
詳細 お問い合わせ

info@machitosora.com
http://machitosora.com/art/
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第 4 回 マチトソラ芸術祭 2016/7
日時：2017 年 2月10日（金曜日）～ 24日（金曜日）
会場：徳島県三好市 ( 阿波池田、出合、馬場 )　主催：マチトソラ芸術祭実行委員会
後援： 財公（ ）徳島県文化振興財団、公益財団法人　阿波銀行学術・文化振興財団、Teesside University
協力： 阿波池田青年会議所 、徳島県立三好高等学校、 

文化立県とくしま推進協議会　文化の力によるまちづくり支援事業助成
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第4回

2016/7

Machi to Sora Art Festival 2016/7
【Date】10 Feb.2017(Fri.)～24 Feb.2017(Fri.)
【Venues】Miyoshi City,Tokushima(awa-ikeda,Deai,Umaba)
【Organized by】Machi-to-Sora Art Festival Exective Committee
【HP】http://machitosora.com/art/

四国で一番広い自治体である三好市は、「マチ」と呼ばれる四国の交通の要所として栄えた阿波池
田と、「ソラ」と呼ばれる祖谷や大歩危のある山間部があります。それぞれの地域では古来からの
建築様式の建物が残り、土地に根付いた暮らしが綿々と続けられてきました。しかし少子高齢化が
進み、そのような歴史ある建物が空き家となり、地域での暮らしやコミュニティが存続の危機に立
たされています。
マチトソラ芸術祭では三好市のマチとソラに点在している古民家を舞台に、現代アートの展示やア
ーティスト本人によるワークショップを行うことで、そこに暮らす人の日々に新しい出会いをもた
らし、訪問者にも地域の魅力を伝えていきます。また様々な人がマチトソラに集うことで、次の世
代をになう若者たちが地域に魅力を感じ、交流を深め、新しい可能性を作る場とします。
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イベント Event

関連イベント Related event
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※マチトソラ芸術祭のイベントは予約が必要です。webサイトよりお申し込みください。
ht tp : / /mach i toso ra . com/a r t /

マチトソラ芸術祭開催期間に、三好市内外で様々な文化的なイベントが催されます。

2016/7 2016/7

場　所：スペースきせる集合
日　時：2月11 日（土）10：00～17：00
参加費：1000 円（昼食別）　
予　約：要予約　

（駐車場の都合上、乗り合わせて会場を

場　所：旧政海旅館　離れ座敷
日　時： ２月18日（土）10：00～12：00
参加費：1000 円　
予　約：要予約
持参物：手提げ袋

糸や毛糸の網目から漏れる光か暖かいてまり型のライトをつくります。

川眞田彩「てまりあかりをつくろう」

アートツアー　Art Tour

■うだつマルシェ
日　時：２月 18日（土）　10：00～16：00 場　所：三好市池田町本町通近辺

お問い合わせ：050-3476-1769　うだつマルシェ実行委員会　元木

■四国酒まつり　　
日　時：２月 18日（土）　10：00 ～ 16：00　場　所：サンライズビル
参加費：一般前売り 1,600 円　当日 1,800 円

阿波池田商工会議所　http://www.shikoku-sakematuri.com/

■いのちの話とジビエソーセージづくり　
日　時：2 月19 日（日）　13：00 ～ 17：00　

）51西大利大町田池市好三（舎ンイザデケとレハ：所　場
参加費：2,000 円　※要予約 ／人一（ ソーセージWS参加者で召しあがる場合のみ）

講師：東　大史 予約：info@haretoke-d.jp 担当：植本

■GOODNESS team presents GOODNESS onsen #2　
日　時：2月 2 5日（土）　開場 10：30 開演 11：30
場　所：祖谷渓温泉ホテル 秘境の湯　　　　（徳島県三好市西祖谷山村尾井ノ内 401 番地）
参加費：前売り ¥6,500- / 当日 ¥7,000-　　　　 ( ともにドリンク代別 )

