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今年も、展示、ワークショップ、ライブなどなど、
さまざまな分野で活躍するアーティストたちが
六感を刺激するアートを展開します。
来て、観て、歩いて、参加して！ 
新たな三朝の魅力を発見してください。

Meet up！三朝でアート2017

主　　　催／三朝町商工会 三朝温泉ブランド化推進委員会
問い合わせ／三朝でアート2017事務局　☎0858-43-3131
　　　　　　　　鳥取県東伯郡三朝町三朝 973-1　mail:misasa-s@ncn-k.net
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Meet upとは、「偶然出会う」「出くわす」という意味。
三朝のまちなかで、偶然で出くわす「アートなできごと」
それが、「三朝でアート2017」です。
緑の山々に抱かれ、四季折々の表情を見せる三朝川。
温泉街の眼下に広がる、昭和レトロな商店街。
その中を、ひそやかに佇む空き店舗。
そんないつもと変わらぬ「当たり前の風景」の中に
アートなエッセンスを数滴落としたなら、
今まで感じたコトのない、新たな三朝の魅力に出会えるはず…
住む人も訪れる人も同じ時間を過ごし、体感し、
小さな感動を共有できたなら、
未来の三朝はもっとワクワク色に染まるはず…
そんな思いを込めて、今年も手作りのコミュニティ・アート・プロジェクトを開催します。
深まりゆく冬の景色とワクワクな三朝のアートイベントをお楽しみください。

「♯三朝でアート」をつけてSNS発信！
misasa.de.art

Facebookは
こちらから＞＞＞

①基調講演
②竹とうろう創作体験
③みささ灯り 竹切り・イラスト制作
④点灯式+JAZZとみささ灯りの夕べ
⑤河原風呂上映会
⑥石ころアート
⑦オリジナルシンボルマーク創り
⑧和紙・おりがみで六感治癒
⑨ライブペイント・道路でお絵かき
⑩みささＴ-shirt
⑪とりたんのクリエイターたち
　　　　　⑫あったか座
　　　　　⑬三朝寄席
　　　　　⑭ランチタイムコンサート
　　　　　⑮三朝温マルシェ

関連事業
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三朝でアートイベントに参加してSNS発信！　「♯三朝でアート」　　Instagram／misasa.de.art　　Facebook／https://www.facebook.com/misasa.de.art/
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１１/26（日）

とりたんのクリエイターたち

１１/1（水）～１１/30（木）《9:00～17:00》
※1（水）は13:00～17:00

会　場 温泉通り空き店舗　2F

アーティスト 鳥取短期大学住居デザイン専攻

イラストレーション、パッケージ、ポスター、建築模型、屋内パーツ、ステンド
グラスなど、鳥取短期大学の住居・デザイン専攻のクリエイターたちの作
品が勢揃い！授業の内外で製作した学生たちの作品の展示です。

展示

河原風呂映画上映会　
～三朝中学校生徒さん制作の映像を楽しもう！～

１１/3（金）《19:30～２0:30》

会　場 三朝温泉河原風呂
（雨天時はほっとプラ座）

持ち物 タオル

※他にも、三朝中学校の生徒制
作映像（4分×１２本）を、空き店
舗で上映予定です。

中学生目線で描く映像の世界
は？あわせてBSで放送された
「日本遺産」の番組も上映します。

参加

みささ灯り
竹切り・イラスト制作

会　場 集合／三徳センター

申込先 ☎0858-43-3131
（三朝でアート2017事務局）

この日だけは竹を切るところからスタート！11
月26日（日）のライトアップに使う竹を切ります。
※事前申込が必要です。
終了後三徳センターにて
昼食（カレー）をご用意
しております。

