
2019 年の田んぼアートは、『古き良き日本を知る』プロジェクト。
「田んぼアート」とは、色とりどりの稲を使って水田に絵を描き出すアートです。2015 年に山武市で始まったこのプロジェクトも
5年目に入りました。今年のデザインは「ねずみの嫁入り」をテーマにしました。また、国際交流の一つとして、
台湾の大学生に日本を連想するデザインテーマとして富士山を考えてもらいました。今回は実際に田んぼで結婚式を挙げます。
子供から大人までが楽しめる参加型・体験型の交流イベントとなります。地元の恵みをふんだんに盛り込んだお昼ご飯をご一緒しましょう。

The 2019 Tambo (Rice Field) Art is a Project to Learn about Good Old Japan
Rice Field art is the art of drawing pictures in paddy field using colorful rice. The project, which started in Sammu City since 2015 is in its fifth year.

This year’ s design theme is japanese folk tale, the wedding of mice. As an international exchange program, Taiwanese student drew the picture of

Mount Fuji, which you can see above. This year, we will have a wedding ceremony in the rice field. This event is participatory and experience type, and

it can be enjoyed anyone from a children to adults. Let’ s have a meal with lots of local blessings!

手鎌で刈り取り、色を束ねる。
実りの秋、一年をしめくくるイベント。

10:00～15:00  ( 受付  9:30 より )

さんむ田んぼアート 
PROJECT 
2018
　

　まずは植えなきゃ始まらない！
　泥の感触も楽しみながら手で植えよう。

10:00～15:00  ( 受付 9:30 より )　

6/1
SAT

はじめる田植え      
The planting 9/28

SAT

いろいろ稲刈り
The harvesting

めでる田んぼ鑑賞祭
7/27

  https://instagram.com/sammu_tanbo

SAT　　　　　　　　　　　　　
                                                                 浮き上がった絵をみんなで鑑賞しよう !

Ｗatching Festival

さんむ田んぼアート 2019
　　　　＠道の駅オライはすぬま

10:00～15:00　予約不要

主催　千葉商科大学人間社会学部 , さんむ田んぼアート PROJECT
　　　道の駅オライはすぬま
共催　蓮沼交流センター
    

           
         http://tamboartsys.wix.com/sammu
         https://www.facebook.com/cuctambo

                         
          https://twitter.com/sammu_tanbo

～情報発信～



交通のご案内
電車：千葉駅→総武本線松尾駅→タクシー 10 分

車：圏央道　松尾横芝 IC から右折直進 10km（約20分）

バス：成田空港（第２旅客ターミナル）→空港シャトルバス

　　　→蓮沼中央・オライはすぬま前下車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Access
By train: Get off at JR Matsuo station. From there,

it takes 10 minutes to arrive the site by Taxi.

By car: Get on Ken-O Expressway and get off at Matsuo-yokoshiba IC. 

It takes around 20 minutes to the site.

By bus: Take Narita Airport shuttle bus bound for Yokoshiba Yaka ta beach

from the Terminal 2, and get off at Hasunuma-chuo・Orai-hasunuma-mae 
bus top rig                                     ht in front of the site.

 

　　

イベントのご案内
・田植え , 稲刈り参加費：事前申込 : 各イベント￥3,000 ( おとな )/ ￥1,500（小学生以下）
　　　　　　　　　　　  当日申込 : 各イベント￥3,500 ( おとな ) /￥2,000（小学生以下）　　*昼食代・レジャー保険代を含みます。
・支払方法：お申込み後、メールにて銀行振込先をお送りします。（振込手数料はご負担下さい）
・キャンセルポリシー：イベント開催 3日前の 17：00 までにお申し出があった場合はキャンセル手続きを承り、
   手数料を差し引いた額を返金します。それ以降のキャンセルにつきましてはお受けできかねます。
・雨天時：翌日に延期します。荒天が見込まれる場合は事前に中止判断の可能性があります。
・写真使用について：イベント中、会場で撮影した写真や動画をWebの制作物等に使用したり、メディア取材時に提供する場合があります。
   予めご了承ください。

 Event Information

・Fees:Pre-registration for each adult \3,000 and Child \1,500（Below  13 years old）
   Registration on-site for adult \3,500 and Child  \2,000（Below 13 years old）  
                                                                    *Lunch and insurance included
・We will send you a bank transfer address by email after applying.
    ・Cancellation Policy: Cancellation made 3days in advance of the event day before 17:00,will  
     receive a 100% refund.  To the cancellation made within 3days do not offer refunds.

   .・In cace of rain : We will postpone the event to the next day. 
    Still,there is a possibility of cancellation if stormy weather is expected.    
・ Please note that photographs and /or video will be taken at the event day.
    This might include the social media, press and  funding applications. 
    If you do not wish to be photographed please inform an event organizer.    

 
 

  
お申し込み方法
イベントへの参加をご希望の方は、Ｗeb、メール、FAX 等で申し込みください。

その際に参加者全員の氏名、生年月日、住所、電話番号をお知らせください。　　

 How to Sign-up 
Apply via web,mail or fax. Please let me know,your name,data of birth,
address and phone number.

 

 　

　　　http://tamboartsys.wix.com/sammu

 tamboartsys@gmail.com

         047-373-9944
( 千葉商科大学　学部事務課 )

ご質問 /Question
tamboartsys@gmail.com

Fax:
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