GOODNESS team　http://goodness-onsen.com/#

「うだつマルシェ」は、四国中の作り手のとっておきな手作りの”おいしいもの ”や ” すてきな雑貨 ”を
集めたマーケット。

四国の灘と称される三好市は隠れた酒どころ。四国中のお酒が集まる四国酒まつり。市内に３つある酒
蔵では、見学ができたり、絞りたてのお酒が飲めたりも。

なぜ動物たちは、山奥から降りてきたのか？なぜ害獣となったのか？「いのちの話」と害獣と呼ば
れる鹿の肉でつくる「ジビエソーセージ」のワークショップを開催します。

山奥の温泉宿にスチャダラパーや toe などを招聘し話題を呼んだ屋内型温泉フェス。今回のアーテ
ィストは…？

（三好市池田町マチ2183）

やぶくみこ、fuuyanm（ふうやん）「音楽演奏＋ライブイベンティング」

場　所：たばこ資料館　離れ座敷
日　時： ２月18日（土曜日）16：00 開場　16：30 開演　
参加費：1500 円 予　約：要予約

” きくえかくね ”「なにかとなにかが出会って物語になっていく。」街があって、出会う人た
ちがいる。わたしたちはそこで音を描き、色を響かせます。” 即興 ” で描かれ、奏でられた
時間は、立ち会った全ての人が共有する物語であり、景色になります。
今回はグンデルという、青銅でできたインドネシアの鍵盤楽器の演奏を中心にお送りします。
グンデルの音は空気が震えて溶けていくような、まるで星の瞬きのような、水面の揺れのよう
な、風がすり抜けるような。聴くと、なつかしい気持ちになったりするかもしれません。

やぶくみこ「 作曲ワークショップ 音の庭をつくろうワークショップ」

(完成物を持ち帰ります。2重にしたビニ
ール袋に入れ糊付けしたものをお持ち帰
りいただくようになりますので、撥水加
工があったり汚れても構わないものをお
持ちください) 

場　所：まちかど資料館
日　時：２月18日（土曜日）13：00 ～ 14：00
参加費：500 円
予　約：要予約
持参物： 

身近な楽器や音の出るものを奏でて、音の庭をつくってみましょう。作曲も即興音楽も、
丁寧に音をつないでいけばすんなり立ち上げていくことができます。音に出会うこと、つ
ないでいくこと、よく聴くことを大事にそこでしか出会えない音の風景を一緒につくりま
しょう。

楽器、楽器じゃないけど好きな音が出る
もの、録音ができるものがあれば持って
きて録っていただいてもOK！　

芸術祭の車で回ります。参加アーティスト、デア
イ AIR に関わった地域住民から制作秘話も聞ける
かも？！

回ります。）

©Toshie Kusamoto

Japanese Handball Shaped Light Workshop by Aya Kawamata

Music Composition for Your Sound Garden by Kumiko Yabu

by Kimiko Yabu and fuuyanm Music Performance and Live Painting



あべさやか ＋ マヌス・スウィーニー

あべさやか

マヌス・スウィーニー

日根野太之 ＋ ふうやん
フォトグラファー。神戸生まれ。学生の時、デザイナーのジル・
シルヴィア氏を師事。2005 年に「あの光に踏み入れたのは一
度だけ」を発表し、2006 年日米合同企画「10 人のフォトグラ
ファー」に選ばれる。2007 年デンマークで個展。昨年、実験
的個展を開催。[ 旅と写真と音楽 ̶ hinaca ] のカタワレ。ガリ
ホト主宰。人見知りだけど人が好き。

絵描き。岩手県花巻市に生まれ、雨にも風にも雪にも大地にも
したしみながら育つ。岩手～東京～京都～西表島～熊本と各地
を旅するように暮らす。心身のおもむくままに色をおいて描く。
現在は淡路島在住。「ねこのて舎」としてデザインとイラスト
のお仕事もしています。
neconotesha.com

