
渋谷らしい働き方を実践するメン
バー制ワークスペース。

D&DEPARTMENTが運営するカフェレ
ストラン。

d47食堂や COURTでのイベントとも
連動するショップ。

D&DEPARTMENTによる 47都道府県を
テーマとしたミュージアム。

グリーンカーペットが印象的な気持ち
のよい空間のイベントスペース。

2週間単位で入れ替わって展覧会を開
く、3つのギャラリースペース。

小山登美夫ギャラリーがディレクショ
ンする新しいタイプのギャラリー。

日本を代表するクリエイティブの拠点を目指して渋谷ヒカ
リエの8階に誕生したクリエイティブスペース「8/」。多目
的スペース〈COURT〉を中心に、強い意志を持つキーパー
ソンたちが集まって、ショップやギャラリー、シェアオフィ
ス、カフェを運営しています。

FLOOR GUIDE

https://twitter.com/hikarie8 https://www.facebook.com/hikarie8

MONTHLY SCHEDULE 1.1–1.31 2017

1.21（土）
伴一孝　長谷川博之　TOSSセミナー
『教師修業十年』向山洋一（著）

—知られざる向山実践のルーツと「万策尽きるまでやる」教師の執念—

1.22（日）
「スマイルゼミ」体験会

1.31（火）
2017年 美しく豊かに生きるために

—美腸を作る、食事の秘訣セミナー—

1.13（金）–1.15（日）
えどがわ伝統工芸×女子美術大学

—伝統工芸者と女子美生のコラボレーション作品展—

1.28（土）
MOV市—Neighborland 2017—

1.19（木）–1.31（火）
Hikarie Contemporary Art Eye vol.5

—版画表現の豊かな魅力—

1.11（水）–1.17（火） 
ナラティブのナラティブ、アートのアート

—不寛容な時代のわかりあえない
私たちのために—

1.2（月・祝）–1.9（月・祝）
写真展『2017NUDEコラボ　エナジー』

—女優・片山萌美とカメラマン・アンディ チャオ、
奇跡の邂逅—
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1.11（水）–2.6（水）
染谷悠子 展「花のひらく音を聴く」

　12.21（水）–1.9（月・祝） 
岡崎裕子 展「PETAL 花びらの器」

1.10（火）–1.23（月）
d47table 愛媛—「無茶々園」の産直柑橘とジュース—

12.27（火）–1.26（木）
NIPPON VISION MARKET 埼玉—錫光の錫器—

1.20（金）–1.24（火）
香港デザイン PMQポップアップ

1.17（火）–2.15（水）
熊本県水増集落 八天狗定食—期間限定特別メニュー—

1.28（土）
MOV市—Neighborland 2017—

12.26（月）–1.9（月・祝） 
d47table 滋賀

—生水の郷「針江のんきぃふぁーむ」のお米—

12.8（木）–2.12（日） 
47 accessories 2—47都道府県のアクセサリー展—

Sun Sun Sun Sun Sun

 

150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8F

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」15番出口と直結。

 

Tel: 03-6418-4718   Fax: 03-3409-5518　

E-mail: info@hikarie8.com   Url: www.hikarie8.com



www.hikarie8.com

1.13（金） 13:00–20:00　
1.14（土） 11:00–20:00　
1.15（日） 11:00–18:00　 
えどがわ伝統工芸×女子美術大学
—伝統工芸者と女子美生のコラボレーション作品展—　
「美大生の感性」と「伝統工芸者の技」により、現代に適応した新しい

伝統工芸品を生み出すことで、伝統工芸産業の活性化を目指すものです。 

\  入場無料　予約不要

1.21（土） 15:30–17:30　
伴一孝　長谷川博之　TOSSセミナー『教師修業十年』向山洋一（著）
—知られざる向山実践のルーツと「万策尽きるまでやる」教師の執念—　

TOSS教師　伴一孝と長谷川博之が語る、教師の仕事とは何か。日本の

国家の未来は教育にかかっています。日本中の学校の先生に贈る魂の

セミナーです。 要予約（ウェブサイト・メールにて受付：oioitakao@yahoo.co.jp）

1.22（日） 11:00–17:00　
「スマイルゼミ」体験会　通信教育「スマイルゼミ」の体験会を開催し
ます。「スマイルゼミ」はタブレットで学ぶ教材サービスです。英語および

