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※どちらの会場も駐車場はありません。
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本屋がなくなったら、困る
じゃないか       鎌倉ぐびぐび会議
出演：末崎光裕（西日本新聞社出版部）
         藤村興晴（忘羊社代表）
日時：10月 8日（土）14時半～ 16時

昨年、福岡でのイベント「ブックオカ」にて、書店、
出版社、取次で働く 12 人が 2 日間、計 11 時
間にわたって熱くみっちりと語り合う「車座
トーク」が行われました。そこで進行役を務め
たおふたりが鎌倉に登場！　聴衆の皆さんとぐ
びぐびしながら、本と本屋の未来について語り
合っていただきます。質問、提言、横槍、大歓迎。
推奨テキストは、西日本新聞社刊『本屋がなく
なったら、困るじゃないか  ブックオカ編』です。

　末崎光裕（すえざき・みつひろ）
1971年福岡県生まれ。タウン誌編集部、フリー
での書籍編集、デザインを経て、11年より現職。
これまでに『ペコロスの母に会いに行く』、『戦
争とおはぎとグリンピース』、『雲のうえ　一号
から五号』、『カンカンバッチ』などを手掛けた。

　藤村興晴（ふじむら・おきはる）
1974 年兵庫県生まれ。福岡の出版社「石風社」
を経て、13年に忘羊社（ぼうようしゃ）を設立する。
忘羊社の主な本に、『ボクシングと大東亜～東
洋選手権と戦後アジア外交』、写真集『世間』、
『「織部好み」の謎を解く』など。

第 6回

場所：由比ガ浜公会堂　　開場：14時
入場料：各回 1000円　　定員：各回 50名

著者自身による造本

出演：平出隆（詩人）・郡淳一郎（オルタナ編集者）
　　 ・扉野良人（文筆家）
日時：10月 9日（日）14時半～ 16時

第 1 回から続く平出隆さんのトーク。昨年おこ
なった郡淳一郎さんとの対談「本の美しさとは
なにか」を受け、郡さん、そしてさまざまな詩
書に詳しい扉野良人さんをお迎えして、本その
ものへと再び目を向け直してみたいと思いま
す。平出さんがこれまでに手がけた造本の細部
に目を凝らしつつ、著作家たちが自らおこなっ
た装幀・造本の他の例も辿ります。

　平出隆 （ひらいで・たかし）
1950 年福岡県生まれ。詩人、作家、多摩美術
大学教授。〈via wwalnuts 叢書〉〈crystal cage
叢書〉など独自の出版プロジェクトをもつ。美
術家との著作、詩書の装幀の仕事も多い。
　郡淳一郎（こおり・じゅんいちろう）
1966 年生まれ。雑誌『ユリイカ』（1997-98年、
2002-06 年）、矢川澄子『いづくへか』（筑摩書
房）、高橋信行編『足穂拾遺物語』（青土社）な
どを編集。
　扉野良人（とびらの・よしひと）
1971年、京都市生まれ。プライベートプレス「り
いぶる・とふん」主宰。エッセイ、詩などをリ
トル・マガジンを中心に寄稿。著書に『ボマル
ツォのどんぐり』（晶文社）など。僧侶でもある。

★

garden & spaceくるくる
JR・江ノ電「鎌倉駅」西口から徒歩 10分。
江ノ電「和田塚駅」から徒歩 3分。
駐車場横の細い道を入り、踏切手前左手。

鎌倉市由比ガ浜 2-7-12
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＊ブックフェスタ会場＊

＊トークイベント会場＊

かまくらブックフェスタ  ホームページ　http://www.minatonohito.jp/kamakurabf/

こだわりの本を手がける出版社
や出版者が展示販売をおこな
う、本好きのための本のお祭り。
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ECRIT（エクリ）

