
10/2㊐-11/30㊌　9:00 - 17:00 無　料

早川鉄兵氏  切絵障子「補陀落山図」公開

米原市在住の人気切り絵作家 早川鉄兵さんが、青岸寺とコラ
ボ。国の名勝にも指定されている枯山水の青岸寺庭園をモ
チーフに、青岸寺書院の切絵障子を制作。由緒ある青岸寺と
切り絵による繊細で独創的な世界感をお楽しみください。

10/9㊐ 第1部 18:30～　第2部 19:30～ 無　料
南沢靖浩　シタールコンサート

インドの弦楽器シタールのコンサート。青岸寺の夜に響くシ
タールの神秘的な音色をお楽しみください。

10/19㊌-10/31㊊ 9:00 - 17:00 無　料

上丹生木彫の展示会

滋賀の伝統工芸「上丹生木彫」の作品を展示。江戸時代から
続く伝統の匠の技をお楽しみください。

11/2㊌-6㊐ 9:00 - 17:00 無　料

山本浩文 花展「融合美」

池坊華道教授 山本浩文氏の生花個
展。草木の「命」と青岸寺の「美」
が融合したこの場所ならではの癒し
をお届けします。

〈ミニ生花体験会〉
11/5㊏ 第1部 11:00～  第2部 14:00～
定員：各回先着 5名まで ※（所要時間 15～ 20分程度）

講師： 山本 浩文氏
料金：  800円（完成した作品はお持ち帰りいただけます）

真依子 Maiko

伊吹山の麓、日本画や陶芸を嗜む父母の元に生ま
れ、野山や田んぼを駆け回り、蛍が舞う川で遊ぶ
などして育つ。現在、帰郷して育児をしながら創
作活動中。ライブでは歌と箏を主な表現の手段と
している。NHKみんなのうた楽曲制作。滋賀県
文化奨励賞受賞。

早川 鉄兵 Teppei Hayakawa

切り絵作家。1982年、石川県金沢市生まれ。小
さいころに、母親と一緒に切り紙遊びをしたこと
をきっかけに切り絵を始め、日々出逢う自然や動
物をテーマに制作活動をしている。精密な切り絵
作品にとどまらず、大掛かりなインスタレーショ
ンやライトアップなど、新しい切り絵表現の可能
性を模索している。

南沢 靖浩 Yasuhiro Minamizawa

インドの聖地ベナレスにて、インド古典音楽の芸
術性と弦楽器シタールに魅せられ、スラワニ・ビ
スワス博士によりシタールの個人指導を受け始め
る。渡印を重ね、北インド古典音楽を学び、日本
やインドでの演奏活動を展開する。

上丹生木彫 Kaminyu Mokucho

江戸時代末期天保年間、当時の宮大工上田長治
郎の子息の勇助と友人の二人が京都に彫刻の修
行に出て、技術を持ち帰ったことに始まる。その
後、神社仏閣の建閣彫刻などの大きいものから欄
間や仏壇の彫刻、美術工芸品に至るまで多種多様
なものを伝承の技術で彫り続けている。

山本 浩文 Hiromi Yamamoto

歴史に刻まれ、途絶えることなく伝承されてきた
池坊いけばなを学び、「一期一会」の精神で出逢え
た素材の美しさを最大限生かし、理想の姿を追求
しています。技術と精神を高めるために京都中央
研修学院にてさらなる研鑽を継続し「心に響く作
品」を発信しています。

10/1㊏ 18:00 - 20:00
料金（特別拝観料含む）： 大人 2,000円、小人 1,000円

orite Art 青岸寺 先行内覧会 ※要予約

人数限定の先行内覧会を開催。早川鉄兵さんの切絵障子や庭園
ライトアップをいち早くご覧いただけます。早川さんと永島住
職による青岸寺トークや市内在住のシンガーソングライター真
依子さんらのミニコンサートもあり、特別な夜をお届けします。

10/2㊐・8㊏・9㊐・10㊊ 18:00 - 20:30
特別拝観料：大人600円、小人300円 

青岸寺ライトアップ ～光明の灯り～

枯山水の青岸寺庭園を期間限定でライトアップ。庭園内の
木々や、苔の庭などの境内のスポットを照らし、癒しの光を
お届けします。期間中は、米原市内の和のあかりも集合し、
米原ならではの期間限定ライトアップをお楽しみください。

※ ご予約は下記のお問い合わせまで。

※ ご予約は下記のお問い合わせまで。

湖北霊場会第二十七番札所 青岸寺 滋賀県米原市米原669

庭 園ライトアップ

orite Art Seiganji

EVENT
WORKSHOP&

米原保育園

湯谷公園

米原市役所 臨時駐車場東口

米原駅東口より東へ
徒歩7 分 N

至 彦根至 長浜
国道 8 号線 　　　　　　　

米原駅一般社団法人 びわ湖の素DMO
滋賀県米原市米原1016番地 米原市役所本庁舎3階

Tel 0749-51-9082　Fax 0749-51-9083
Mail : orite@biwakonomotodmo.com

※休園日：火曜日、第4月曜日

※ 日中の入園には拝観料  
大人300円・小人（小学生～高校生）100円が必要です。

※ ライトアップ実施日は特別拝観料  
大人600円・小人（小学生～高校生）300円が必要です。 A

C
C

E
S

S

イベントについてのお問い合わせ

※イベント期間中は、臨時駐車場（無料）をご利用ください。
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