
特別企画展　gallery @ shop　3/3-4   10:00 ～ 16:00

AMR  DANCE  SHOW @ 劇場　 3/4    12:30 ～ 14:00

Family sports @ arena    　　3/3-4     9:00 ～ 17:00

Art  Market  Renaissa 2018　3/3-4   10:00 ～ 16:00

● アリーナ　無料開放

アーティストによるマーケット　

Program

● 劇場　入場無料（13:00 以降の出入り禁止）　　

12:30　　開場

13:00　　DANCE  SHOW  CASE

13:30　　SPECIAL  COLLABORATION
　　　　　　－DJ  KOH  ×  MANA  feat  NAGATO  DANCERS －

13:40　　EXHIBITION  DANCE  BATTLE
                      －DANCER / TONO and more－

14:00　　終演

－  DJ  KOH  －  

2018. 3/3-4（土 . 日）

＃01

＃02

＃03

＃04

県内有数のお店が 2日限定で gallery に登場

003　　JIBITA

萩市　（3/3-4）
アートギャラリー･器

002　　花デザイン由樹

長門市　（3/3-4）
プリザードフラワー･花

001　　自由創作いとう

山口市　（3/3-4）
ガラス･木工･布小物･織物･焼き菓子

004　　Re  birth

山口市　（3/3-4）
ファション･服

005　　clamp

山口市　（3/3-4）
リノベーション･家具

親子で楽しむスポーツ競技
　　　　　種目：ミニテニス . バドミントン . 卓球
　　　　　内容： 道具とコートを１時間無料貸出
　　　　　　※ 屋内シューズをご持参下さい

トレーニング教室（要事前申込）
3/3　10:00 ～ 12:00

ルネッサながと　年に一度のおまつり企画　４つのエリアで一日お楽しみ下さい

お問い合わせ先 /ルネッサながと ☎0837-26-6001

主催●公益財団法人長門市文化振興財団　　協力●Art  market  Renaissa 実行委員会　　後援●山口県、山口県教育委員会、長門市、長門市教育委員会、山口県文化連盟、長門文化協会

－  DJ  NOBI  －  

● 文化情報ギャラリー　　入場無料

2003 年、都内で DJ として活動す
る。2013 年に萩に帰郷し、山口
県でのオーガナイズDJ を始動。
故郷と音楽の距離感を縮めるため
に、現在も様々な企画で活動中。

2002 年、都内でオーガナイズとDJ を開始．2005 年には NHK教育チャンネルの韓国語講座に一年
間レギュラーコーナー出演。県内外のDANCE 及びMC BATTLE DJ のパイオニア的存在。2013 年に
は世界一売れている JAZZ HIPHOP  コンピレーションシリーズ IN YA MELLOW TONE vol.10.5 の
TSUTAYA 専用ノベルティーMIX を担当。2015 年にはラップフリースタイルバトルの金字塔UMB
の全国大会で BATTLE  DJ として出演（DVD UMB2015 収録）。現在は作曲にも力をいれている。

《 atelier b. 》  アトリエ・ビーと描いてアトリエ・ビートと読む。山口中部西部出身のDJ NOBI / KOH による「山口にあう音楽」を求道するユニット。
　　　　　　素晴らしいロケーションだけでなく、そこでこそ映える音を研究中。このユニットは AMRとの関わりの中で誕生した。

