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10/24（金）・25（土）・26（日）
JRきのくに線 南部駅～新宮駅の20の駅舎と周辺地域
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新宮駅
【版画展　熊野の森で（仮）】
番留京子
新宮市に住み、熊野古道の語りべでもある
番留。熊野を歩き、感じたこと、目に焼き付い
た風景、神々の世界を版に掘り起こして作品
を生み出しています。新宮駅構内と、新宮駅
ロータリーにあるギャラリー中村で作品展を
行います。

波打ち際に弧を描いて延びる湯川駅プラットホームに紀州材を使用した
「積木の茶室」を設置します。駅舎から繋がる和田さとこの線画が茶室空間
へと誘います。

太地駅【イルカが結ぶ縁プロジェクト】
            中西静香／溝端秀章／太地町の子どもたち
田辺の夏の海水浴場に太地町からイルカをお借りして今年で６年目。田辺の子ども
たちが中西静香と共に作ったイルカをイメージした服を着て10/26（日）紀の国トレイ
ナート号に乗り込み太地町を訪問します。太地の子どもたちは溝端秀章と共にプラット
ホーム壁画を制作。そこで出会った子どもたちの縁がまた次の未来を紡ぐことを願って。 

白浜駅【青空ペンギン写真館】和田さとこ／地域のみなさん
プラットホームに巨大なペンギンが出現。ペンギンたちと記念撮影を！跨線
橋では地域の子どもたちや大人たちが描いた模様ペンギンがお散歩中。
巨大ペンギンたちが白浜観光スポットを巡った記念写真もご覧ください。
facebookページ「青空ペンギン写真館」にも公開中。

南部駅【跨線橋駅画「プラムストリート」】紀の国トレイナートの参加アーティスト
紀の国トレイナート参加アーティストがプラットホームに架かる跨線橋にリレーで壁画
を制作。10/24（金）紀の国トレイナート号出発式で、ご来場のみなさんと一緒に作品は
完成を迎えます。

プラットホームと駅舎に様々な形のシル
エットが登場。黒板素材のシルエットの
中に、チョークで絵や伝言を書いて、だれ
かになにかを伝えよう。ホームには白浜
町出身の榊がシルエット壁画を制作、駅
舎には榊とS＋N laboratoryの西園が近
隣の高校生たちと壁画を制作しました。

紀伊新庄駅
【駅舎伝言板プロジェクト 新庄】
榊貴美／S+N laboratory 西園政史／
地域の高校生

※写真はイメージ

和歌山県田辺市龍神村を拠点に活動する作
家が周参見の子どもたちと海の生物をモチー
フにした作品を制作。実物大の生物たちが駅
舎に出現します。

榊とS+N laboratoryの西園が、幼児園や小
学校の子どもたちと協力して、紀伊新庄駅に続
き紀伊富田駅舎に伝言板プロジェクトを展開。
駅舎外面には榊によるシルエット壁画、駅舎内
には子どもたちとの共同作品のチョークボード
パネルが登場します。

芳養駅 【タイポグラフィ】太田博久 
紀の国トレイナートのロゴ、ポスター他をトー
タルデザインする太田博久がプラットホーム
をデザイン空間に変えるプロジェクト。

紀伊田辺駅【フキだしプロジェクト in トレイナート】 松村忠寿
10/25（土）田辺駅前にフキだしの形をしたバルーンの屋台が現れます。
和歌山の方言を書き込んだバルーンを持った人々が何気ない風景を一変さ
せます。あなたもフキだしバルーン持って作品の一部になってみませんか？
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新宮駅

アートのある駅舎

その他の駅舎

JRきのくに線の20の駅舎にさまざまな  ジャンルのアーティストが作品を展開。
 駅舎カフェ、駅舎ワークショップ、JAZZ列車、こだわりスウィーツ  車内販売、プラットホームBARなどイベント盛りだくさん。 　　　

「紀の国トレイナート号」に乗って、海辺の熊野  の駅舎アートをのんびり巡ってみませんか？　

10/24（金） ・25（土） ・26（日）  場所： きのくに線の駅舎と特別列車内、周辺地域

【紀伊半島ではたらく人々】慶應義塾大学
環境情報学部　加藤文俊研究室

【響きでつながる紀伊半島】永井朋生
南部駅から新宮駅までの31駅のホームと待
合室に紀州備長炭を使って作曲された音楽
が流れます。 各駅の位置を使って作った譜面
をモチーフに作曲されたメロディーが景色の
一部となり存在し続けてくれることを願って。

【サンマの来た道プロジェクト】
鈴木裕範／はっこうちゃん。
民俗学者 鈴木裕範、発
酵研究人のはっこう
ちゃん。が、サンマずし
づくりのワークショップ
を展開。車内でふるま
う。紀伊半島サンマずし
の背開き、腹開き文化
はどこで切り替わるの
か？？