教科書に準拠した算数・国語・社会・理科を楽しく学ぶことで、確かな

学力を定着させます。 \  入場無料　予約不要

1.31（火） 19:00–20:00
2017年 美しく豊かに生きるために—美腸を作る、食事の秘訣セミナー—　

2017年、心穏やかに美しく生きるために必須となる美腸栄養学。腸を

整えるメリットと具体的食材を、日々の食事のアイデアに基づいてご紹介

します。 \  1,000円 要予約（メールにて受付：tokyu-bihug@tkk.tokyu.co.jp）

1.2（月・祝）–1.9（月・祝） 11:00–20:00
写真展『2017NUDEコラボ　エナジー』
—女優・片山萌美とカメラマン・アンディ チャオ、奇跡の邂逅—　
いま最も勢いのある女優・片山萌美と、世界が注目する写真家アンデ

ィ チャオがタッグを組んだ写真集『Rashin-裸芯 -』の発売を記念しての

特別展。 \  入場無料 （最終日は 18:00まで） 

1.11（水）–1.17（火） 11:00–20:00
ナラティブのナラティブ、アートのアート
—不寛容な時代のわかりあえない私たちのために—　
美術におけるナラティブの創造的継承について考える展覧会。気鋭の現

代美術作家と横浜美術大学学生の協働によるインスタレーション作品を

発表します。 \  入場無料 

1.11（水）–1.17（火） 11:00–20:00
Contemporary Art Eye vol.5—版画表現の豊かな魅力—　
日本の美術シーンを新しい視点で切り開くシリーズ。今回は KIDO Press、

エディション・ワークス、板津石版画工房の協力のもと版画の魅力を

お届けします。 \  入場無料

12.21（水）–1.9（月・祝） 11:00–20:00
岡崎裕子 展「PETAL 花びらの器」　
岡崎裕子は 1976年東京都生まれ。柔らかな白釉に施されたレリーフを

特徴とし、日常の生活に馴染みつつも優美でモダンな陶芸作品を制作し

ています。 \  入場無料 （1/1は休業） 

1.11（水）–2.6（水） 11:00–20:00
染谷悠子 展「花のひらく音を聴く」　
岡崎裕子は1976年東京都生まれ。柔らかな白釉に施されたレリーフを特

徴とし、日常の生活に馴染みつつも優美でモダンな陶芸作品を制作して

います。 \  入場無料

12.8（木）–2.12（日） 11:00–20:00
47 accessories 2—47都道府県のアクセサリー展—　
地域に根付く技術や素材の魅力を活かし、今の暮らしに合わせて進化

を続ける 47つのアクセサリーを展示・販売します。会期中はワーク

ショップや受注会も行います。 \  入場無料（入場は 19:30まで・1/1は休業） 

12.26（月）–1.9（月・祝） 11:00–20:00
d47table 滋賀—生水の郷「針江のんきぃふぁーむ」のお米—　

600年以上続く水路が広がる生水（しょうず）の郷で、若 し々い感性で古

くからある米の魅力を伝える針江のんきぃふぁーむ。今年の新米や、古

代米、古代米のお餅などを紹介します。 （最終日は 17:00まで・1/1は休業）

12.27（火）–1.26（木） 11:00–20:00
NIPPON VISION MARKET 埼玉—錫光の錫器—　
錫光は 1987年から伝統的な製法にこだわりながら、ロクロ挽きで酒器・

茶器等の錫製品を作る工房です。使う度に味わい深くなる錫製品を紹介

します。 （最終日は 17:00まで・1/1は休業）

1.10（火）–1.23（月） 11:00–20:00
d47table 愛媛—「無茶々園」の産直柑橘とジュース—　
農薬や化学肥料に頼らない柑橘栽培を中心に、自然環境を守り様々な作

物を育てる無茶々園。1月が旬のポンカン、伊予柑、レモンは産地直送。

ジュースは「温州みかん」など５種を紹介します。 （最終日は 17:00まで）

1.17（火）–2.15（水） 11:30–23:00
熊本県水増集落 八天狗定食—期間限定特別メニュー—　
自然あふれる水増（みずまさり）の在来種大豆「八天狗」が主役の定食。

納豆を始め、地元野菜の味噌和え、熊本の郷土料理である坐禅豆、ハレ

の日に楽しまれる鶏汁などが並びます。 （ラストオーダー 22:00／ティー

タイムの 14:30-18:00を除く）

1.20（金）–1.24（火） 11:00–20:00 @aiiima 1，2
香港デザインPMQポップアップ　
香港の最先端クリエイティブハブとして注目を集める "PMQ"。文化複合

施設でもある同地を拠点とする新進デザイナーらの新作展示会を日本初

開催します。 \  入場無料　予約不要

1.28（土） 13:00–19:00 @Open Lounge＆COURT
MOV市—Neighborland 2017—　
コワーキングスペースMOVの仕事見本市。ワークショップ、フォト

スタジオ、スタイリングレッスン等。多様な働き方の祭典です。COURT

と同時開催。 \  入場無料　予約不要

1.1–1.31 2017


