
かつて「矢中御殿」と呼ばれたほど豪華な旧矢中邸。
国登録有形文化財でもある、この “御殿 ” を余すところなくまるごと使って、
センスとエネルギー溢れる作家による唯一無二のマーケットを開催！

3/31(土 )4/1
( 日 )

10:00-16:00
(最終入場

15:45
)

　　@矢中の杜
乙女のつくば道

2018
( つくば市北条 )

入場料 200円

皆様からいただいた入場料は、矢中の杜の邸宅・庭園の修繕、整備に充当させていただきます。
ご入場の際には、受付にてリーフレット、オリジナルポストカードをお渡しします。

主催

ＮＰＯ法人“矢中の杜”の守り人

　つくば市北条９４－１

　TEL　090-6303-4531

　Email　yanaka.no.mori@gmail.com

  HP　http://www.yanakanomori.org/

マーケット当日の運営
をお手伝いしてくださ
るボランティアを募集
しています！
興味のある方は、ぜひ
下記の連絡先までお問
い合わせください。
一緒にマーケットを盛
り上げましょう！

アク
セ

ス駐車場

至筑西・

　筑波山

至下妻

至土浦

　筑波交流●

センター　
●ESSO

常陽銀行

筑波支店

●

●筑波高校

●八坂神社

カスミ●

★矢中の杜 P

つくばりんりんロード

国道125号

内町下

交差点

■バス（つくば駅から）

　つくバス小田シャトル乗車、「北条仲町」下車、徒歩1分

■自動車（つくば駅から）

　学園東大通りを筑波山方面へ約12km、田中交差点で右折、

　内町下交差点を北条市街方面へ直進し、道なりに約1km

■駐車場

　北条商店街の共用駐車場、または北条小学校手前の

　空き地をご利用ください。（地図Ｐマーク、いずれも無料。）

　なお、駐車場内でのトラブル等の責任は負いかねます。

　一般店舗や個人の敷地への無断駐車はご遠慮ください。

　 ●

カフェ

ポステン

至筑波山

つ
く
ば
道

P北条小学校

　●

北条ふれあい館

(徒歩5分)

マーケット出店者の紹介はこちら↓

( 中学生以下無料 )
入場料は、矢中の杜の修繕や整備に充当！



toiro
ちいさな雑貨屋さんのような雰囲気で、天

然素材を中心にパターンから縫製まで手が

けたオリジナルデザインの暮らしの服と、

お出かけが楽しくなるようなアクセサリー

やナチュラルスタイルの

花雑貨を販売！

ミウコネアン女子系古書部
つくば市小野川にある古書店。人文・思

想・哲学・暮らし・美術・絵本、女子系

中古 CD・空想小物を販売！

ぷにの家
つくば市作谷の古民家で制作活動中の、染色

作家による染めのワークショップを開催！

★藍の型染め体験講座

 ～小風呂敷を抜染という技法で染めます～

時間：①10：30 ～　②11：30 ～

　　　③13：30 ～　④14：30 ～

所要時間：約 30 分

参加費：1800 円

　　（小風呂敷 50×50ｃｍ他材料費を含む）

定員：各回 3名　※予約優先

予約先：puninoie@alpha.ocn.ne.jp

つづり
益子にある暮らしに寄り添う日用品を

扱う商店と、玄米菜食の食堂。商店か

らは器・雑貨・服・染物、食堂からは

マクロビオティックのお菓子を販売！

ジャムファクトリー
国産の果物と甜菜糖で宝石のように美し

く輝くジャム専門店。添加物、着色料等

は一切使用せず、地産地消を心がけなが

ら、つくば産の果物の新しい魅力を引き

出したジャムやコンポート、厳選した小

麦粉・米粉など材料に拘った

スコーンを販売！

もっくんカフェ
※3月 31日のみ出店

夫婦＋2人の子どもたちで運営して

いるつくばの小さな移動カフェ。挽

きたてのコーヒー、自家製シロップ

のドリンク、自家製

焼き菓子を販売！

川西硝子
バーナーを使ったガラス細工で、ガラス

ペンを中心にアクセサリーやランプな

ど、生活に癒しと温もりを与えてくれる

生活雑貨を宇都宮にて製作。ガラスペン

はペン先から柄にいたるまで完全な手仕

事で作られており、長文筆記可能で大変

滑らかな書き心地。美しさと実用性を兼

ね備えたガラスペン、是非お試しを！

ポラーノ
茂木を拠点に創作活動をしているアー

ティスト。アクセサリーや絵葉書を制

作したり、紙芝居を作り演じたり、精

霊をまとう作品の制作などで活躍中。

絵本の制作に向けて描きためた絵葉書

サイズの小さな絵、プリントした絵葉

書や小さなアクセサリーを販売。

絵本の原画の展示もあり！

Tea to Te
※3月 31日のみ出店

色鮮やかで明るい気分になれる

スリランカのオーガニックコッ

トンを素材にした、スリランカ

と日本の母親たちがつくりあげ

るオリジナルフェアトレード

グッズを販売！

泉’ s ベーカリー
栃木県産小麦粉のみを使用し、濱田

庄司さんが愛したヨーグルトから起

こした酵母で焼いている、噛めば噛

むほど美味しい、もっちりどっしり

とした生地パン。白いお砂糖を使わ

ない、糖分、油分控えめ

な焼き菓子もどうぞ！

かえる工房
和菓子屋による「七十二候♪和菓子で

感じるねりきり講座」を開催！

お子様でも大丈夫♪

所要時間：30 分（随時受付）　

参加費：800 円

　　　　（練習用＋2つ分お持ち帰り）

定員：6名（同時に体験できる最大人数）

陶工房＋ぐりーんmii
益子で植木鉢をメインに作陶。

マシコミドリ(植木鉢+植物)と、

益子産蜜蝋で作った

蜜蝋バームを販売！

こころDELI
心と体に嬉しいゴハンのこころ DELI 。

こだわりのホットドックとシフォン

ケーキを販売。今日も美味しい！の

笑顔がたくさんみれる

と嬉しい！

授乳・おむつ替えスペース

食堂

応接間

階段

別館
玄関

別館 1階 別館 2階

居間

書斎四畳間

休憩スペース

表玄関六畳間 本館出入口

地下室出入口

台所

女中室

玄関
ホール

応接間

ＷＣ

※本館の一部の下には大谷石造の地下室あり！

庭 園

邸
宅

菓子工房チャイカ
※4月 1日のみ出店

たまに矢中の杜でのみ活動をしてい

る焼き菓子屋。季節の果物や天然の

甘味料を使って、食べてほっこり、

じんわりとするお菓子を販売！

東造園
NPO メンバーでもある谷田部の

植木屋。庭で光（太陽光、月光、

照明）って物凄く重要な要素。

庭園灯は色々販売されているけ

ど、欲しいと思う照明が

ない…ならば自分で作ろ

うと、枕木に穴をあけた

オリジナル庭園灯を販売！

※靴は靴袋に入れて持ち歩いてください！

五畳間

座敷
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