










アーティスト／温泉宿紹介
アーティスト名　あ～か行

太田三郎
私の展示会場、湯原温泉「八景」は兎をシンボルキャラ

クターにしています。お客様が「こどものこころ」に

帰れるような、面白くかつ不可思議な空間をつくりたい

と思います。

岡山の旬のお野菜を使った山里の
会席が自慢。田舎の知り合いの家に
帰って来たように、身も心もほっこ
り温かくなる里帰りの宿。

八景 ( 湯原温泉 )

真庭市豊栄 1572 　☎ 0867-62-2211　 ht tp : //www.hakke i - yuba ra . jp/
DATA

2008 「太田三郎 HIROSHIMA1990-2008」
　　　　（大原美術館本館、岡山）
        「有隣荘・太田三郎・大原美術館」
　　　　（大原家旧別邸・有隣荘、岡山） 
        「太田三郎 - 日々」
　　　　（山形美術館、山形） 
2014 「太田三郎 2010-2014」
　　　　（奈義町現代美術館、岡山）
2015 「未見の星座 つながり / 発見の
　　　 プラクティス」　（東京都現代美術館）
主な受賞歴：第 4 回創造する伝統賞（2013）、
第 74 回山陽新聞賞／文化功労（2016）

樫尾聡美
温泉宿は展示会場としては特殊な空間です。

このような空間にインスピレーションを受けて制作

したテキスタイル作品がお客様を温かく、やわらか

くお迎えします。

白壁の外観が特徴的な宿。秘湯の
ような半露天風呂と岡山が誇る「千
屋牛」を用いた会席料理に定評あり。
サプライズコンシェルジュ®による記
念日のお祝いも好評。

ゆばらの宿 米屋 ( 湯原温泉 )

真庭市湯原温泉 345-18 　☎ 0867-62-3775　ht tp ://www.komeya .co . jp/
DATA

2008　金沢美術工芸大学工芸科卒業
2010　多摩美術大学大学院
　　　 テキスタイルデザイン領域修了
2012　金沢卯辰山工芸工房修了
　　　  岡山県立大学 デザイン学部 助教
2015　個展　（金沢 21 世紀美術館、石川）

OTA SABURO KASHIO SATOMI

緑豊かな奧湯郷の高台に
佇む当館は、近辺に充実
したスポーツ施設やゴ
ルフ場があり、レジャー
にスポーツ・ビジネスと
全てのお客様に喜んで
いただける宿です。

小野耕石

アートとは基本的に「押し付ける答え」です。

しかし今回の会場は温泉場。

ここちよい自己主張。

リゾートイン湯郷 ( 湯郷温泉 )

美作市中山 886-1  ☎ 0868-72-4019
ht tp : // reso r t innyunogo . jp/

DATA

2006　東京藝術大学修士課程
　　　  絵画専攻版画科修了
2010  「小野耕石展 泳ぐ深閑‐映発」
　　　 　（奈義町現代美術館、岡山）
2014  「第四回 I 氏賞受賞作家展 
　　　 よにんの素材が表現する”今”」
　　　 　（岡山県立美術館）
2015  「第 12 回 犬島時間」　（犬島）

主な受賞歴：VOCA 賞 (2015)

湯郷温泉の高台に位置
する「湯郷美春閣」は
県内最大級の温泉宿泊
施設です。ご年配の方
から小さなお子様まで
お楽しみいただける本
格和風旅館。

ゆのごう美春閣 ( 湯郷温泉 )

美作市中山 1144  ☎ 0868-72-8111
ht tp : //yunogo .bonvoyage .co . jp/

DATA

草間喆雄

ここ数年の作品テーマは「OPTICAL　ILLUSION」

です。従来から使い続けている織技法ではなく、アル

ミ、ステンレスの丸棒に直接糸を巻き付けるコイリン

グ技法を用い作品を制作しています。多くの色を駆使

する事と、視点の移動によって生まれる色のトリック

効果がねらいです。

1973　米国クランブルック
　　　  アカデミーオブアート大学院修了
1975　州立ユタ大学芸術学部助教授
2011　岡山県立大学名誉教授
2011  「Fiber Futures: Japan′s 
           Textile Pioneers展」 　（NY）
2013  「Cheongju Internat ional  
          Craf t  Biennale」　（清州・韓国）