日根野太之

ふうやん

ニシユキ
コミュニケー
ションをテー
マに、パフォー
マンスやイン
スタレーショ
ンを中心に活

動中。1978 年　岡山県倉敷市出身 2003
年より、着ぐるみを着た自分をモチー
フにカレンダーやグッズを制作。 2006
年～ 2008 年　尻相撲シリーズを展開。 
2013 年より、仏像を中心とした２ D 仏
像顔出し看板シリーズを制作。

三好の町にちなんだ仏像をもとに制作し
た２D仏像顔出し看板が、うだつマルシェ
とマチトソラ芸術祭の期間中、阿波池田
の町に登場します。日常生活の中でふと
した瞬間に手を合わせてお祈りすること
がどなたにもあることでしょう。２ D 仏
像顔出し看板は、自ら仏様となって自由
に動き回ることができる不思議な顔出し

看板です。２ D 仏像顔出し看板を装着すると、自己とホトケサマとの対話を疑
似体験することができます。いつでも、どこでもホトケ体験！あなたが気にな
るホトケサマに扮し、ホトケトークを展開しましょう。

『２D仏像顔出し看板まつりin 阿波池田』

赤嶺智也

丸倫徳

’

土屋育子

アーティスト Artist アーティスト Artist

 
 

0504

2016/7 2016/7(AIR works open to the public) (AIR works open to the public)

イギリス在住。静岡県伊
豆出身。写真作家・写真
芸術講師・研究者。イギ
リス、日本にて写真制作
と研究活動を行う。現在、
英国ティーサイド大学総

合芸術学部芸術学科講師(写真専攻)。2012年英
国王立写真協会コンバインドメダル受賞、2006
年オブザーバー・フードフォーチェンジ写真賞
最優秀賞、2005年東京ニコンサロン三木淳賞最
優秀賞受賞。代表作品に'ボトン村（Botton 
Village)'、 'イメージ・オブ・トラス(Images of 
Trust)'。

『写真X伝承プロジェクト』
あなたにとって大切なもの
は何ですか？今後に残して
行きたいもの・事柄・知識
などがあれば教えていただ
けますか？このプロジェク
ト企画は、自然豊かな歴史 
ある環境の三好で生活され
る皆さんに直接お話をお伺
いながら、カメラを使って
皆さんの想い・願いをどの

ように視覚化し伝達できるかを試みる写真プロジェクトです。 

【AIR in 阿波池田】2016.7.16～31

あべさやかとマヌス・スウィーニーはオランダと日本を拠点
に活動。2010年よりビデオ作品で共同制作を行うようになる。
近年は、2013年に神山アーティスト・イン・レジデンスでア
ニメーションとビデオインスタレーションを共同制作、2014
年、青森県、八戸ポータルミュージアムにて地元の漁業市場
を舞台にした『はちのへものがたり』を共同制作する。訪れ
る土地に伝わる民話や言い伝えなどを地元の方から聞き取り
を行い、メディアでは知る事のできないその土地の素顔を探
りビデオ、アニメーション、ドローイングなどを用いて作品
制作を進める。三好アーティストインレジデンスでは三好の
地酒をテーマに、アニメーション、プロジェクトマッピング
を予定している。 【AIR in 阿波池田】2016.11.14～12.11



宮脇慎太郎fuuyanm

アーティスト Artist アーティスト Artist
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絵描き・イラストレ
ーター・グラフィッ
クデザイナー。岩手
県・花巻市生まれ。雨
にも風にも雪にも石
ころにも親しみなが

ら育つ。東京、大阪、京都、西表島、熊本へと移
り住み、現在は淡路島で、夫と猫６匹と暮らす。
個展や各地の芸術祭、アートプロジェクトへ
の参加や、音楽家・フォトグラファー・布作家・
ダンサーらとのコラボレーション、子どもた
ちとの共同制作やワークショップなど幅広く
活動中。ひそかな特技は、ものまねと東北弁。

