大好評の昨年に続き、今年も
『渋響』
を開催します！

21 世紀の温泉の楽しみ方・温泉チルアウト
『渋響』。
「千と千尋の神隠し」
のモデルのひとつといわれる 歴史の宿金具屋
飛天の間と、金具屋よりさらに古い幻の旅館・臨仙閣がメイン会場。電子音楽ライヴはもちろん、映像あり、インスタレー
ションあり、蕎麦打ちあり、木遣りあり、紙芝居あり、そして温泉。すべてをお湯と同列に浸って楽しむ二日間。めくるめく
湯けむりチルアウト、極上温泉かけ流し。

し

3/27土 16:00 open
3/28日 10:00 open

pH:2.0

27日：臨仙閣（ライヴ＋インスタレーション＋温泉）

渋響 宿泊付きチケット おトクなチケット発売中！
協 賛 旅 館
宿泊付きチケット￥8,000より

渋響 宿泊 付き チケ
ット は
「厄 除巡 浴祈 願手
拭」付で

■渋響での宿泊は、
お客様が個々でご予約ください。

★歴史の宿 金具屋

tel.0269-33-3131

■各旅館で発売します。料金＆食事プランは各旅館で異なります。

★春蘭の宿 さかえや

tel.0269-33-2531

★小石屋

tel.0269-33-3251

★御宿 炭乃湯

tel.0269-33-3128

★御宿 ひしや寅蔵

tel.0269-33-2105

★洗心館 松屋

tel.0269-33-3181

★一乃湯 果亭

tel.0269-33-2101

素泊まり、朝食のみなどお問い合わせください。

■右記、協賛旅館一覧よりお選び頂き、各旅館に宿泊予約をしてください。
その際「渋響宿泊付きチケット」
の予約である旨をお伝えください。

■通常料金＋チケットよりおトクな特別料金の限定プランですので、
数に限りがございます。
■代 金は各 協 賛
宿 にてお 支 払

★貸切露天の宿 大丸屋

tel.0269-33-3261

いください。

★御宿 多喜本

tel.0269-33-3245

★丸善旅館

tel.0269-33-3235

★真田家旧本陣 つばたや

tel.0269-33-2165

アクセス
電車で

中央道なら関西からもアクセス可能！

長野新幹線

東京

約 1 時間 40 分

大 阪
名古屋

名古屋から約 2 時間 30 分

新潟

長

中央本線
上越新幹線 / 長野新幹線

長野電鉄
特急で
約50分

5,700円
片道 6,200円 !

湯
田
中
渋
湯
田
中
温
泉

＊運賃／運行時間などは
各社HPなどからお問い合わせ下さい

二日通し券

¥5,000

28日のみ

¥4,000

[27日のみも同額]

pH:2.0

注意事項
●チケット引換券ではご入場できません。 ●ライブ会場への飲食物の持ち込みは禁止です。
必ず臨仙閣の交換所でチケットと交換下

●チケット、引換券ともに払い戻しはでき
ません。

●チケットを紛失された場合、再発行は致
しませんのでご注意下さい。

shibu@ryoondo-tea.jp

www.onsenchillout.com

越し下さい。

いたします。

●ペットの入場は禁止いたします。

●カメラの持ち込みは自由ですが、撮影禁止エ
リアもございますので、ご注意ください。

●主催者は会場内外での事故、盗難、ケガ、病気
等の責任は一切負いません。お客様同士のト
ラブルについても一切責任を負いかねますの
で各自マナーを守って参加ください。