奥津温泉街の高台か
ら見渡す奥津の景観
と四季折々の食、自
家泉源のいで湯が皆
様を歓迎しておりま
す。

米屋倶楽部 奥津 ( 奥津温泉 )

苫田郡鏡野町奥津 196-5　☎ 0868-52-0016　
ht tp ://www.komeyac lub -oku tsu . jp/

DATA

極めて優秀な自家源
泉を有する奥津荘。
温泉本来の効能を全
身で感じることで、
その圧倒的な癒しを
ご体感下さい。

名泉鍵湯 奥津荘 ( 奥津温泉 )

苫田郡鏡野町奥津 48　☎ 0868-52-0021
ht tp : //oku tsuso .com/

DATA

ONO KOUSEKI KUSAMA TETSUO
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アーティスト名　か～さ行

柴川敏之

イタリアのポンペイ遺跡等に触発されて「2000 年後

に発掘された現代社会」をテーマに制作を続けていま

す。今回は 2000 年後の温泉遺跡からの出土品が並ぶ

「2000 年後の温泉ミュージアム」を想定した展示を

行います。

地元食材を使った『豪華でなくても
温かい』お料理や、貸切露天風呂
「月の湯」、宿前のダイニングカフェ
や梅酒バー、エステやヨガ体験など
楽しみ方いろいろ♪

和モダンなお宿 かつらぎ ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 800　☎ 0868-72-1555　 ht tp : //www. team-samoura i .com/
DATA

2008 「2000 年後の未来遺跡」
　　 　（青森県立美術館）
2009 「SUMOAURA」
　　 　（十和田市現代美術館）
2012 「始発電車を待ちながら」
　　 　（東京ステーションギャラリー） 
2013 「2000 年後の小学校」
　　 　（京都芸術センター）
2013 「2000年後の今に触れる☆プロジェクト」
　　 　（川崎市市民ミュージアム）
2015 「アート・オブ・メモリー」
　　 　（北九州市立美術館）

藤原裕策　

日本は、世界有数の温泉大国。

私たち日本人のように毎日お湯につかる習慣のある国

が現在他にあるでしょうか？　

そしてアートも温泉や湯船のように癒しや活力を得る

身近な存在になりえるでしょうか？

1968　岡山県生まれ
1993　東京芸術大学美術学部油画専攻卒業
1995　同大学修士課程修了
2014「ゴルゴダ ̃ 展翅のささやき ̃」
　　　　（天神山文化プラザ、岡山）
2015「ミラグロ - 祈りの断片 -」
　　　　（Ohsh ima F ine Ar t、東京）
        「鳥取藝住祭／よどえアートプロジェクト」
　　　　（ギャラリア大正蔵、鳥取）
2016「藤原裕策展」（B-ga l le ry、 東京）

1994　多摩美術大学 絵画科陶芸専攻卒業
2014  「美しきものはみな眠る」
　　　 　（倉敷市立美術館）
         「定住と漂流」
　　　 　（アルフレドサルセ現代美術館、
　　　　　メキシコ）
2015  「鳥取藝住祭 
　　　　 － よどえアートプロジェクト」
　　    「薄陽 Trace  o f  sun  
　　　　 － Ar t i s t  i n  Res idence  i n  勝央」

館内は「和」を基調に
モダンな雰囲気で「や
すらぎと寛ぎ」を感じ
させてくれます。エス
テや、酒樽を使った完
全貸切露天風呂など趣
向をこらしております。

ふくます亭 ( 湯郷温泉 )

美作市中山 1203-6　☎ 0868-72-6111　http://www.fukumasutei.co.jp/
DATA

“やさしさの宿竹亭”は、

湯郷温泉の高台に位置

し、風の館７階の展望

浴場からは湯郷の四季

を彩る山々が見渡せま

す。

やさしさの宿 竹亭 ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 622-1 　☎ 0868-72-0090　http://www.chikutei.co.jp/
DATA