サンクスまつり

※詳しくは裏面をご覧下さい

HANAdesignYUKI

展示・販売・ワークショップ

● エントランス、軽運動室

Music produce / DJ  KOH
Dance  produce / MANA
出演：長門ストリートダンス愛好会



萩市　③

くらぬき　しん miya

山口市　③ 長門市　③

羊毛フェルトぽらりす

AWA  World

萩市　③④ 長門市　③④

Hands  Cafe yumi

美祢市　③④ 山口市　③④

舛井美佐枝

haseko

うきは市　③④ 山口市　③④

南来琉 ムクロジ木器

下関市　③④ 萩市　③④

なにかひとつのからだかざり

きのこや

山口市　③④ 福岡市　③④

平野隆司 goutte＋lette

下関市　③④ 長門市　③④

テづくりん //ape

工房 calm

下関市　③④ 萩市　③④

こまめ小町 P’ s  beads

長門市　③④ 山口市　③④

晴れ時々らくだ

國本ゆうじ

萩市　③④ 長門市　③④

Hanru 純夢

長門市　③④ 長門市　③④

tawarayama  yoga

イソベ　キョウジ

長門市　④ 萩市　④

佐伯良樹 Haikara

周南市　④

村田裕子

萩市　③④ 山口市　③④

aYa 工房 大佐

下関市　③④

久留米市　③④

c/piece カービングMarai

長門市　③④ 下関市　③④

DECO♥DECO PinkRose 藤永美乃里

下関市　③④

萩市　③④

松永英治 Leather Work♯23 ノノカ

下関市　③④ 萩市　③④

RISARISA～魔法の技術者～ 菊マル Sun

萩市　③④

山口市　③④

kira  bloom ガラス工房○

岩国市　③④ 萩市　③④

Relache 作花靖之

下関市　③④

萩市　③④

伊藤眞波 伊藤太一

山口市　③④ 山口市　③④

臼杵万理実 マカロンうさぎ

萩市　③④

萩市　③④

風詩乃 藤本高志

山口市　③④ 長門市　③④

qoo-cotton 旅する羊毛

山口市　③④ 山口市　③④

佐伯和章

Yoshi

下関市　③④ 尾道市　③④

岡嶋晶子 けものみち PROJECT

長門市　③④

津田農園

長門市　③ 長門市　④

COFFEE&ROASTER  YAMA Brasserie Lab

萩市　④ 萩市　④

yuQuri

ツムグお台所

萩市　③④ 山口市　③④

ÉPICERIE　TORY ハッコニブンノイチ  ８  １/２

萩市　③④ 萩市　③④

patra cafe

工房　木象庵

萩市　③④

周南市　④

SONA

田村覚志

萩市　③④ 宇部市　③④

N-lighter

Petit  lab  Bakery

美祢市　③ 山口市　③

YorozuFarm Zucca

山口市　③ 長門市　③

あいころりん

BEE  COFFEE

下関市　③④ 山口市　③④

OliveOil&Cafe  CHIACCHIERA

HANAKAGE  CAFE  Bouquet

山口市　③④

阿武町　③④

阿武の鶴酒造

中﨑郁子

山口市　③
手作り雑貨 ポストカード くるみぼたん 羊毛フェルトワークショップ fiberglass ポストカード オリジナル帯･ワンピース

クラフトバンドバッグ ジュエリーバック･アクセサリー 編み物･レジンアクセサリー 創作一閑ばり スクラップッブッキング 植物雑貨 絵･アクセサリー

銀･真鍮アクセサリー 刺繍･布小物 陶器 木製品 手編み帽子とバック カービングアート デコレーション作品 陶器＆小物

革細工 子供服･大人服 色鉛筆画 樹脂粘度 (CLAY) 雑貨 ハーバリウム販売･ワークショップ アクセサリー アロマハンドタッチ サンキャッチャー･レジンアクセサリー

ハンドメイド雑貨 木製家具･小物 手編み作品 ハンドメイドアクセサリー 水彩イラスト 色ガラス作品 ハーバリウム･ワックスバー 陶器

陶磁器 陶芸オブジェ 布小物・ハーバリウム 和小物 ヨガ 吹きガラス 絵画･ポストカード 粘土作品

ポストカード･写真 オリジナルカスタム自転車 ハンドメイド小物 羊毛造形 アクセサリー（彫金） 木製家具･小物

ドライフラワースワッグ

線描画 Candle

マジック･バルーン 絵画 ジビエ雑貨

下請酒場 BARフジヤマ

阿武町　③④

萩市　③

La  Ceiba

パン･焼き菓子 サラダ･スムージー 弁当･焼き菓子 カレーライス

二十世紀梨 100％ジュース 自家焙煎コーヒー むつみ豚カツサンド パン･焼き菓子 自家焙煎珈琲 ランプレドットのパニーノ

グラスワイン

日本酒

カレーライス･おにぎり タルト･カヌレ イスラエルサンドイッチ 自家製果実シロップジュース ウイスキー･ソフトドリンク

ランチ･ケーキ

artists

出店日　③ →３日

　　　　④ →４日

　  ③④ →３､４日

food

出店日　③ →３日

　　　　④ →４日

　  ③④ →３､４日

AM10:00～PM16:00

AM10:00～PM16:00