要
申込

あったか座

１１月毎週金・土《21:00～21:40》

会　場 三朝温泉ほっとプラ座 参加費 500円 料　金 500円

ステージ

石ころアートでウエルカム！
～三朝かじか蛙を創ろう～

１１/3（金）～30（木）《9:00～17:00》

会　場 三朝橋たもと

参加費 無料（持ち帰る場合は材料費500円頂戴します）

定　員 各回10名

アーティスト 鳥取県デザイナー協会

三朝町の自然石を河原や山で拾って着色し、手作りの
個性あふれる「石ころ蛙アート」を創りましょう。それらは
MISASAアートになり、ウェルカムシンボルとして縁結び
や旅館で使用されます。一緒に写真を撮ってSNSで発
信！三朝と人を繋いでください！

展示

講師／大岩明彦
造形作家：東京都在住。元鳥取県デザイナー協会会員。武蔵野美
術大学卒・三洋電機に入社し、鳥取デザイン部に勤務。ニューヨー
ク駐在を経て、帰国後、広報業務に従事。現在は大手企業の広報
部長を務めるかたわら独自の粘土造形作品を多く創作している。

みわりん
倉吉駅前のジャズ酒場「ロングトオン」を経営
する傍ら、「みわりん」の愛称で呼ばれている
倉吉市在住のボーカリスト。主にジャズが中心
だが、ソウル、R&B、昭和歌謡など、ジャンルに
とらわれず県内外で精力的に活動している。

おおいわあきひこ

竹とうろう創作体験

１１/1（水）～30（木）《9:00～17:00》

会　場 温泉通り空き店舗　1F 参加費 1,500円（持ち帰り可）

定　員 各回６名

問い合わせ 080-8240-9893アーティスト 竹とうろう職人・ともさん

１節の竹とうろうを創ります。竹を選び、チョークでデザインを描き、ドリルやの
こぎりで穴をあけていきます。力はそんなにいらないので、小さなお子さんで
もOK！あなただけの灯りを創ってみませんか？

１１/10（金）・24（金）の２日間は、同会場で「竹とうろうBAR in 三朝」を開店します。
幻想的な灯りの中でのひとときをお楽しみください。営業時間18:00～21:00。

11/  3 （金） 10:00～11:00
11/  4 （土） 15:00～16:00
11/10 （金） 15:00～16:00
11/23 （木） 12:00～13:00
11/24 （金） 16:00～21:00
11/25 （土） 13:00～14:00
11/26 （日） 14:00～15:00
11/30 （木） 15:00～17:00

みささT-shirt ～魅力の再発見！～

会　場 温泉通り空き店舗　2F

アーティスト 鳥取県立産業人材育成センター米子校 デザイン科

三朝町のさまざまな魅力を、シルクスクリーン印刷のオリジナルTシャツで
表現。産業人材育成センター米子校デザイン科で学ぶ、未来のアーティ
ストたちの力作をご覧ください。

展示
１１/1（水）～１１/30（木）
《9:00～17:00》

三朝の郷土芸能を楽しもう！ 三朝寄席

１１/4（土）～19（日）

会　場 芝居小屋ニューラッキー

寄席

あったか座講演のある金・土曜日は
２部は20:15～

《第１部  19:15～》《第2部  20:45～》

ランチタイムコンサート（1日のみ forキッズ）

１１/  1（水）《11:30～12:00》
１１/15（水）《12:00～13:00》

コンサート

三朝温マルシェ

１１/19（日）《9:00～12:00》

会　場 三朝温泉多目的駐車場

飲食

地元の食材やキッチンカー
などお店がずらりと並びます！

カニ汁無料配布あり！

ライブペイント
　　　　  ＆道路でお絵描き！

１１/19（日）《9:00～12:00》

会　場 三朝温泉多目的駐車場（雨天時はほっとプラ座）

その他 汚れてもいい服で参加 アーティスト せた はいじ

長さ約10メートル・幅約１メートルの布を3枚敷いて、アーティストがライ
ブペイントします。その後、みんなでお絵描きして完成させてください♪
出来上がったら飾ってみんなでハイチーズ♪完成作品は三朝町内で展
示します。当日参加OK！

