
第 4回

ゲタ箱展

第 6回

芸術文化研究所
研究員展

4th
The Shoes Box Exhibition

Ohtawara City Institute of Art Cultural-Studies
Work exhibition

2018 6.16 (土)～7.1(日)
10:00 ～ 16:00 ※会期中無休

≪作家によるギャラリートーク≫

大田原市芸術文化研究所
Ohtawara city institute of Cultural-studies
〒 324-0206　栃木県大田原市中野内 580
tel  0287-59-0004
http://nasu-symposium.jp/

6.16（土）11:00 ～ 12:00
6.17（日）13:00 ～ 14:00



【交通のご案内】

■自家用車あるいはレンタカー
　東北自動車道・西那須野塩原ＩＣを降り⇒
　国道400・461号を大田原市方面へ直進⇒
　那珂橋西交差点（ホテル花月）を右折し
　県道27号沿い右手（約30Km約50分）

■JRご利用の場合
　那須塩原駅（東北本線・東北新幹線）⇒
　大田原市営バス雲巖寺線【旧役場前】バス停下車⇒　
　タクシー（0287-29-3838 山和タクシー）で、
　「芸術文化研究所」まで

■紫陽花祭りシャトルバスをご利用の場合
　下記の表をご参照のうえ、お乗り合わせください。

※運行日は6/16（土）,6/17（日）,6/23（土）,6/24（日）,6/31（土）,7/1（日）となります。
　なお、表記の時刻は全て発車時刻です。お間違えないようお気を付け下さい。

【お問合せ / contact】
　大田原市芸術文化研究所
　Ohtawara City Institute of Art Cultural-Studies
　Tel ☎ 0287-59-0004
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Andy  Mauery　U S A

李 宣周　KOREA

LEE JIMIN　FRANCE / KOREA

市村 多眞美　JAPAN
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金森 良泰　JAPAN

株田 昌彦　JAPAN

神谷 睦代　JAPAN

川口 シノブ　JAPAN

川島 史也　JAPAN

姜 敬淑　KOREA

菊地 伸治　JAPAN

Greg Ondo　U S A

郡司 伸一　JAPAN

高野 浩子　JAPAN

COHEN SARAH　CANADA

小嶋 弘　JAPAN
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酒井 恒太　JAPAN
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Jesse Salisbury　U S A
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shon Jeung-eun　KOREA

申 銀淑　KOREA

真海 朗　JAPAN

菅原 二郎　JAPAN

Stevan Kojic　SERBIA

関口 聖子　JAPAN

関谷 隆志　JAPAN

髙橋 千代子　JAPAN

高橋 務　JAPAN

竹下 勝雄　JAPAN

田中 定一　JAPAN

田中 茂　JAPAN

田中 ショウ　JAPAN

千葉 知司　JAPAN

張 書瑋　TAIWAN

堤 一彦　JAPAN

徳田 哲哉　JAPAN

登坂 秀雄　JAPAN

とさか ますみ　JAPAN

富田 貴智　JAPAN

富田 眞州　JAPAN

豊田 晴彦　JAPAN

TREPAT Beatriz　FRANCE

西村 大喜　JAPAN

魯 貞淑　KOREA

野田 琢　JAPAN

長谷川 敏嗣　JAPAN

花田 千絵　JAPAN

花田 嘉雄　JAPAN

林 佐和子　JAPAN

原 透　JAPAN

Hwang Ji Seon　KOREA

日野 宏紀　JAPAN

日原 公大　JAPAN

日原 悠子　JAPAN

平井 孝典　JAPAN

費 明宇　CHINA

古田 多佳　JAPAN

星野 一美　JAPAN

八角 洋子　JAPAN

本多 正直　JAPAN

増渕 修一　JAPAN

松尾 大介　JAPAN

Marko Vuksa　SERBIA

御嵜 翔太郎　JAPAN
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渡辺 忍　JAPAN

渡部 順子　JAPAN

和良品 美桜　JAPAN

第６回 芸術文化研究所研究員展
Ohtawara City Institute of Art Cultural-Studies Work Exhibition

研究員の立体・平面作品（大作、小品)を1階に展示いたします

○立体○　　日原 公大　　市村 多眞美　　御嵜 翔太郎　　　　　　　○平面○　　和良品 美桜　

○出品作家○

第４回 ゲタ箱展
The Shoes Box Exhibition 

芸術文化研究所のゲタ箱を利用した、国内外の作家による、平面・立体の芸術作品の展覧会です
ゲタ箱に入っている作品を眺め、手に取り、触感を確かめテクスチャーを楽しみながら美しさを感じ取って頂きたい

芸術作品の良さ、素晴らしさを是非体感してみてください
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