●宿泊のお客様の駐車については、宿にお

●成人保護者同伴の小学生以下は無料ですが、

●お車は必ず指定の駐車場に駐車して下さ

●ゴミは基本的にお持ち帰りいただくか、所定

問い合わせください。

い。 駐車場の利用可能時間：

27日
（土）
午前7時〜午後11時

28 日（日）午前 7 時〜午後 7 時 時間を過

託児所はございませんのでご了承下さい。
のゴミ箱に必ずお捨てください。

●タオルや石鹸類などはご自身でご用意くださ
い。渋温泉街にて入手可能です。

ぎると施錠されますのでご注意ください。 ●喫煙は喫煙所をご利用ください。

3

土

27
28

日

主催｜渋響実行委員会

協力｜渋温泉旅館組合青年部

他

当イベントに関するすべてのお問い合わせは、
下記 Eメールアドレスにて受け付けております。

●朝晩は冷え込みますので暖かい格好でお

●花火などの火炎物、危険物の持ち込みは禁止

月

飛天の間

お問い合わせ

●全てのチケットに湯めぐり
券付き●成人保護者同伴の小
学生以下無料●チケットには
宿泊費は含まれておりません

会場の都合上、予約で定員に達した場合は当日券を発売しない場合がございます。
あらかじめご了承下さい。

●キャンプ等での宿泊はできません。

最新情報はオフィシャル Web サイトから！

●宿によっては、素泊ま
りなどの宿泊プランに
対応できない場合もご
ざいます。

渋響 チケット（宿泊無し）

さい。

湯田中からはシャトルバスがでます。運行時間についてはサイトにてお知らせします。

渋響実行委員会

う

チケットのみはネット予約で！
www.onsenchillout.com/shibukyo2

片道約 5,700 円〜

片道

●引換券の方は当日臨仙
閣会場受付にて引換券
とチケットを交換下さ
い。引換券では入場出
来ません。

二〇一〇

京都から
なんばから

約 9 時間

●ネット予約の方は当日
臨仙閣会場受付にて代
金と引き換えにチケッ
トを受け取り下さい。

長野県 下高井郡 山ノ内町 渋温泉

京都

き

金具屋

（ 新 宿西 口 ／ 池 袋 ） 約 4 時間 片道1,900 円〜

●宿泊付きチケットは
各宿にてチェックイン
時にお受け取り下さい。

歴史の宿

東京

車で
約30分

す！

臨仙閣・渋大湯

野

約 2 時間

バスで

ぶ

28日：金具屋飛天の間（蕎麦打ちライヴ）12:00〜14:00
臨仙閣（ライヴ＋インスタレーション＋温泉）

［ Live ］

Naturally Gushing（サワサキヨシヒロ）
安田寿之
［映像・空間インスタレーション］
Ametsub
antennasia

PsysEx
Firo
snoweﬀect
いろのみ
cobi（from Coupie）& nao

花井裕一郎（オブセリズム）

宮下ちとせ
東京食堂

MAJIO（映像作家）
村上菜也子

［トークショー］

郡司勇（温泉研究家）

チケットは日和カフェ (tel.026-237-6636)、または下記公式サイトにて発売中！

www.onsenchillout.com

信州千年 の 古湯、渋温泉にて 今年 も 開催！
渋温泉は北信州山ノ内・志賀高原の山麓、千年の開湯伝説を持つ湯
田中 渋温泉郷のひとつ。
温泉に入る猿が世界的に有名なのもこの温
泉郷。
信州でも屈指の歴史と湯量を誇り、
温泉はすべて源泉掛け流し。
大湯をはじめ、外湯も宿の湯もすべてお湯が違います。
その繊細な違
いを味わうのもポイント。
古くから代々自分たちの手で温泉と情緒あふ
れる石畳の街並を守って来た、
由緒ある温泉です。

歴

史

屋

北信州、
志賀高原の山麓にある古湯・渋温泉

の宿 金具

トークショー、
紙芝居、
電子音楽、
映像、
木遣り唄、
インスタレーション、
味噌、
蕎麦打ち、
りんご、
そして温泉！
すべてを土地の魅力と同列に楽しむ、
「音楽フェス」でも
「アートフェス」でもなく、
あくまで新しい温泉の楽しみ方。
臨仙閣

各部屋そのものがのんびりくつろげる
幻の宿・臨仙閣が一夜だけ復活。 インスタレーション作品に。

渋温泉街は端から端まで約６００ｍ 歩いて全部回れます

場

駐車

昭和 7 年築、金具屋斉月楼より古い今は営業していない幻の宿。

遊郭風の２Fと、蔵の町風の３Fと、部屋を店に見立てた館内が街のような特異な
温泉建築。そこで
『渋響』
では、この臨仙閣の各部屋から大浴場までをインスタレー

ション作品として作品そのものの中でなごめる空間を出現させます。手掛けるは小布

蕎麦打ちライヴ 3/28日

施の映像作家 花井裕一郎氏、映像作家 宮下ちとせ氏、MAJIO 氏、そしてご存知

12:00〜14:00

史

歴

幻の湯「由良の湯」を楽しみながらライブを堪能
臨仙閣の幻の湯
「由良の湯」
は映像集団 東京食堂による
映像インスタレーション
「チルアウトの湯」
に。会期中チケットで入り放題。

今年は臨仙閣に出現！

信州の暮らしとカルチャーをサポートするフリーペーパー
「日和」
と連動した長野市の
「日和カフェ」
。今年は臨仙閣に日和のバックナンバーが読めるブックカフェとして出店予定。