北と南とヒロイヨミ

群像社

里山社＋編集室屋上

夏葉社

西日本新聞社出版部＋忘羊社

羽鳥書店

ブックスモブロ

編集工房ノア＋ぽかん編集室

りいぶる・とふん

港の人

MODERATO ROASTING 　
COFFEE

トークイベント参加ご希望のかたは、
電話かファックス、メールにて
港の人へご予約くださるか、
たらば書房（鎌倉駅西口）、松林堂書店（鎌倉駅東口）
ブックスモブロ（鎌倉市大町）
にてチケットをお買い求めください。

主催・問い合せ先
港の人
〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜 3-11-49
tel 0467-60-1374　fax 0467-60-1375
mail kamakura@minatonohito.jp



編集工房ノア＋ぽかん編集室
「編集工房ノア」は大阪にある出版社です。富士
正晴、天野忠、山田稔、杉山平一、足立巻一などの
著作を出版しています。「ぽかん」は、編集発行
人が読みたい文章を並べただけの気まぐれ冊子で
す。「編集工房ノア」の出版物と「ぽかん」のバック
ナンバーを販売します。古本も販売するかも、です。

りいぶる・とふん
祖父がテアトロ・トフンというアマチュア劇団を
率いていました。「とふん」とは、その祖父の劇
団名にちなんでいます。そして祖父の劇団がアマ
チュアだったということにおいて我がとふんもア
マチュア出版という気構えがあります。アマチュ
アがかならずしもプロを目指さず、そのアマチュ
アの本分を深め、なおかつ専門分野が及びもつか
ない仕事の可能性を秘める。そう考える先に、企
画・編集・デザインを一如とするエディトリアル・
デザインの可能性として「より以上のアマチュア」
を目指したいです。

港の人
鎌倉に誕生して 19 年目の出版社です。少部数の
詩集、歌集、句集はじめ、文芸書や鎌倉関係の本、
新刊、そして在庫僅少本も並べてお待ちしていま
す。港の人の本づくりを、手と目で味わって下さい。

MODERATO ROASTING COFFEE
鎌倉由比ガ浜通りの中ほどに位置するランドマー
ク鎌倉彫寸松堂、そのすぐ並びに当店を 2014
年 2 月に OPEN しました。自家焙煎コーヒー販
売を中心にカフェでは季節ごと様々なスイーツ等
ご用意しております。常時 6～ 8 種の焙煎コー
ヒー豆販売とイートインカフェがご利用いただけ
ます。また飲食店様用に焙煎豆卸販売を行ってお
ります、ぜひご活用ください。当日は、コーヒー
のほか、ケーキなどのお菓子を数種、サンドイッ
チまたはハンバーガーなどお出しする予定です。

夏葉社
2009年創業の吉祥寺の出版社。社員はひとり。「何
度も読み返せる本」をモットーに、渋くて、地味で、
美しい本を、つくっていきたいと思っています。『ガ
ケ書房の頃』（山下賢二著）、『かわいい夫』（山崎
ナオコーラ著）、『移動図書館ひまわり号』（前川恒
雄著）が、最近つくった本です。ぜひお立ち寄り
くださいませ。

西日本新聞社出版部＋忘羊社
西は九州・福岡からやってきた編集者2人組です。
7 月に刊行した『本屋がなくなったら、困るじゃ
ないか  ～11時間ぐびぐび会議』（西日本新聞社）
は、われわれ有志で立ち上げた福岡の本のお祭り
「ブックオカ」の、10 周年を機に行ったトーク
をまとめたもの。地方にいるとより具体的に感じ
る＆迫る、本と本屋の未来の壁。つくること、売
ること、運ぶこと、地方で本を編むことなど、「こ
れからの話」をしましょう！

羽鳥書店
美術書・法律書・人文書を中心にずっと読み継が
れる本を作っていきたいと思っています。また、
内容だけでなく、紙・印刷・造本・装丁にもこだわっ
て、いつまでも手元に置いておきたくなるように
丁寧に本づくりをしています。ぜひ手に取って羽
鳥書店の本の魅力を楽しんでください。