『目で、ものがたりを聴く』
美しい景色や瞬間に出逢ったとき私は、目にはみえない耳
でも聞こえない、音楽を感じることがあります。とても静か
でささやかで、でも大小たくさんのものたちが互いに奏で
る、いつまでもいつまでも永遠にうまれて消えてゆく、ゆた
かな音楽です。永遠にうまれて消えてゆく音楽＝「ものがた
り」空や土や木々や石ころ、川の流れや風の音たち、家や衣

服や道具など「モノ」たちは、互いに語らい、いつでも人と共にあります。わたし自身の
“音楽”を感じる感覚は、目を使って、その「ものがたり」に耳をすますような行為では
ないかと思いました。「音色」という言葉がありますが、音と色はとてもよく似ている
と思います。色はリズムを奏で、音は色彩ゆたかに心を包みこみます。見る角度や時
間、光によって、それを鑑賞するみなさんの心に映る世界がうまれては消えてゆく。今
回のインスタレーションは、その場所に存在し、響き合うすべてのモノたちのオーケ
ストラを視覚で聴取する、そんな体験の入り口のようなものになれば幸いです。

1981 年生まれ、

香川県在住。大

阪芸術大学写真

学科卒業後、出

版社、スタジオ

勤務を経てフリ

ー。土地の霊性をテーマに旅と撮影を

重ねている。二児の父。

『世界大戦の物語 ～三好市編～』
先の大戦、戦前、大日本帝国。１９４５年のあの日、僕たちの国は総力戦という国家と国
家の存亡をかけた戦争で破れました。徹底的に、完膚なきまでに。あれから７２年。かつ
ての修羅を経験した世代は次々と旅立っています。僕の東京の祖父は憲兵隊長という
職業軍人でした。かつて彼は満州にいて、敗戦後はシベリアへ抑留されたと聞いていま
した。そして彼が生きて帰って来なければ僕はこの世にいなかった。 早くして亡く
なったため、彼からまとまった話しを聞く事はできなかったのですが、酒を飲むと話し
てくれた満州の話などは今でも覚えています。今では家族写真を眺め、カメラを向けら

れるときりりと背筋を伸ばし、こちらを見据えた鋭い眼光にもっと話しを聞いておけばよかったと思うばかり。 
祖父の時に感じていた「違う国のことのようだ」という違和感を埋めたいと思っている。彼らは私たちであり、私
たちは彼らなのだ。全ての人の行動の延長線上 に今の世界があり、そこに無駄なものは何もない。皆が必死だっ
た、彼らも私たちと同じだった。私たちも彼らと同じだ。 今大切な何かを受け取らなければ、永遠に消えてしまう
ものがある。この瞬間にも、残酷に時は過ぎ去ってゆく。 無駄なものは無い。全てが起こるべくして起こっている。
今この時に健在であってくれたお年寄りたちと僕が出会えた事さえも、この展示も。 ここにあなたが来た事も。

てヲとる ＋ 植物日本画家 中村嘉宏
中村嘉宏
1980年福島県生ま
れ。神奈川県在
住。セツ・モード
セミナー卒業。
2000年より独学で

油彩を始めるが方向性が定まらず悶々と
した日々を送る。2007年に日本画の画材
に魅せられ転向を決意。以来、日本画材
を用いて主に植物をモチーフとした絵画
を制作している。2009年に渋谷区松濤美
術館展優秀賞受賞、2010年新生堂ギャラ
リー新生展入選。

植物日本画家、中村 嘉宏 (Yoshihiro Nakamura) さんの作品を、UB1 ウマバーの桜
ツリー茶室「東雲（しののめ）」に展示。 桜ツリー茶室は、生きた桜の樹を茶室内に
取り込み、床柱に見立てております。 運が良ければ、生きた蟷螂（かまきり）ともご
対面と相成るかもしれません。 展示は一人あるいは一グループ（６人まで）単位で
の鑑賞となっております。 静かで心贅沢な時間をごゆるりとお過ごしください。