温泉と言えば。浴衣でマッサージ。
渋温泉でも活動しているLOVE＆COMMUNICATIONが
臨仙閣に登場。
「温泉極上昇天空間」
を展開します。
湯上がりは浴衣でごろんとマッサージ。そしてまた湯へ。

参加アーティスト

屋

映像集団 東京食堂。

の宿 金具

「歴史の宿金具屋」
では飛天の間にてPsysExをはじめとする電
子音楽ライヴと山ノ内の須賀川そば集落から蕎麦打ち名人をお
迎えした
「そば打ちライヴ」
。要するにライヴ聴きながら皆でそば
打って食べようという試み。＊実食のみ実費です
（数量限定）
。

松田 れい子さんによる
渋温泉オリジナル紙芝居

昨年も大好評！渋温泉の紙芝居のおばあちゃん、
松田れい子さん
（95歳！)オリジナルの紙芝居。

渋温泉の芸者さん達も
特別出演！

夕霧さんと小助さんはじめ渋温泉の芸者さん達が
特別出演！幻の
「渋音頭」
が聴ける！！

「おやき」や
「りんごのてんぷら」など
地域のおやつも堪能！

お迎えし、渋温泉堪能の極意を伝授。

日本一の温泉研究家・郡司勇氏、渋響に登場！

マボクチの葉をつなぎに使った蕎麦。山ノ内には
そば集落である須賀川地区があり、
『渋響』
ではこ
こからお招きしての
『蕎麦打ちライブ』
もやります！

花井 裕一郎

サワサキヨシヒロ (NATURALLY GUSHING)

snoweﬀect

宮下 ちとせ

ベルギーのレーベルよりワールド・ワイド・デビュー。温泉チルアウトをコンセプトに
NATURALLY GUSHING始動。

安田 寿之

電子音楽をベースにジャンルレスに活動する音楽家。ロボット
「ROBO*BRAZILEIRA」
として
ブラジル音楽を歌う。MEGADOLLYレーベル代表。元FPM。CM等へも多数提供。09年
11月には、4thソロアルバム
「Children's Songs 2050」
発売。www.ysd-to.com

Ametsub（drizzlecat/progressive form）

06 年に1st.「Linear Cryptics」
をリリース、09年2月にリリースされた 待望の2nd.
（クラムボ ン）
らを筆頭に大きな評価を
「The Nothings of The North」
は、坂本龍一やミト
得て、異例のセールスを記録中。暗く美しい独自の世界観と、壮大な情景を描写する様
な音楽性は現在大きな注目を集めている。

antennasia

99年、san(vo)とNerve(prog) により東京にて結成。エレクトロニカ、ブリストル・サウンド、
ダブ、ジャズなど様々な要素を消化した独自のサウンドを展開する。08年11月、
”
Velo-City : remixed”リリース。EU盤CD、配信版はドイツのLemongrassmusicからリ
リース。現在、6枚目のアルバムを制作中。

NYCの12kや細野晴臣 daisyworldより作品発表。京都を代
表する電子音楽研究者糸魚健一のユニット。

松本で活動中のcinqこと竹村理明と、石川貴史、星憲一朗による
涼音堂茶舖のプロデュースチームでもある空間音楽ユニット。今
回はいろのみの柳平淳也を迎えた編成で登場。

Firo

作曲家塚越寛之のソロプロジェクト。緻密かつ屹立した信頼感抜
群のサウンドで高い評価を受けている。

いろのみ

長野県茅野市出身、柳平淳哉と磯部優によるユニット。ピアノとア
コースティックギターのシンプルな編成のなかに繊細な電子音響
が季節のさまざまな
「色の実」
を鳴らす独自の表現を追求している。

Coupie. jp + nao

東北在住のcobiと農業を学びに渡豪中のyukkiによるユニット
Coupieから。農村ののどかな空気を封じ込めた不思議な世界。
今回はcobiがCoupie.jpとして、ボーカルnaoとの編成で登場。

映像作家。テレビディレクターからスタート。00年東京から小布施町に
拠点を移し創作。北信濃小布施映画祭・60秒シネマコンペティション
事務局、清泉女子学院短期大学兼任講師。小布施町立図書館長。
72年長野県生まれ。00年イメージフォーラム付属映像研究所卒。映像、
絵画の制作と、インディーズフィルムの上映会もオーガナイズしている。
09年Asian Art Film Programアジアのアーティスト10人による短編
映像作品上映会
（松本市美術館）

