
さあ、犬島に行こう！
2019 年 6月 7～9日開催（A：6/7 - 6/9  2 泊 3 日　B：6/8 -  6/9  1 泊 2 日）
瀬戸内海に浮かぶ岡山県の小島「犬島」。
直島や豊島に続いて 2010 年以降、現代アートの島として生まれ変わったこの島に
建築家 妹島和世さんとフードコーディネーターのサトウ・ヒラタ・マリさんとご一緒できる特別プログラムです。

IIDA Japan Chapter 会員限定企画

犬島「家プロジェクト」を手がけた妹島和世さんから
直接、プロジェクトのお話を聞ける “ランチ会” を開催。
この特別プログラムは、妹島さんと親交の深いフードコーディネーターの
サトウ・ヒラタ・マリさんのご紹介で実現しました。

この企画は、現地集合、現地解散になります。
現地までの交通手段については各自にてご手配ください。
また、現地宿泊施設はすでに予約枠を押さえています。参加申込の方にはこちらから部屋割りをお知らせさせて

いただきます。犬島での宿泊代金や施設見学代金は現地決済になります。（現地にて代金を集めさせていただきます）

あらかじめご了承ください。

□参加方法は２つ
Aチーム／犬島見学・ランチ会＋マリ先生の料理教室 参加　6月 7日（金）～9日（日）最大 2泊 3日
Bチーム／犬島見学・ランチ会のみ参加　6月 8日（金）～9日（日）1泊 2日

《犬島「家プロジェクト」・犬島精錬所美術館・犬島くらしの植物園　見学》
3施設を見学します。

《料理教室　6/8 AM　in 岡山市立犬島自然の家》
数年前より IIDAメンバー有志がマリ先生の料理教室に参加してきたことから実現したこの企画。Aチーム 7日から参加の方は、

8日のマリ先生の料理教室も体験できます。岡山駅到着後、食材の買い出しから始まり、ランチ会に向けてマリ先生のご指導のもと、

手作り生地のピザを屋外の釡で焼きます。

《ランチ会　6/8  12:30～　in 犬島くらしの植物園》
妹島さんやサトウ・ヒラタ・マリさんと一緒にお食事をいただきます。

※アレルギーや食事制限のある方は別紙申込書にその食材を記載してください。

　悪天候の場合はイベントの中止、宝伝港・岡山駅で待機の可能性がある事をご容赦ください。
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さあ、犬島に行こう！

■参加締切日：2019 年 5 月 20 日（月）　■申込先（問い合わせ）：info@iida-japan.jp
□参加資格：IIDAメンバー（ご家族、ご友人などの同伴もOKです）
□参加人数予定：20～25 名程度
□参加方法：Aチーム or B チームを選んでください。
□申し込み方法：別紙申込書に各項目を記載してメールにてお申し込みください。
□費用：（必須）ランチ会参加費 1人 15,000 円　鑑賞料（3施設共通）　2,060 円／人　※交通宿泊費別途
（希望者）夕食代 1,500 円／回　朝食代 500 円／回　宿泊施設内の厨房にて有志が調理します。（事前申込制）　
 または島内の飲食店に行くことも可能です。その場合は事前に開店時間等を確認しておいてください。　
※現地での費用に関しては参加人数によっては参加費が減額する可能性があります。21 日以降に最終案内いたします。

□交通手段：各自手配。集合場所には必ず時間厳守で集まってください。
□宿泊先：岡山市立犬島自然の家（旧犬島学園を改装した施設です。林間学校をイメージしておいてください）
  　価格目安：1,440 円／泊～2,550 円／泊（既に部屋は予約済みです。参加者には後日詳細をお知らせします）
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A チーム（料理教室参加組） Bチーム（ランチ会・見学のみ） 時間・アクセス（参考）・その他日程

6月 7日

（金）

6月 8日

（土）

6月 9日

（日）

岡山駅集合（新幹線改札口）
買い出し
定期船乗り場へ移動
犬島へ向け出発
犬島到着
岡山市立犬島自然の家へ

夕食
宿泊：岡山市立犬島自然の家

14:30 集合

17:00 発
17:10 着

19:30 頃

【A】東京ー岡山　のぞみ　107 号  広島行き
10:50 発  14:14 着　片道 16.300 円
買い出し後タクシーで移動
あけぼの丸　宝伝港　発　大人 300 円
犬島港　着

参加者有志で準備　材料費　1,500 円／人　

08:00-9:00
朝食（500 円／人）
09:00-12:00
料理教室（ランチ会メニュー）

12:30～　ランチ会　in 犬島くらしの植物園　（妹島さんも参加）
　　　　　（雨天の場合はホッピーバーにて開催）
　　　  　
15:00～16:30　犬島「家プロジェクト」見学
夕食　島食堂（または　参加者有志で準備　材料費　1,500 円／人）　
宿泊：岡山市立犬島自然の家　または帰京