胡桃澤千晶

お湯は人の心身を癒すのみならず、湯を献じて神も人

も生まれ変わるという信仰の祭り等、神事にも使われ

ます。白鷺伝説が息づく湯郷温泉という場の持つ力を

感じとり、作品に展開していきたいと思います。

KURUMIZAWA CHIAKI

FUJIWARA YUSAKU

SHIBAKAWA TOSHIYUKI

鈴木紗也香
私は内と外、自己と他者など 2 項対立している事物を

媒介する境界をテーマに窓や鏡、画中画などの主題を

用いて絵画作品を描いています。

ポピースプリングスの優美な建築と内装に作品が呼応

することを願っています。

カリフォルニアミッションスタイル
建築のリゾートホテル。南カリフォ
ルニア風の造りと欧米の調度品が非
日常感を演出。温泉・アロマテラピー
そして野菜のこだわり。

ポピースプリングスリゾート＆スパ ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 538-1 　☎ 0868-72-7575　ht tp ://www.poppy .co . jp/
DATA

2014　多摩美術大学大学院絵画学科
　　　  修士前期課程修了
2014　個展「Sayaka  Suzuk i」
　　　 　（utengasse  sechz ig、Base l）
2015　個展「ARKO」　（大原美術館、岡山）

主な受賞歴：VOCA 賞 (2013)

SUZUKI SAYAKA
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アーティスト名　た行

高松明日香
日常の風景や水を描いた絵画作品を展示します。展示

場所に合った作品を選んでその場所だけの展示にして

いきたいです。かつて音速の貴公子が宿泊した客室に

は、彼にちなんだ絵を描きたいと考えています。

岡山県で唯一「プロが選ぶ日本のホ
テル・旅館 100 選」料理部門に連続
入選中。当館自慢の露天岩風呂では
広々と開放感に溢れた湯浴みをお楽
しみ頂けます。

清次郎の湯 ゆのごう館 ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 906-1 　☎ 0868-72-1126　 ht tp : //www.yunogokan .co . jp/
DATA

2009　尾道市立大学大学院美術研究科修了
2011  「塩江アートプロジェクト 
　　　　 高松明日香展 イメージの擬態｣
　　　　（高松市塩江美術館、香川 )
2013　「高松コンテンポラリーアート・
　　　  アニュアル vo l .03　DAYDREAMS／
　　　  夢のゆくえ」　（高松市美術館、香川 )
2014　個展「無形のライブラリー」
　　　　 （奈義町現代美術館、岡山 )

主な受賞歴：「第 7 回岡山県新進美術家育成Ｉ氏賞」
　　　　　　大賞 (2014)

徳持耕一郎
ジャズラのライブで描いた線が '93年より鉄筋彫刻に。

ルーツとなった浮世絵作品「和」とジャズシリーズ

「洋」をそれぞれ２つの会場に対比させて展示します。

くつろぎの空間に癒しの場の提案です。
1989　個展　（Open House Gal le ry、NY）
1996　５人展「橋 (BRIDGE)」
　　　 　（ Bronx River Art Center & Gallery、NY）
2001　個展「Figu res」
　　　 　（奈義町現代美術館、岡山）
2009　Wal t  D i sney  Conce r t  Ha l l  （LA） 
　　　  に設置。
2011　「スイングする鉄筋彫刻」
　　　 　（浜松市楽器博物館、静岡）
2015　２人展
　　　 　（渋谷・東急 Bunkamura Box Gallery）

昭和三年創業、木造三階建ての宿。
地下道を通り川の方向へ進むと、
当館を一躍全国区に押し上げた岩
風呂がございます。

東和楼 ( 奥津温泉 )

苫田郡鏡野町奥津 53 　☎ 0868-52-0031　ht tps ://www.mounta in t rad .co . jp/ ̃ touwaro/
DATA

源泉掛け流しの温泉から見渡す吉
井川の景色は絶景。吉井川のせせ
らぎといで湯が身も心も癒やして
くれます。

河鹿園 ( 奥津温泉 )