鈴木健司
1966 年生まれ。現
代美術家。京都造形
芸術大学洋画コー
ス卒業。高校、予備
校での講師を勤め
ながら制作、発表、

ワークショップを続けている。国内外で
の個展、グループ展多数。2007 年シェル
美術大賞展入選。
http://ke661202.wixsite.com/ten-g

『ぴったりの杖を探す』『太古からの旅人』
「旅」をテーマとした連作です。旅は次々と新
たな体験に遭遇するエキサイティングなもの
です。と同時に、これまでの悠久の時間を繋い
できた風土や文化に出会う機会とも言えま
す。思いもよらぬ様々な出会いが旅人に刺激
を与え、成長の機会を与えてくれます。まだ見
ぬ光景に思いを馳せ、太古の時を想い、人生の
現在地を意識する。そう、「旅」はよく人生にも
例えられます。人生は自らを支える杖を探す
ようなものだと考えています。人や事との出

会いが旅人を支えてくれるものであると思います。身の周りの世界から地球規
模の世界までをめぐりたいと夢想しながら制作しました。作品の形と題名はそ
んな想いから生まれたものです。

『枯鶏頭と蟷螂』

シギハラ カヨ
絵銅版画アーティ
スト。
細い線を生かした
細かい作品を製作。
自然の恩恵や美し
さを感じれるよう

な作品を作りたいと日々模索中。ギャラ
リーのグループ展など関西を中心に活動
中。

合田幸代
アーティスト／リ
サーチャー。制作
から作品の展示ま
で一連の制作活動
を「間」に焦点を
当て、制作、研究

を続ける。ノーサンブリア大学、エジン
バラ芸術大学、ホーリー・ジーザス・ホ
スピタルなどで参加型作品の制作を行う
傍ら、キプロス大学、王立地理学会など
で研究論文の発表も行う。
http://www.sgoda.net/

『Archive 2016 ‒Machi to Sora 2015-』
アーティストのアトリエ内での制作から作品の展
示まで一連の制作活動を「間」に焦点を当て、制作、 
研究を続ける。間主観性を 持った私たちは無意識
のうちに関わり合う「人」、「モノ」、「場所」によって

「自己」を臨機応変に変化させていく。哲学者のマ
ルティン・ブーバー は「我と汝」の中で、「人と人」

「人と物」の相互関係について書き、関係性の深さ
によって「我 - 汝」( 相手か?意思を持った個人と認めている状態 ) と「我 - それ」( 相手
か?意思 を持たないモノとしてみている状態 ) に分けられると書いている。また「相
手の『人』 か『汝』になるとは限らない。また、物も『汝』になりうる。」とも。アーティス
トにとっ て素材、画材、作品は「汝」として認識されていることか多い。「今」、「ここ」て
作品を通して参加者と向き合い、作品を一緒に作り、共有する経験を持ち、この作品
か私だけてはなく、観客の皆さんにも「汝」になることを目的としている。

『五穀豊穣』
五穀豊穣。新しい命が芽吹き、季節を経て収穫の時
期がやって来る。大雨や風、日照りの辛い時や、長
い時間を経て出来上がる作物たち。形のあるもの
や目に見えないものも成長し、じわじわと力を蓄
え、正に今その喜びを表現しようと輝きだしてい
る。蓮もつぼみが開く瞬間を今か今かと待ってい
る。様々なもの達が集まり、琵琶はこの喜びを奏
で、更なる繁栄を祝う宴が始まる。山奥深く、辿り
着いたこの場所には豊かな土地があり、ここが天
上であるかのような実りと美しさが広がってい

