
2 月23日（月）18:30- 
1部 世界の森と東京の森

　　講師：竹本吉輝　（株式会社東京・森と市庭 代表取締役）

2部 森とつながる家具 

　　講師：大島正幸氏　（木工房 ようび 代表取締役）

3部 森の恵みディナー

　　東京の森で採れた食材を使った料理を東京の森のお酒と共に味わいます。

　　※参加費：3,000円（税込） ※定員：40名（要申込）

　　※終了は 20時30分ごろを予定しています。

私たちが暮らす東京のこれからを見つめるお話と、そこで育った木を使った家具

作りのお話。森を良くすることは都心の暮らしが豊かになること。そんなテーマ

を応援してくれる皆さんと、一緒に夜を楽しみましょう！

東京の森で育ったヒノキで作られた、

美しく、生活と心を豊かにするウィン

ザーチェア。木工房ようびが提供する

話題の家具を、直接見て、触れて

いただけます。その他、東京・森と

市庭が提供する木製品などを展示。

2 月21日（土）14:00-16:00
東京の森の木を使い、雛祭りに向けて

「流し雛」の室礼を学びましょう。

）師講礼室 葉りずゆ会究研礼室（ 子づか沢唐：師講

※参加費 : 3,800円（税込） ※定員 : 10名 ）込申要（ 

講師紹介

竹本吉輝（タケモト ヨシテル）　

株式会社東京・森と市庭 代表取締役

1971 年神奈川県生まれ。横浜国立大学国際経済法学研究科修了。外資系会計事務

所、環境コンサルティング会社の設立経営などを経て、2009 年、株式会社トビム

シ設立。10年、ワリバシカンパニー株式会社の設立に参画。13 年、株式会社東京・

森と市庭を設立、代表取締役就任。専門は環境法。国内環境政策立案に多数関与。

同時に、財務会計・金融の知見を加味した環境ビジネスの実際的、多面的展開に

も実績多数。立法（マクロ政策）と起業（ミクロ市場）で双方の現場を知る。

大島正幸（オオシマ マサユキ）　

木工房 ようび 代表取締役

1980年栃木県出身。2002年、金沢工業大学 建築学部卒業。木組み家具製作の工房に、

無給で 2 年間の徒弟制度に入る。2004 年、木組みの技術を学ぶ飛騨高山の家具

メーカーに就職し、家具製作・家具設計に約 4 年半携わる。山と暮らしをつなげる

物作りを目指して、拠点を岡山県西粟倉村という人口 1600 人、村の 95% が森林

という、林業で過去栄えた小さな田舎に移り住み、日々、無垢の木を刻みながら

暮らしの道具を作り続ける。2010 年 7月　「大工家具」（設計：木工房ようび）を

納めたオフィスにて、日経オフィス特別賞を受賞／ 2011年 2 月　「NIPPON MONO ICHI 　第 6 回」株式会社サカモト

とのコラボ商品「ちゃぶだい」で準グランプリ受賞／ 2013年 8月　「福武文化奨励賞」受賞。

東京の約 4割を占める森。都心で暮らす人々にとって欠かせない水も空気も、ここで育ちます。しかしその多くは手入れが必要な人工林。

戦後の木材需要の減少と輸入自由化によって多くの林業家が事業を離れ、間伐などが十分に行われない荒れた森林が増えることになりました。

木が使われないことで森がダメになっていく。都心に暮らす私たちはいま、その事実に向かい合わなくてはなりません。

都心の人々に少しの間そんな気づきをいただこうと、東京の森に拠点を持つ東京・森と市庭（いちば）が企画したのがこのイベントです。

無垢の木が持つ心地よさと生命力は、実際にその空間に立ち、触れることでしか味わえません。代々木上原の CASE galleryにてお待ちしています。

「東京の森展 vol.0」
～今、東京の森で起こっていること。私たちにできること。～

2015.2.21（Sat）-2.28（Sat）at CASE gallery

※2月 14 日 ( 土 ) ～ 20日（金）もプレ展示会としてギャラリーをオープンします。

　

SPECIAL EVENT
東京の森 night

WORKSHOP 　（すべてにお菓子とお飲み物がつきます）

しつらい教室－木で雛祭りを彩る－

2 月25日（水）/27日（金）18:30-（両日とも）
東京の西側に広がる、森の課題を

デザインの力で解決するヒントとは？

講師：西原啓史（株式会社東京・森と市庭 取締役）

※参加費 : 500円（税込） ※定員 : 各回 20名 ）込申要（ 

SEMINAR　（終了後にお飲み物と軽食がつきます）
デザインに活かす！「東京の森事情」セミナー2 月14日（土）-28日（土）

EXHIBITION
木工房ようび TOKYO HINOK I WINDSOR  家具展示

株式会社東京・森と市庭（いちば）　担当：金井

〒185-0034 東京都国分寺市光町 2-1-25

TEL:042-843-0130

info@mori2ichiba.tokyo.jp

会 　 場

CASE gallery

〒151-0065 渋谷区大山町 18-23 

コートアネックス大山町 1F

03-5452-3171 

mail@casedepon.com 

www.casedepon.com

2 月28日（土）14:00-16:00
東京の森の木を使った「KINO つくるキット」

木工用カッターや小刀を使って、好みのかたちの

カトラリーを作りましょう。

）生先るくつONIK irodub社会式株（ 彩本松 :内案ご

※参加費 : 3,000円（税込） ※定員 : 20名 ）込申要（ 

世界でひとつだけのバターナイフをつくろう！

2 月27日（金）
カッティングボード：10:00-12:00
ミニパドル：14:00-16:00
日々の暮らしで使えるカッティングボードや、

お部屋に飾るミニパドルを楽しく作ろう！

）宰主epacstnuoM房工ーヌカ（ 彦邦崎山 :師講

※参加費 : 3,000円（税込） ※定員 : 各回 10名 ）込申要（ 

カッティングボードづくりとミニパドルづくり 

2 月22日（日）
午前の回：10:00-13:00 / 午後の回：14:30-17:30
ウッドカヌー作り体験と「ウッドパドル」の制作を行います。

ウッドパドルはお部屋に飾っても素敵。

講師 : 山崎邦彦 （カヌー工房 Mountscape主宰）

※参加費 : 8,000円（税込） ※定員: 10名 ）込申要（ 

カヌー制作体験とパドルづくり 

2 月 21 日14日-20日 22 日 23 日 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日

14:30

ウッドカヌーと
パドル制作

10:00
ウッドカヌーと
パドル制作

常設展
木工体験

常設展
木工体験

常設展
木工体験

常設展
木工体験

10:00
カッティング
ボードづくり

ミニパドル
制作

バターナイフ
づくり

常設展

しつらい
教室

18:30

14:00

11:00

東京の森
night

常設展 常設展

常設展

常設展
(18:00 まで）

常設展
「東京の
     森事情」
      セミナー

「東京の
     森事情」
      セミナー

19:30 懇親会 懇親会

土 日 月 火 水 木 金 土

23日～26 日は木工体験テーブルを用意しています！
お気軽にお立ち寄りください。（予約不要、有料。17:30 まで）

お 問 合 せ

下記のサイトからお申込みください。

http://mori2ichiba.tokyo.jp/577

お 申 込 み

主催：株式会社東京・森と市庭

　　　小河内振興協議会

後援：有限会社ケース

協力：株式会社 budori

　　　カヌー工房 Mountscape

　　　室礼研究会ゆずり葉

　　　木工房ようび (50音順 )
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2015.2.21（Sat）-2.28（Sat）

森のことを知り、木のぬくもりに触れる 8日間