ブックスモブロ
鎌倉は大町にて古書店を営んでいるブックスモブ
ロです。今年の 9月で丸 5年が経ちました。今年
も「ブックフェスタ」に参加させていただき、た
くさんの方との出会いを今から楽しみにしていま
す。出展者では唯一の古書店ですので、お探しの
本は見つからないかもしれませんが、思いがけない
1 冊に出会えるかもしれません。2012 年から開
催している「ブックカーニバル in カマクラ」も、興
味がございましたらお気軽にお声掛けください。

赤々舎
2006 年に姫野希美が後先を顧みずに立ち上げて
から 11 年目です。写真集と現代アートを中心に
150 冊余を刊行。いま生きている人と本を作り
たい、という思いを抱きながら、中でも写真とアー
トは混沌とした生々しいエネルギーが魅力で、い
つも圧倒されています。直感的で野生的である
「赤」を身の内に巡らせ、社会といかに深く関わっ
ていけるか .. 大きな問いの器として一冊一冊の本
があることを願っています。

via wwalnuts 社
平出隆による書簡としての本《via wwalnuts 叢
書》は、切手も消印も宛名も、汚れもへたりも雨
滴も、デザインの大事な一部。会場では架空の郵
便局としてご注文をお受けし、後日、ホンモノの
郵便でお届けします。多摩美術大学芸術学科「書
物設計」ゼミの学生も参加し、日頃の制作物を披
露します。トロントで同時期に開催される
《Takashi Hiraide Postal Book Design 展》と
呼応しての企画も加わりそうです。

牛若丸
そこにあるだけで存在感を感じる、そんな本を喩
えて「本は明るい玩具である」をモットーに、「読
んで、見て、触って」楽しい本づくりをめざして
います。

E C R I T  エクリ
『僕の夜』『僕のご先祖さま』（sold out）に続いて、
エクリでは 2016 年、『ロベール・クートラス作
品集　ある画家の仕事』を刊行しました。掲載作
品点数、約1,500点、上下巻の総頁数が600頁で、
重量、価格ともヘヴィですが、ぜひお手に取って
頂きたいと思っています。また『ロベール・クー
トラスの屋根裏展覧会』では、作品集に掲載しな
かった遊び心溢れる小品を扱っています。

北と南とヒロイヨミ
雑誌『北と南』編集人とヒロイヨミ社が昨年創刊
した本をめぐる小冊子『ほんほん蒸気』の第2号と、
それぞれの出版物を販売します。『北と南』は、
紀行文、詩、俳句、小説、エッセイ、インタビュー、
写真など、世界の様々な場所からの声と光を封じ
込めた雑誌です。ヒロイヨミ社は、軽やかで新し
い〈本〉のかたちを探りながら、主に活版印刷で
アンソロジーや詩画集などを制作しているリトル
プレスです。

群像社
一年前はちょうどノーベル文学賞の発表直後、そ
の影響で注目度の瞬間最大風速は目盛りが振りき
れるほどでしたが収束もあっという間で、また静
かに本をつくっています。世間に伝わる「ロシア」
はドーピングだのなんだの強力な国家主導のもと
にあるイメージですが、その底辺で生きている人
たちは相変わらず救済されることもなく悲喜こも
ごも合わせ飲んで静かに生きています。そんな人
たちの姿が伝わるような本を出しています。

里山社＋編集室屋上
里山社は社員ひとりで点数は少ないですが、写真
集、ノンフィクション、映画などジャンルは様々、
存在感のある本は揃っていると思います。これま
で出したのは４冊で、『はまゆりの頃に』『井田真
木子著作撰集１＆２』『日常と不在を見つめて ド
キュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』。編集室
屋上は、2011 年にひとりで始めました。産休を
経て、今は子どもと 1.５人でやっているような
状況で、今年の刊行は『に・褒められたくて　版
画家・ながさわたかひろの挑戦』『二人の手紙　
壺井繁治・壺井栄獄中往復書簡集  昭和五年－昭
和九年』。ジャンル問わず、小さい規模で出す意
味のある本をつくります。


