリーディングを行う。マリンバ講
師、学校、施設、幼稚園などで演奏活動も行う。

脚本・演出 奥野晃士
プロフィール
大阪で小劇団を主宰したあと、2000年よりSPAC-静岡県舞台芸術センターに所属。主な出演作品に、鈴木忠
志演出『イワーノフ』（イワーノフ役）、宮城聰演出『夜叉ヶ池』（山沢学円役）、『寿歌』（ゲサク役）など。2014年よ
り家族のいるスイスに移住し、舞台演出、出演の他、公立大学の演劇講師としても高く評価される。SPAC在籍
２０周年を記念し、演出家や俳優を中心にした寄稿集『衆生皆役者（しゅじょうみなやくしゃ）』を2021年に出
版。他にも映像作品の監督脚本、リーディング・カフェや歴史演談など演劇で地域の活性化を目指す街援隊
アート・ムーブの隊長としての活動も展開中。

Ⓒ加藤孝

関連企画 演劇ワークショップ
SAKANアートワールドカップの関連企画として、2021年10月から2022年１月にかけて、奥
野氏を講師に招き、演劇ワークショップを開催してきました。地元の中学生などが参加し、楽
しく演劇を学びました。



松崎町内のお店をはじめ、中伊豆ワイナリー、天城軍鶏、塩カツオうどんなど伊豆地域ならではの魅力たっぷりの
味覚や、松崎町や長八にちなむグッズなどを提供します。
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会場：松崎町役場周辺　時間：9：00～15：00（雨天決行）

 SAKANアートマルシェ（出店市） 1 29 30土 日

浜丁（長八カフェ）浜丁（長八カフェ）

長八の龍をあしらった生菓子とお茶の
セットを500円で味わえます。普段は予
約必須の名菓をこの機会にぜひ。

住所：松崎町松崎307-6
時間：10：00～16：00
住所：松崎町松崎307-6
時間：10：00～16：00

山光荘山光荘

宿泊者だけが見ることが出来る長八作
品を一般公開します。10：00と12：00
には作品案内があります。

住所：松崎町松崎280
時間：10：00～14：00
住所：松崎町松崎280
時間：10：00～14：00

御宿しんしま御宿しんしま

スタンプ スタンプ スタンプ

スタンプ スタンプ スタンプ

住所：松崎町宮内284
時間：10：00～14：00
住所：松崎町宮内284
時間：10：00～14：00

浄感寺浄感寺

左官の名工、入江長八の菩提寺です。
静岡県指定有形文化財の「雲龍図」や
「飛天の像」は必見です。

住所：松崎町松崎234-1
時間：10：00～15：00
金額：大人400円・中学生以下無料

住所：松崎町松崎234-1
時間：10：00～15：00
金額：大人400円・中学生以下無料

伊豆の長八美術館伊豆の長八美術館

薬学者の近藤平三郎生家に大切に保
存されている黒漆喰の傑作「神農像」を
特別に公開します。

住所：松崎町松崎23
時間：9：00～17：00
金額：大人400円・中学生以下無料

住所：松崎町松崎23
時間：9：00～17：00
金額：大人400円・中学生以下無料

伊豆、松崎であい村「蔵ら」伊豆、松崎であい村「蔵ら」

「SAKANアートワールドカップ」に合わせ、
なまこ壁や長八作品モチーフの小物を制
作しました。お土産にいかがですか？

住所：松崎町松崎319-1
時間：10：00～16：00
住所：松崎町松崎319-1
時間：10：00～16：00

関連特別展〈町内各施設〉 1 29 30土 日

町内6カ所でイベント期間だけの特別な長八作品の公開やおもてなしを実施します。さらにスタンプラリーを同時開
催。各施設の入り口にあるスタンプを全部（６か所）集めると、観光協会でガラポン抽選会（10：00～17：00）に参加
することができます。一等は「伊勢海老」です！ ※新型コロナウイルス感染症対策等により特別展を中止することがあります

宿泊者だけが見ることが出来る長八作
品を一般公開します。11：00と13：00
には作品案内があります。

しんしまばし

那
賀
川

三
島
信
用
金
庫

宿
舎
駐
車
場

休
憩

コ
ー
ナ
ー 生涯学習

センター

役場前広場

伊豆、松崎
であい村
「蔵ら」

駐車場
※雨天時
　会場

松崎町役場

検温 1 2 ３ 4
5
6

16
17
18

15
14

松崎町農村環境改善センター

階段
おどり場
スペース

休憩処（飲食厳禁）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

すいかひまわり
星野干物店
河津建設：海底ワイン
塩カツオうどん
蔵ら
SAVE IWATE しずおか（被災地支援）
農業振興会
農業振興会
観光協会
トミヤコーヒー
日左連
ワークショップマナ
SOYハウス：いなりずし＆発酵ポタージュ（29日のみ）
中伊豆ワイナリー
天城軍鶏
ボナペティ
パンダモンテ（30日のみ）
コスタフォルノ（30日のみ）
久田（くった）（29日のみ）

