
かけがわ茶エンナーレ

2022.11.19

～はじまりのはじまりフェス～
「かけがわ茶エンナーレ2 0 2 4 」に向け始動

雨天
中止

2024

土 日.20

イベント問合せ先

◎主催：かけがわ茶エンナーレ実行委員会、掛川市
掛川市役所 文化・スポーツ振興課 
TEL.0537-21-1126

イベントの
最新情報は
こちらを
CHECK!

かけがわ茶エンナーレ 検索〒436-8650 静岡県掛川市長谷1-1-1

茶エンナーレバージョン

[料金]1セット1,000円

無料開放（入館無料）

限定100セット

※使用写真は全てイメージです

11月19日（土曜日）開催イベント 11月20日（日曜日）開催イベント

11月19日（土曜日）・20日（日曜日）開催イベント

スカイランタンづくり
［会場］ ワークショップ 13:00～、打上げ17:00～三の丸広場

スカイランタンに絵を描いて
夜空に飛ばそう

時間

スカイランタンの紙の部分に好きな絵や
言葉を描くワークショップを行います。
自分だけのスカイランタンが出来上がっ
たら夜空に打上げます。たくさんのスカイ
ランタンがふわふわと浮く様子はとても
幻想的です。

お茶いれ体験
［会場］ 13:00～16:30三の丸広場

最高級茶「天葉」の
お茶いれ体験

時間

選び抜かれた特別なお茶、最高級深蒸し
掛川茶「天葉（あまね）」を自分でいれて飲
んでみよう。
掛川リブランディングプロジェクト「お茶と
暮らし」のパネル展示もあるよ。

プロジェクションマッピング
［会場］ 17:30～19:30、1回50人×10回 [入替制]掛川城御殿

歴史物語をテーマにした
作品を披露

時間

掛川西高・掛川工業高生制作のプロジェ
クションマッピング作品を掛川城御殿の
障子に外側から投影、御殿内から観覧い
ただけます。
約10分間の映像作品を入替制にて、繰返
し上映いたします。

アートトンネル
［会場］二の丸広場

掛川東高生と描いた「掛川」が
再び登場
掛川城石垣工事のために設営された特設
通路に掛川東高等学校美術部とストリー
トアーティストjiroとの共作により華やか
な絵を描きました。その通路を二の丸広場
に移設し、アートトンネルとして新たな作
品に生まれ変わりました。

GO GO！ 屋台号 by アトリエTRUCK

［会場］三の丸広場～掛川駅

茶エンナーレ2020+1
作品が登場！
茶エンナーレ2020＋1出展作品「アトリ
エTRUCK２屋台号」が、はじまりのはじま
りフェスバージョンにおめかしをして、三の
丸広場から駅前を練り歩きます。
出会えたら、良いことがあるかも！？

淹茶パフォーマンス
［会場］ 11:00～12:00、14:00～15:00三の丸広場

新しいお茶の楽しみを
体験してみませんか

時間

昨年、お茶を淹れるプロのチャンピオン
シップ「淹茶選手権」で観客賞を受賞した
神崎悠輔氏による煎茶を淹れるパフォー
マンス＆呈茶。茶道や煎茶道とは違うお茶
の体験をお楽しみください。

「LovePiano 」を弾こう♪
［会場］ 11：30～15：50、ミニ演奏会11:30～ステンドグラス美術館

１日だけの
ストリートピアノが登場

時間

ステンドグラス美術館に1日限定でヤマハの
ストリートピアノ「Love Piano  」4号機が登
場します。当日はステンドグラス美術館を無
料開放します。ピアニストによるミニ演奏会と
ステンドグラスの作品に囲まれた素敵な空間
でストリートピアノを弾いてみませんか？

ダンス時代劇 「西郷の局」
［会場］ [１回目]14:00～、[２回目]16:30～三の丸広場

徳川家康に最も愛された
「西郷の局」の物語

時間

ダンス時代劇「西郷の局」～家康を魅了し
たお愛さま～の舞台の中から数曲をお披
露目します。
募集で集まった小学１年生から65歳まで
の12名の参加者がダンサーとして舞台に
挑戦します。

茶エンナーレ「カタリバ」・プロジェクトリーダー座談会
［会場］ 19日 13:00～16:00、20日 10:00～15:00、座談会15:00～16:00三の丸広場 時間

かけがわ茶エンナーレスタッフと「アート」、「お茶」、「まち」のこと、いろいろお話しませんか。
ゲストもお呼びして楽しいひと時を過ごしましょう。

R
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協力（株）ヤマハミュージックジャパン



新型コロナウイルス 感染拡大防止へのご協力をお願いします
感染力が強い変異株にも、基本的な感染予防策が有効です。「マスクの着用」 「手洗い・手指消毒」

「3密（密接・密集・密閉）回避」などを徹底してください。

いつでも
マスク!

目指そう
ゼロ密!

こまめにしよう
手洗い・手指消毒!