9:40 集合

09:52 発
10:45 着
11:00 発
11:10 着

12:30～

17:15-17:25
17:45-18-45

19:33-22:53

【B】東京ー岡山　のぞみ　151 号　博多行き
06:06 発　09:23 着
西宝伝直行バス　（両備バス 6/8.9 のみ運行）
片道 750 円
あけぼの丸　宝伝港　発　大人 300 円
犬島港　着

【8日帰京の場合】
犬島港発ー宝伝港着（あけぼの丸）
西宝伝ー JR 岡山駅 臨時直通バス（6/8.9 のみ）
または大型タクシー利用（8-9 人乗り）
岡山駅ー東京駅　のぞみ 58 号　東京行き

岡山駅 -西宝伝直通バス乗り場
岡山駅東口 10 番　集合
バス移動　定期船乗り場へ
西宝伝臨時バス停
犬島へ向け出発
犬島到着

終日自由行動
朝食　各自自由　（または参加者有志で準備　材料費　500 円／人）
犬島精錬所美術館　見学（開館時間　10:00-16:30）
各自フェリー、バスなどの乗り継ぎ時間を考慮して帰宅の途に。
直島や豊島への移動も可能です。
※天候等により定期船やバスの運行が遅れる場合があります。
　新幹線の切符を購入する際は 1～1.5 時間余裕をみておいて下さい。

【犬島ー豊島ー直島　高速旅客船】
10:25 発　13:00 発　15:20 発
【犬島 - 宝伝港行き定期船　あけぼの丸】
08:20 発　11:15 発　13:20 発　14:00 発　他　
宝伝港から岡山駅までの臨時直行バスは
17:45 発の 1本のみになります。それ以外は
バス利用、乗り継ぎ又はタクシーで移動。
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《参考　交通関係資料》
注意事項：
□西宝伝 -西大寺行バスご利用の際、あけぼの丸遅延の場合はバスの乗り遅れの可能性がありますので、
　その際は次のバス又はタクシーをご利用下さい。
　(両備タクシー　086-262-3939　宝伝港 -岡山駅　タクシー来るまでに 20~30 分　移動 1時間　　目安金額 8000 円）
□帰りの新幹線の指定券を取る場合は
　あけぼの丸、バス (西大寺行バス・臨時直通バス共）の遅延時間を考え 1~1.5 時間余裕を持った時刻でお取りください。
□上記の理由等で宝伝港・岡山駅で待機の可能性がある事をご容赦ください。
□台風、強風の場合はあけぼの丸が運休になります。そのような悪天候の場合はイベントは中止となります。
　その可能性がある場合は、前日までに定期船の運行状況を確認してご連絡します。

出典：https://okayama-kanko.net/up_load_files/pamphlet/10_pdf.pdf

出典：https://www.shikokukisen.com/instant/

□岡山駅発ー西宝伝行き臨時直行バス時刻表：http://bit.ly/2DQct44
□西宝伝ー西大寺行きバス時刻表：
　　https://www.ryobi-holdings.jp/bus/master/wp-content/uploads/2017/10/03_22_ushimado_oku_minami.pdf
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さあ、犬島に行こう！　参加申し込みフォーム（申込書）

申込日：2019年　　　月　　　日

■参加締切日：2019年5月16日（木）　■申込先：iinfo@iida-japan.jp
□にレを入れて全ての項目をご記入ください。

□犬島企画　特別プログラムに申し込みます。

参加者氏名
フリガナ
住所 〒

TEL
mail

同伴者名１ TEL 会員・非会員　

フリガナ mail
住所 〒

同伴者名２ TEL 会員・非会員　

フリガナ mail
住所 〒

同伴者名３ TEL 会員・非会員　

フリガナ mail
住所 〒

同伴者名４ TEL 会員・非会員　

フリガナ mail
住所 〒

《参加方法》
□Aチームに参加します（6/7-9 　2泊3日） □Bチームに参加します（6/8-9　1泊2日）
　　お食事（事前申込制） 　　お食事（事前申込制）
　　□6/7（夕）申し込みます  （¥1,500）

　　□6/8（朝）申し込みます    （¥500）

　　□6/8（夕）申し込みます  （¥1,500） 　　□6/8（夕）申し込みます  （¥1,500）

　　□6/9（朝）申し込みます    （¥500） 　　□6/9（朝）申し込みます    （¥500）

備考（食材アレルギー等ある方はご記入ください）

※6/8 ランチ会は参加費に含まれています。