苫田郡鏡野町奥津 55　☎ 0868-52-0016
DATA

2 016 年 2月にコテージ、温泉大浴場
をリニューアル。スタイリッシュな
デザイン浴室を備えた「朝霧に包ま
れた高原のリゾートホテル」。

森のホテル　ロシュフォール ( 湯原温泉 )

真庭市社 128-14　☎ 0867-62-3939　 ht tp : //www. takagawa-g .com/hote l_ index .h tm l
DATA

TAKAMATSU ASUKA

高本敦基
湯原には温泉を利用しに本当によく来ています。

フラッと来れる湯原温泉は、真庭市民にとって生活圏

内でありながらちょっと特別な場所。そんな日常と非

日常が組み合わさるような作品を創りたいと思ってい

ます。

創業時の佇まいを色濃く残す宿。レ
トロなお部屋の内装はどこかほっこ
り温かい気持ちになると好評です。

菊乃家旅館 ( 湯原温泉 )

真庭市湯原温泉 387-1 　☎ 0867-62-3754   h t tp : //www.komeya .co . jp/
DATA

2009　真庭市勝山にセルフ・レジデンス・
　　　  アーティストとして在住
2016　個展　（奈義町現代美術館、岡山）

主な受賞歴：「第 17 回岡本太郎 現代芸術賞」
特別賞 (2014)、「第 15 回岡山芸術文化大賞」
グランプリ (2014)、福武文化奨励賞 (2015)

TAKAMOTO ATSUKI

TOKUMOCHI KOICHIRO

 → p3

 → p6

 → p6

 → p8 → p8

13 14



アーティスト名　な～ま行

中島麦
会場であるホテルの各所に、場所の持つ特徴を生かし

た絵画展示を試みます。

２種類の異なる質の画面の対比 / 補完関係にある作品

の構造を通して、場と観る人のメディウムになるよう

な抽象絵画を提示したい。

2002　京都市立芸術大学美術学部油画専攻
　　　　 卒業
2012　個展「wander ing」
　　　　（奈義町現代美術館、岡山）
2014　個展 ( エスプリ・ヌーボー ギャラリー、岡山）
2014-15 個展「悲しき南回帰線」
　　　　　（Gallery OUT of PLACE、奈良・東京）
2016　個展「The Faraway Moment」
　　　　　（MuMu Gal le ry、台湾）

ロビーには生花や小川のせせらぎ、
美味しくボリュームあるお料理と何
度でも入りたくなる温泉など、お客
様の心を和ませてくれる空間がござ
います。

湯郷グランドホテル ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 581-2 　☎ 0868-72-0395　 ht tp : //www.yunogo .co . jp/
DATA

2004　倉敷芸術科学大学　
　　　 ガラス研究科　 修了
2005　ガラス工房華　築炉
2009  １７カ国ガラス工房や美術館を巡る
2009　コーニングガラスワークショップ受講
主な受賞歴：「現代ガラスの美展ＩＮ薩摩　
あなたが選ぶ大衆賞」１位 (2004)、
秀桜基金留学賞 (2009)

17 の湯めぐりが楽しめ

る風呂自慢の宿。板長

が厳選した食材で作る

自慢の料理と温かみの

ある接客でおもてなし

致します。

堀口華江
『雪どけシリーズ』は、雪がキラキラととけていくそ

の一瞬一瞬を表現しました。清涼感溢れる空気感や、

力強い大地のエネルギーを感じていただけたらと思い

ます。『ｓｗｅｅｔ　ｐａｃｋ』は、視覚による甘味を

表現しました。ポップなカラーの作品を、これは何味

かなと想像しながらみていただけたらと思います。

湯めぐりの宿 松の家 花泉 (湯原温泉)

真庭市湯原温泉 320-1 　☎ 0867-62-2121 
h t tp : //www.yuba ra -matsunoya .com/

DATA

全国露天風呂番付西の

横綱の「砂湯」からわ

ずか３分。湯原最大級

の天空露天風呂を有し、

ペットと泊まれるプランも充実した中国地

方初のウェルカムベビー認定宿。

湯原国際観光ホテル 菊之湯 (湯原温泉)