参加
展示

数秘から導き出すシンボルで
最強のお守りを創っちゃおう！
～オリジナルシンボルマーク創り～

１１/3（金）4（土）

会　場 陣所の館２F 定　員 各回7名

参加費 1,500円 アーティスト 河上麻里子

数秘術を使ってあ
なた自身を示すナン
バーを導き、それに
対応するシンボル
や色を使って最強
のお守りを創ろう！

展示

和紙・おりがみで六感治癒

１１/1（水）～１１/30（木）
《9:00～17:00》

定　員 各回20名

会　場 湯の村通りの店

問い合わせ 090-8716-1192

参加費 1,000円
アーティスト 和紙おりがみSada工房

因州和紙でいなばの白うさぎを折ります。バッ
クの和紙壁紙をえらび、うさぎと星を自由には
りつけてフレームに入れて仕上げます。

展示

Catch the Star in 三朝
～いなばの白うさぎ～

会 　 場

スケジュール

三朝温泉ほっとプラ座　2F

申 込 先 ☎0858-43-3131
（三朝でアート2017事務局）

定 　 員 40名（定員になり次第締め切ります）

2013年、たった一人のアーティストの熱い想
いから始まった『アート田辺2013』。翌年から
はJRきのくに線沿線無人駅舎を舞台にアー
ティストが表現を展開する『紀の国トレイナー
ト』へと進化し、地域の人 と々の交流の中で、そ
れぞれの土地に寄り添う表現を風景の中に創
り出すアートプロジェクトを展開しています。
アートのもつ「チカラ」、地域作用する「化学反
応」により、まちが沿線地域がどう変わっていっ
たか。参加アーティストの杵村史朗に熱く語っ
ていただきます。

講師／杵村 史朗
ゲーム分野を中心に、アートディレ
クション、ユーザーエクスペリエンス
設計に携わる。ゲーム分野でコン
セプトアートディレクター(兼デザイ
ナー)として参加したプロジェクト
『space channel5』と『killer7』
が文化庁メディア芸術祭エン
ターテイメント部門推薦作品に、
『street fighter4trailer movie』
がシーグラフ・アジア・フィルム
フェスティバルで選ばれる。他代
表作として、詩人谷川俊太郎氏
の恋愛の詩を読むiPhoneアプリ
『poegram』がある。トレイナート
2015で制作したタクチュアルは今
も変化を続けている。2017年より
日本女子大学非常勤講師。

《18：00～20：00》
基調講演＆パネルディスカッション
《20：00～21：00》
アートで交流会（参加費500円）

パネリスト 杵村史朗 氏 アーティスト
足立由里子氏 三朝温泉ブランド化委員
森下智道 氏 竹とうろう職人 ともさん

コーディネーター 藤田とし子 氏
まちとひと　感動のデザイン研究所代表

11/3（金） 10:00～16:40
11/4（土） 11:00～16:40

11/  4（土) 10:00～17:00
11/  6（月) 10:00～17:00
11/12（日） 10:00～17:00
11/20（月) 10:00～17:00 
11/26（日） 10:00～17:00
　　

要
申込

会　場 三朝バイオリン美術館

１１/４（土）《１８:00～２１:00》

縁をつむぎ、アートでつなぐ
紀の国トレイナートの挑戦！ 三朝×竹×アートの可能性

１１/11（土）
《9:00～12:00》

ワークショップ
＆
展　示

要
申込

ランチ
付き

11/10
締切

みささ灯り 点灯式
～みんなでライトアップ～
《18:00》

会　場 三朝神社

みんなが作った竹とうろうが、
三朝の温泉街を照らします。
幻想的な点灯式にぜひご参
加ください♪点灯は21時まで
の予定です。

JAZZとみささ灯りの夕べ
《20:00～》

会　場 三朝温泉ほっとプラ座　

三朝町の美しい街並みにきっとぴったりなジャズス
タンダードを、ムードたっぷりにお届け致します。

ワークショップ

展示

11/  3（金） 13：00～14:00
 15：00～16:00
11/19（日） 9：00～10:00
 11:00～12:00
 13:00～14:00
 15:00～16:00

ワークショップ

ワークショップワークショップ

コンサート参加参加

当日
受付

※1回あたり約1時間です。
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＆パネル
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