る。日本の昔話のような幻想的な場所を思い、自然が生き生きとしている美し
さを表現したいと思い製作に至った。私たちがその恩恵にあずかっているとい
うことを心に置いておきたい。
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マラ・ジョイは 多岐にわたる手法を使う視覚
アーティスト。空間での経験と研ぎすまされた
感覚を表現の土台として芸術を利用する方法
に関心を持つ。版画、テキスタイル、立体とパフ
ォーマンスを媒体として使い、彼女の作品は境
界域に内在し、時の推移、ディープフォーカス
と反射に重きを置いている。
彼女は 2016 年にロードアイランドスクールオ
ブデザインにて、環境デザインと保護、芸術博
物館学と瞑想法などの知識をアトリエ内で行
われる実践的な研究に活かすことで、インター
ディシプリナリーMA（修士）を修了した。

『horizontal』
私は先の 2ヶ月を山川阿波和紙会
館でアーティストインレジデンス
のアーティストとして過ごしまし
た。その間、繊維の採取と処理や異
なるサイズや重さの和紙を作る特
殊技法を含む和紙製造の全工程と
その可能性についてより深く学び

ました。徳島の和紙作りの豊かで長い歴史とアワガミファクトリーは、伝統的
な手法を実践する数少ない施設で 13 代にわたる和紙職人の血統をたたえるも
のでもあります。
これらの作品は手隙の和紙に柿渋を使用して制作されています。大きさは２
メートル ×1 メートルで、柿渋と筆で模様を描いています。これらの作品の一
つ一つの模様は、テキスタイルの一縫い、円形と反復する形を反映しています。

橋口明義 + 梅本定久
三好市山城町在住
の大工と元公務員
のお二人。この二人
にかかれば、何でも
作ることができる
モノづくりの達人

たちです。やましろ狸まつりでは見事な
狸の像を制作しています。ずいぶん前に
もたばこ資料館にミニかずら橋を制作し、
展示していました。

『三好の杉玉』
地元の森林組合の協力により、枝
打ちの際に不要になった杉の枝を
利用し、山城の木工の達人たちが
精魂込めて作った三好市ならでは
の杉玉である。
新酒が出来たときに酒蔵に飾られ
る酒林（さかばやし）を三好市の杉
を利用して制作した。
四国酒まつりに合わせて、池田町
のまちなみや酒蔵に飾り、町の盛
り上げに一役買っている。

川眞田彩
徳島大学総合科学
部人間社会学科卒
業。NPO の支援セ
ンターに勤務して
いる最中、ひょんな
ことから牟岐・出

羽島アート展 2015 に参加することにな
り、そこから細々と制作を開始。一見普通
に見える人や暮らしの背景にある偉大さ、
儚さ、ドラマに関心がある。マチトソラ芸
術祭 2015、徳島 LEDアートフェスティバ
ル 2016 に両国本町商店街の監修として
参加。

『ソラに行くこと』
人が亡くなったことを幼
子に教えるとき、大人は
「お空に行った」と諭す。
私たちは空を見上げて遠
く離れて住む人を思った
り、過去や未来に想いを
馳せたりするが、同時に
そこに死後の世界をも見
る。生きていることと命
が終わることはひとつづ

きなことで、もし本当に命の終わりの先が空に続いているのであれば、空とこ
の俗世とも曖昧な境しかないのではないか、と感じる。

やぶくみこ 徳島県立三好高等学校
森林環境コース２年生の皆さん

音楽家／作曲家。
1982 年岸和田生
まれ。京都在住。
2010 年英国ヨー
ク大学大学院修
了（コミュニティ
ミュージック）。
ジャワガムラン

や様々な楽器を用いて、楽器の本来持つ響きや音色、演奏す
る空間を生かした作品を提示。近作にワークショップ参加
者と共同で作曲した「きく、つかむ、はなつ」( 鳥取 )、美術家 
かなもりゆうことの共作「浮音模様」を発表。京都にてガム
ラングループ ”スカルグンディス”主宰。