時間無料社会実験2川大手門駐車場掛

令和
4年 10月15日土～12月18日日
［時間］期間中の午前9時から午後7時まで

※使用写真は全てイメージです

○c 掛川市

※小学生以下のお子様対象
　無くなり次第終了

茶のみや
きんじろう

［料金］ 一般500円、中学生まで無料

応募は締切ました

こちらを
チェック!

掛川城天守閣などの
修復工事を実施しています。

工事と入場規制のお知らせ

詳細は
こちらを
チェック!

ナイトミュージアム
［会場］ 19（土） 17：00～21：00 ［最終入館20：30］ステンドグラス美術館

お問合せ先 ステンドグラス美術館 TEL0537-29-5680

こちらを
チェック!

ステンドグラス作品を
夜間も楽しめる特別な日

日時

掛川市ステンドグラス美術館ではナ
イトミュージアムを開催。幻想的な光
に包まれる夜の美術館を鑑賞してみ
ませんか。

掛川プロギング
［集合］ 19（土） 9：00～10：00三の丸広場

お問合せ先「静岡を足元から変える」プロギング静岡 TEL.090-9336-0886

こちらを
チェック!

静岡を足元から変える。
出来ることから始めよう。

日時

「ゴミ拾い×ジョギング」を組み合わせ
たスポーツ「プロギング」を開催。心も
体も健康になり、交流をしながら続け
られるスポーツです。

お問合せ先 掛川市文化・スポーツ振興課 TEL.0537-21-1126

龍華院大猷院霊屋 再建200周年記念特別公開
［会場］ 19（土）10：00～15：00、掛川古城解説11：00～、14：00～龍華院

お問合せ先 掛川市文化・スポーツ振興課 TEL.0537-21-1158

こちらを
チェック!

普段見られない霊屋の
内部を特別公開いたします

日時

静岡県指定建造物 龍華院大猷院霊
屋の特別公開および三代将軍徳川家
光の霊牌の御開帳を行います。また掛
川古城について現地解説を行います。

掛川城天守閣修復工事現場見学会
［会場］ 19(土)・20(日)１回目 10:00～、２回目 14:00～掛川城

お問合せ先 掛川市文化・スポーツ振興課 TEL.0537-21-1126

こちらを
チェック!

今しか見られない掛川城の
修復現場をご覧ください。

日時

修復工事が行われている掛川城天守
閣。漆喰壁の塗り直しと高欄・廻縁の
修復工事をご覧いただけます。
※現在募集は締め切っております。

かけがわ「けっトラ市」
［会場］ 19（土） 9：00～12：00駅通り

お問合せ先 かけがわ街づくり株式会社 TEL.0537-61-1151

こちらを
チェック!

駅通りにちょっと
イイものが並びます

日時

生産者・出店者が軽トラックの荷台を
店にして、新鮮な野菜など様々な商品
を販売します。みなさんぜひ遊びに来
てくださいね。

修復工事の詳細は
掛川市ホーム
ページで
ご確認ください。

WC

WC
大日本報徳社

こだわりっぱ

↓駅通り

ステンドグラス
美術館二の丸美術館

中央
図書館

第一小

遠州掛川鎧屋
大手門

P 大手門駐車場

掛川城
公園
駐車場

P
掛川城御殿

二の丸
広場

掛川城

三の丸広場

龍華院

逆川

かけがわ

会 場
案内図

2024

・お茶いれ体験
・スカイランタンづくり
・ダンス時代劇 「西郷の局」
・淹茶パフォーマンス
・茶エンナーレ「カタリバ」
・プロジェクトリーダー座談会
・GO GO！ 屋台号
・臨時観光案内処
・駄菓子やっこ
・掛川市森林組合

掛川プロギング

・プロジェクションマッピング
・VR体験ツアー

アートトンネル

200周年
記念
特別公開 スケッチブック&

クレパス
プレゼント

掛川城天守閣
修復工事現場
見学会

2時間無料
社会実験かけがわ

「けっトラ市」

・ナイトミュージアム
・Love Piano を弾こう♪

茶エンナーレ
～はじまりのはじまりフェス～

臨時観光案内処
市内の観光スポットやグルメ情報などを詳しく分かり易くご案内いたします。

駄菓子やっこ
［会場］ 19(土)13:00～16:00、20(日)10：00～16：00三の丸広場 時間［会場］ 19(土)13:00～17:00、20(日)10：00～16：00三の丸広場 時間

けっトラ市でもおなじみの駄菓子屋さんが臨時出店します。お楽しみに！

天守閣修復現場VR体験ツアー
［会場］ 19(土)13:00～17:00掛川城御殿 時間

同日開催中の工事見学ツアーをＶＲゴーグルをつけて疑似体験できます。シャチホコのデジタル展示もあります。
掛川市森林組合 森のワークショップ
［会場］ 20（日） 10:00～16:00三の丸広場 時間

「お箸作り500円」&「森のえんぴつ作り100円」のワークショップを開催します。

りゅう いんげ

おたま や
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臨時観光案内処に
声をかけてね。

りゅう げ いんたい ゆういんおたまや

20日（日）
限定