東京食堂

金沢健二、泉雄一郎、松下大吾の三人によるVJ / ヴィジュアルデザイン
ユニット。映像制作を軸に様々な
「場」
の環境デザインを考える。涼音堂
のアートワーク全般も手がける。

MAJIO

77年生まれ青森県弘前市出身・東京在住。アクリルやペンキによるド
ローイングをベースに、数十メートルに及ぶライブペイントから、綿密な
ペン画、デザイン、版画、映像作品など、表現活動は多岐にわたる。

村上 菜也子（月あかりデザイン研究室）

路地の駅『渋饗』

そば粉を溶いただけの
おやつ
「はやそば」
やお
やきなど、地域のなんでもないおやつなど超ローカルな物産を堪能
出来る、道の駅ならぬ
「路地の駅」
が出現。夜は山ノ内町の地域の青
年部による地ビールDJバーに。

でフィーチャーしている
須賀川そば 『渋響』
お蕎麦は北信州独特の、オオヤ

PsysEx / Ken'ichi Itoi

金具屋館内ツアー！

3/28日 11:00〜[予定]
有形文化財でもある金具屋斎月楼。
普段はまず見る事の出来ない
「千と千尋の神隠し」
のモデルともなったとも言
われる温泉建築を、若旦那である金具屋九代目自らの案内による館内ツアー
でご案内します。

温泉チャンピオン郡司 勇氏を

郡司 勇（温泉研究家）

東京理科大学卒。一級建築士。テレビ東京
「テレビチャンピオン」
にて第3、4、5回と温泉
通チャンピオン3連覇。北海道酒造連盟利き酒大会優勝。温泉の泉質を追求する姿勢で
テレビ、雑誌などで活躍中。好きな温泉地 は
「別府、万座」
。泉質は重炭酸土類泉。

金具屋九代目

自らの案内による

大湯ライヴ

渋温泉の象徴である
「大湯」道
祖神前でのライヴ。足湯はもち
ろん、大湯に浸かりながらも堪
能出来ます。
松田 れい子

大正3年生まれ。渋温泉のお店
「おもしろ夢倶
楽部」
を守るかたわら、ある時は踊りの師匠と
なり、ある時は短歌を作り、本を著し、またあ
る時は自作の紙芝居を披露しに東へ西へ飛び回る熱血おば
あちゃん。オリジナル紙芝居は昨年の
『渋響』
でも大好評。

©（株）まちなみカントリープレス

Photograph:池田奈巳子

手打ちそば工房 はちのこ

須賀川地区にてそば体験が出来る民宿として
知る人ぞ知る有名店。信州産のそば粉で手打
ちの店だけが持つ
「信州そば切りの店」
の看
板。昨年に続き今年も28日金具屋での
「蕎麦
打ちライヴ」
に参加します！

Gold Relax

山ノ内町の安代地域の酒屋さんが路地の駅
ほなみ村
にて地ビールDJバーを展開。地域の食
山ノ内のりんご農家のグループ。雪の中、湿度 『渋饗』
99％、温度1~2℃を保つ雪室で越冬させ寝か べ物も紹介します！
せた特有の蜜のりんご
「雪中りんご」
を路地の
LOVE＆COMMUNICATION
駅
『渋饗』
で紹介します。
nomadic body work organize
アロマテラピスト、自然療法士、ロミロミセラ
まちづくり ワークショップ 楓
ピストなどが集合したオルタナティブ・ボディ
湯田中駅前のお休み処
「楓」
のお母さん達が、
「おやき」
や
「り ワーカーによる<移動型>トリートメント・ユ
んごのてんぷら」
など地域のおやつや軽食を腕を振るって入 ニット。極上のチルアウト•モミモミ•サービス
渋温泉でも活動中！
れ替わり展開します。
http://lovecommu7.jimdo.com/newsevent/meets-shibu-onsen/

須賀川
「はやそばの会」

「はやそば」
とは千切り大根とそば粉をつゆに落として食べ
京都在住、照明作家。現在、京都東山の照明器具と喫茶室
「月あかり」
に る、長野県の無形民俗文化財に指定されている郷土のそば
てお茶と照明のおもてなしサロンを拠点に活動中。昨年に続き渋響では、 料理。そば集落である須賀川地区からはやそばの会の皆さ
臨仙閣内インスタレーションと、お茶のおもてなし喫茶を開室します。
んが参加。路地の駅
『渋饗』
にてはやそばを展開します！！

於長野県