2016 年 11 月 29 日と 12 月 2 日に行われた、あべさやかさ
んと徳島県立城西高校神山分校の森林女子による間伐材問
題とレーザーカッター体験を組み合わせた 2 回シリーズの
ワークショップ参加者の作品。

阿波池田ガイドマップ

至　国道192号
井川池田IC方面

至　国道192号
四国中央・祖谷方面

阿波池田駅

〒

三好市観光協会

三好市役所

バスターミナル

たばこ資料館スペースきせる

旧政海旅館

まちかど資料館

三好市
中央公民館
三好市

中央公民館

黒木邸

池田ハウス

三芳菊

刻みたばこで栄えた、四国の
へそ徳島県三好市池田町の
古商家。ゆったりとした時間と、
ときどきイベント。
11:00～18：00（水木閉）

幕末から明治にかけて繁栄し
たたばこ製造業者の旧居。
二階ギャラリー等に展示。
9:00～17:00（水曜定休）

池田町本町通りにある旧家。
2014年7月のAIRで池田に滞
在した赤嶺智也がシャッター
に絵を描いている。
常時鑑賞可能。

アーティストによる古民家改
修を行っているお家。2015年
2月のAIRで池田に滞在した
丸倫徳の作品を一般公開す
る。11:00～18：00（水木閉）

※イベントのみ

※イベントのみ

三好市を代表する酒蔵。
酒蔵でのライブや、レコー
ド倶楽部の開催など、酒造
りのみならず多彩な活動を
行っている。
鑑賞日時等はＨＰにて。

©Toshie Kusamoto

三芳菊
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旧出合小学校

出合ガイドマップ

山間の廃校に、ハレとケデザイン舎がカフェをオープン。自家焙煎の
コーヒーと手ごね生地のピッツァ、自家製スイーツを提供。さまざま
なイベントも行っています。
ハレとケ珈琲
OPEN 金・土・日：11：00～18：00

馬場ガイドマップ

32

32

祖谷口駅

池田ダム

旧馬場小学校

旧馬場小学校（UB1）
UB1は、”クリエイティブな田舎暮らしを一（はじめ）る”をキャッチコ
ピーにしたウマバー（うまばいち）プロジェクトを進めています。主に
クリエイタやエンジニア、アーティスト、起業家といった価値を産み出
す人たちと一緒に、田舎の地域／人的資源と共創しながら新しいモ
ノ・コトづくりで創造的価値を地域にもたらそうとするものです。
http://www.ub1.jp/　　　　　OPEN 9：00～17：00（休館日なし）

（ハレとケデザイン舎）
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会場へのアクセス

四国で一番大きな自治体の三好市内は移動に時間がかかります。余裕をもった時間配分をお願い致します。
また馬場会場には公共交通がございませんので、自家用車でお越し頂くことをお勧めします。

■阿波池田　うだつの町並み会場（三好市池田町マチ）まで
　鉄道（JR）で：JR 阿波池田駅下車 徒歩 5分／高速バスで：阿波池田バスターミナル下車 徒歩 5分／
自家用車で：徳島自動車道 井川池田 IC より 5分

■阿波池田　三芳菊会場（三好市池田町サラダ）まで
　鉄道（JR）で：JR 阿波池田駅下車 徒歩 7分／高速バスで：阿波池田バスターミナル下車 徒歩 7分／
自家用車で：徳島自動車道 井川池田 IC より 6分

■出合会場（三好市池田町大利）まで
　自家用車で：井川池田 IC より30分／路線バスで：四国交通 出合／かずら橋行 出合下車 徒歩10分／
公共交通と タクシーで：JR 祖谷口駅からタクシーで10分

■馬場会場（三好市池田町馬場）まで
　鉄道（JR）で：井川池田 IC より 20 分／公共交通とタクシーで：JR 阿波池田駅からタクシーで15分

Access