真庭市湯原温泉 16 　☎ 0867-62-2111 
h t tp : //www.yuba ra -k i kunoyu .com/

DATA

NAKAJIMA MUGI HORIGUCHI HANAE

船井美佐
私は「楽園と境界」をテーマに、見る者が絵の中に入

りこむような絵画作品を作っています。今回は湯郷温

泉の白鷺伝説の楽園を、子供が乗ることの出来る作品

や鏡で展開したいと思います。足岩盤浴をしながら子

供達が遊ぶ姿を見てあなただけのイマジネーションの

世界にひたって下さい。

2001　筑波大学大学院芸術研究科修了
2009－10 
　　　 「VOCA 現代絵画の展望
　　　　ー新しい平面の作家達ー」
         　（上野の森美術館、東京）
2014  「ワンダフルワールド」
　　　 　（東京都現代美術館）
2015  「こどもと旅する美術館」
　　　 　（美ケ原高原美術館、長野）
　　  　個展「楽園/境界～どこにもない場所～」
　　　　 （奈義町現代美術館、岡山）

中庭の見える開放感のあるロビーは、
アロマの香りが漂い癒される空間。
季節の生花が随所に生けられ、女将
の押し花絵が館内を彩る。

湯郷温泉 花の宿にしき園 ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 840-1　☎ 0868-72-0640　 ht tp : //www.n ish ik ien . jp/
DATA

2004  「見つけちゃったんですけど。」
　　　 　（宇都宮美術館）
2006  「カリヤファンタジー計画」
　　　 　（刈谷市美術館、愛知）
2007  「旅する島」
　　　　　（Yoshiko Matsumoto Gallery、オランダ）
2008  「DOUSOJ IN  T remp p ro j ec t」
　　　　　（Quiosc  Ga l l e r y、スペイン）
2011  「キオクノ山 蒐集記」　（奈義現代美術館、岡山）
2013  「三河・三弁天」　（佐久島）
2014　絵本『月へ行きたい』（福音館書店）出版

松岡徹
湯原を歩きながら興味を持った形や物語など、湯原の

魅力を集めて自分の想像力を忠実に行使して作品に置

き換えたいと思っています。

そして自分の作ったものが「想像力の入口」になって

それらを観た人に楽しんでもらいたいと考えています。

湯の蔵つるやはおも
てなしを通して皆様
の恩返しをお手伝い
いたします。

湯の蔵 つるや ( 湯原温泉 )

元禄元年創業の宿。明
治時代の木造宿を改装
した食湯館と全室川沿
いの夢酔庵の二棟にて
営業しております。

元禄旅籠 油屋 ( 湯原温泉 )

DATA
真庭市湯原温泉 144 　☎ 0867-62-2016 
h t tp : //www.yunoku ra .co . jp/

DATA
真庭市湯原温泉 27 　☎ 0867-62-2006
 h t tp : // i48167.w ix .com/aburayao rg

FUNAI MISA MATSUOKA TORU
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アーティスト名　ま行

母袋俊也
視覚体験装置による風景体験と絵画展示。

季譜の里、中庭に《絵画のための垂直箱窓》を設営、

庭のディテールを切り取り、ロビーガラス面には《膜

窓》で外の光景を切り取り「像」として浮かび上らせ

ます。ロビー壁面には横長フォーマート〈TA 系〉縦

長フォーマート〈バーティカル〉の新作絵画を展示し

ます。

石畳のエントランスを抜けると視界

に入るのは野山の木々が彩る独創的

な活け花。微かに漂うお香は白檀。

ワンランク高い香りに魅了される。

季譜の里 ( 湯郷温泉 )