ケバブ・ジビエ

素揚げ干物

ワイン

塩カツオうどん

さんま寿司、おいなりさん、小物

東北地方の特産品

地元農産物

地元農産物

さつまあげ、桜葉クッキーなど

コーヒー・茶菓子

相談窓口

クッキー、ラスク、小物

無添加スープ

ワイン

天城軍鶏（ブランド肉）

ピッツァ、タコライス、サンドウィッチ、南インドカレー

焼きたてパン

パン

焼菓子・和菓子

※写真はフェスタ長八2021の様子です

感染防止対策に伴う行政要請等により、開催の有無や開催方法、出店の配置及び出店者については変更となる可能性がございます。なにとぞご了承ください。

8 7

9
10

1211 13

物販 食品テイクアウト ドリンクテイクアウト

29日10：00と13：00
に絵本と紙芝居の読
み聞かせがあります。
（各20分程度）親子で
ぜひご参加ください。

その他

検温

検温



松崎町内のお店をはじめ、中伊豆ワイナリー、天城軍鶏、塩カツオうどんなど伊豆地域ならではの魅力たっぷりの
味覚や、松崎町や長八にちなむグッズなどを提供します。
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会場：松崎町役場周辺　時間：9：00～15：00（雨天決行）

 SAKANアートマルシェ（出店市） 1 29 30土 日

浜丁（長八カフェ）浜丁（長八カフェ）

長八の龍をあしらった生菓子とお茶の
セットを500円で味わえます。普段は予
約必須の名菓をこの機会にぜひ。

住所：松崎町松崎307-6
時間：10：00～16：00
住所：松崎町松崎307-6
時間：10：00～16：00

山光荘山光荘

宿泊者だけが見ることが出来る長八作
品を一般公開します。10：00と12：00
には作品案内があります。

住所：松崎町松崎280
時間：10：00～14：00
住所：松崎町松崎280
時間：10：00～14：00

御宿しんしま御宿しんしま

スタンプ スタンプ スタンプ

スタンプ スタンプ スタンプ

住所：松崎町宮内284
時間：10：00～14：00
住所：松崎町宮内284
時間：10：00～14：00

浄感寺浄感寺

左官の名工、入江長八の菩提寺です。
静岡県指定有形文化財の「雲龍図」や
「飛天の像」は必見です。

住所：松崎町松崎234-1
時間：10：00～15：00
金額：大人400円・中学生以下無料

住所：松崎町松崎234-1
時間：10：00～15：00
金額：大人400円・中学生以下無料

伊豆の長八美術館伊豆の長八美術館

薬学者の近藤平三郎生家に大切に保
存されている黒漆喰の傑作「神農像」を
特別に公開します。

住所：松崎町松崎23
時間：9：00～17：00
金額：大人400円・中学生以下無料

住所：松崎町松崎23
時間：9：00～17：00
金額：大人400円・中学生以下無料

伊豆、松崎であい村「蔵ら」伊豆、松崎であい村「蔵ら」

「SAKANアートワールドカップ」に合わせ、
なまこ壁や長八作品モチーフの小物を制
作しました。お土産にいかがですか？

住所：松崎町松崎319-1
時間：10：00～16：00
住所：松崎町松崎319-1
時間：10：00～16：00

関連特別展〈町内各施設〉 1 29 30土 日

町内6カ所でイベント期間だけの特別な長八作品の公開やおもてなしを実施します。さらにスタンプラリーを同時開
催。各施設の入り口にあるスタンプを全部（６か所）集めると、観光協会でガラポン抽選会（10：00～17：00）に参加
することができます。一等は「伊勢海老」です！ ※新型コロナウイルス感染症対策等により特別展を中止することがあります

宿泊者だけが見ることが出来る長八作
品を一般公開します。11：00と13：00
には作品案内があります。

しんしまばし
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ナ
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役場前広場

伊豆、松崎
であい村
「蔵ら」

駐車場
※雨天時
　会場

松崎町役場

検温 1 2 ３ 4
5
6

16
17
18

15
14

松崎町農村環境改善センター

階段
おどり場
スペース

休憩処（飲食厳禁）

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18

すいかひまわり
星野干物店
河津建設：海底ワイン
塩カツオうどん
蔵ら
SAVE IWATE しずおか（被災地支援）
農業振興会
農業振興会
観光協会
トミヤコーヒー
日左連
ワークショップマナ
SOYハウス：いなりずし＆発酵ポタージュ（29日のみ）
中伊豆ワイナリー
天城軍鶏
ボナペティ
パンダモンテ（30日のみ）
コスタフォルノ（30日のみ）
久田（くった）（29日のみ）