美作市湯郷 180 　☎ 0868-72-1523　ht tp ://www.k i funosa to .com/
DATA

2000～東京造形大学教授
2006  「風景･窓･絵画：母袋俊也の試み」
　　　　　（埼玉県立近代美術館）
2007  「母袋俊也〈絵画のための見晴らし小屋〉
　　　  －水平性の絵画〈TA〉」　（辰野美術館）
2012－13
　　　  「コレクション X 母袋俊也　
　　　  世界の切り取り方」　（青梅市立美術館）
2014  「母袋俊也　絵画　絵画のための
　　　  見晴らし小屋　KOMORO」
　　　 　（市立小諸高原美術館）

MOTAI TOSHIYA

 → p４

イベント情報・周辺施設ガイド

瀬戸内国際芸術祭 2 0 1 6

瀬戸内海の 12 の島と 2 の港を舞台
に行われる 3 年に1 度の現代アート
の祭典、瀬戸内国際芸術祭。
2016 年 3月 20日より春・夏・秋の 3
シーズンにかけて開催されます。
ぜひお越しください。

DATA

DATA DATA DATA

DATA

DATA

湯郷温泉エキスパ 2 0 1 6 ～湯郷新世界大祭～

奥津温泉足踏み洗濯

キャンドルファンタジー

全国的にも珍しい奥津温泉の風習「足踏み洗濯」の
実演が吉井川の河原で行われます。
飛び入り参加も可能です。

露天風呂・砂湯周辺がキャンドルの光に幻想的に浮かび上がります。

「お雛祭り」に始まり、「コスプレイベント」など、
期間中様々なイベントを開催予定。
湯郷に来れば何かが起こる、何かに出逢える、お楽しみに。

期 交H28 年 4 月～6月

期 H28年３月～12月上旬の日・祝日

問 0868-72-2636（湯郷温泉旅館協同組合）

所 奥津温泉　奥津橋たもと

所 湯郷温泉

駐 湯原温泉周辺駐車場

駐 バス 5 台

時 8:30～8:45

JR 岡山駅から宇野バス湯郷温泉・林野駅方面行きで約 100 分

「湯郷温泉下」下車、中国自動車道美作 IC から車で約 10 分

交 中国自動車道院庄 IC から車で 25分 問 0868-52-0610( 奥津温泉観光協会）

期 H28年 4月16日 (土)、5月14日 (土)、6月25日 (土) 時 18:00 ～ 21:30

￥ 無料( 蒜山・久世ルート ) で約 34 分「湯原温泉前」下車

所 真庭市湯原温泉 (露天風呂砂場を中心に)

問 0867-62-2526(湯原観光情報センター）

交 米子自動車道湯原 IC から車で約１０分、JR 中国勝山駅から真庭市コミュニティバスまにわくん♡

現代玩具博物館・オルゴール夢館 妖精の森ガラス美術館 奈義町現代美術館

期 春 3/20 ～ 4/17
夏 7/18 ～ 9/4
秋 10/8 ～ 11/6

所 瀬戸内海の 12 の島と 2 の港

￥ 作品鑑賞パスポート
一般当日5,000円(前売4,000円 )

問 087-813 -0853

HP h t t p : / /se touch i - a r t f es t . j p /

所

問

休

所

問

休

所

問

休

HP ホームページ

期間・日にち

時間

アクセス

料金

休日

問い合わせ先

住所

駐車場

〒707-0062 美作市湯郷 319-2

0868-72-0003　

毎週水曜日(春・夏・冬休み期間中と祝祭日は開館)

〒708-0601 苫田郡鏡野町上齋原 666-5

0868-44-7888　

火曜日、年末年始　

〒708-1323 勝田郡奈義町豊沢 441

0868-36-5811

毎週月曜日、祝日の翌日

世界的にも珍しいウランガラスを展示・
制作・販売する施設。体験もできる。

世界のおもちゃやオルゴールを展示する
施設。おもちゃで遊べるプレイルームや、
工作体験のできるアトリエ（2号館）もあり。

建築家・磯崎新プロデュース。荒川修作
＋M・ギンズ、岡崎和郎、宮脇愛子の空間
的作品を常設展示。併設ギャラリーでは、
企画展開催。

期

時

交

￥

休

問

所

駐
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