ケバブ・ジビエ

素揚げ干物

ワイン

塩カツオうどん

さんま寿司、おいなりさん、小物

東北地方の特産品

地元農産物

地元農産物

さつまあげ、桜葉クッキーなど

コーヒー・茶菓子

相談窓口

クッキー、ラスク、小物

無添加スープ

ワイン

天城軍鶏（ブランド肉）

ピッツァ、タコライス、サンドウィッチ、南インドカレー

焼きたてパン

パン

焼菓子・和菓子

※写真はフェスタ長八2021の様子です

感染防止対策に伴う行政要請等により、開催の有無や開催方法、出店の配置及び出店者については変更となる可能性がございます。なにとぞご了承ください。

8 7

9
10

1211 13

物販 食品テイクアウト ドリンクテイクアウト

29日10：00と13：00
に絵本と紙芝居の読
み聞かせがあります。
（各20分程度）親子で
ぜひご参加ください。

その他

検温

検温



町内作家による漆喰鏝絵作品展〈伊豆の長八美術館〉
記念講演会（元文化庁長官 青柳正規氏）

なまこ壁コンテスト
なまこ壁・漆喰アートチャレンジ
SAKAN アートマルシェ
SAKAN アートパフォーマンス（長八動読劇）
関連特別展〈町内各施設〉

研究会（早稲田大学 山田宮土理准教授）〈松崎町生涯学習センター〉

1/22～2/28
1/29

1/29・30

1/30

2022 年
メイン会場：松崎町農村環境改善センター（松崎町宮内303-6）など

1 29 30土 日

令和3年度 観光庁 地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業

主催　松崎町SAKANアートワールドカップ実行委員会
　　　伊豆長八作品保存会、松崎蔵つくり隊、松崎町観光協会、（一財）松崎町振興公社、松崎町、松崎町教育委員会、
　　　松崎町商工会、松崎町まちづくりやろうじゃ協議会、松崎であい村蔵ら、しずおか民家活用推進協議会

協賛　（一社）日本左官業組合連合会

後援　静岡県左官業組合

新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止のためのお願い
・各施設の開館状況は変更となる可能性がございます。ご来館前にホームページまたはお電話等で最新情報をご確認ください。
・発熱、咳等の症状があるなど体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えください。
・ご家庭や職場、学校など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしくは感染の可能性のある方がいらっしゃる方はご来場をお控えください。
・ご来場の際は、マスクの着用と、手指の消毒にご協力お願いいたします。
・会場内では他のお客様との一定の距離の確保をお願いいたします。
・会場内の人数が多数となった場合、入場制限を行う場合がございます。
・会場内での会話を原則禁止としている施設もございます。（場合により、スタッフよりお声掛けをさせていただく場合がございます。）
・ご来場中に体調を崩された場合は、お近くのスタッフまでお申し出ください。
・施設によっては、検温や緊急連絡先の提供をお願いする場合もございます。
・イベントスタッフ及びイベント開催施設では、常時換気、消毒液の設置および清掃の強化、マスク着用、健康管理など感染防止対策の徹底に努めてま
いります。

ご来場のお客様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

子どもから大人まで楽しめる、鏝を使った漆喰塗りやなまこ壁づくり体験や漆喰鏝絵づくり体験です。汚れても
よい服装でお越しください。

会場：松崎町農村環境改善センター 文化ホール　時間：9：00～12：00、13：00～15：00

 なまこ壁・漆喰アートチャレンジ 1 29 30土 日

しっくい　こて　え

しっくい こて えしっくい

しっくい

こて

最新情報はこちら　
http://sakan2022.zohosites.com/
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パ ン フ レ ッ ト

なまこ壁づくり体験コーナー
【所要時間：特になし】

なまこ壁の上塗り（仕上げ）と漆喰塗体験ができま
す。「上塗り」は、なまこ壁の盛り上がりをなめらかに
仕上げる工程です。道具の使い方や塗り方について、
スタッフが丁寧に説明するので、初心者の方もお気
軽にご参加ください。漆喰塗体験では、壁に漆喰を自
由に塗ることができます。「鏝（道具）」を使って漆喰
を塗る感触をぜひ体験してください。

漆喰鏝絵体験コーナー
【所要時間：30分程】

専用の「鏝（道具）」と漆喰で、絵馬の上に鏝絵をつく
ります。絵馬に何種類かの下絵が描かれていて、その
上に漆喰を盛っていきます。下絵は自分で描いても
OK。ここでは着色をしないので、白い鏝絵ができあが
ります。鏝と漆喰で絵を描く楽しさを家族で体験して
みてはいかがですか？