紀伊富田駅
【駅舎伝言板プロジェクト 富田】
榊貴美／S+N laboratory 西園政史／
地域の子どもたち

周参見駅【紀南の海の生き物たち展】
すさみ町の小学生たち／溝端秀章 海と夕陽が一望できる見老津駅で、岡山キャラバン隊が

駅舎を喫茶に模様替え。次の列車までの待ち時間を演出
します。和歌山の食材を使った米粉クレープとおにぎりも
お楽しみください。

見老津駅
【変身！ 駅舎が喫茶】岡山キャラバン隊 平野功二監督が紀南を舞台に制作する映画「たまご」。その撮

影にまつわる資料を駅舎にて展示。ロケ地の和深駅で、映画の
雰囲気に浸りながら作品の世界を感じてみてください。

和深駅【映画「たまご」資料館】平野功二

10/26（日）、串本町出身の作家が、串本の海にひろがるサンゴの森
をキャンドルアートで表現。海底の森と、生まれゆく命をプラット
ホームに。跨線橋には串本の子どもたちとキャンドルアートを展開。

串本駅【サンゴの森キャンドルプロジェクト】
　　  山崎梓／串本町の子どもたち 10/25（土）、串本町橋杭岩。満潮の波打ち際

に無数のキャンドルを浮かべるプロジェクト。
巨岩風景に寄り添い、刹那的な表現で場を
変容させるインスタレーション。

串本 橋杭岩【橋杭岩にたゆたう】山崎梓

橋杭岩

大島

湯川駅【積木の茶室／線画】
            広谷純弘＋東京理科大学ブロックシステム研究会／和田さとこ

三輪崎駅
【遡及空間】 【生と死の森】中村岳

熊野古道沿いにある駅舎前で、熊野速玉
大社をイメージした作品を展開。駅舎内
には熊野の神聖な土地性、生と死の森の
イメージを喚起させる装置を設置します。

龍山千里が駅周辺と新宮を歩き、地域のかたにお話を伺
い作品を構想。かつて製紙工場への専用列車が運行して
いた歴史を紐解き、場からインスピレーションを得た絵画
作品を駅舎に展開します。

湯川駅
【湯川駅舎展】
山本祐也
ローラーを使用し大画面に
抽象画を制作する山本祐
也。時が止まったような湯川
駅舎の雰囲気の中で作品を
展開します。大胆な構図と色
彩が駅舎に新たな世界を生
み出します。 那智駅【熊野の光】平野功二

世界遺産熊野古道の四季を通じて撮影し続けて来た作
家の写真インスタレーション。今回は「那智の光」にを
テーマに作品をピックアップし展示します。紀州杉材を使
用したフレームの中に幻想的な熊野の風景が広がります。

紀伊浦神駅
【巡るうみとやま】

廣本直子／広谷純弘
かつての日本を想わせる雰囲気の
駅舎の裏山に登れば、小さな入江
に面した浦神の集落を一望するこ
とができます。浦神湾の海と山巡
る水の姿を駅舎に描きとめます。

 紀の国トレイナート号

列車内

学生たちが紀伊半島ではたらく人々を取材
し、人生を切り取るような大判ポスターを制
作。2012年の田辺市に続き、串本町と那智勝
浦町でプロジェ
クトを展開。列
車内に展示さ
れたポスターが
紀伊半島を巡
ります。

熊野の山 と々日置川に囲まれた駅舎に八咫烏
（やたがらす）が舞い降ります。海辺の熊野古
道、大辺路の旅に誘われるような作品をご覧く
ださい。

紀伊日置駅【 天と地と人と】木村崇人

【JAZZ列車】
唐口一之／唐口美江／
永井朋生／松元敬志
10/24（金）は1日、JAZZ
列車！紀の国トレイナート
車内のサンセットジャズラ
イブほか、南部駅、串本駅
駅舎でもライブを行う。

田並の人々は、かつて遠い異国に移民として
渡り、真珠貝を採り新しい文化をまちにもたら
しました。その真珠貝を採るダイバーたちが漏
らす息を作品に表現。田並の過去と未来を映
し出す作品が駅舎に生まれます。

田並駅【真珠貝の彼方】林憲昭

紀伊佐野駅
【ポータブル・ハウス】

龍山千里

駅舎アートマップ

朝来駅【そして朝が来る】嶋村有里子
闇から朝に変化する空を表現した「朝焼けのベンチ」をプラットホームに
制作。プラットホームから臨む畑には朝の空気を表現したフラッグアート
が現れます。

南部駅～新宮駅間
プラットホーム

・ 串本町大島のプロジェクトはまた次の機会とさせていただき、新宮駅の作家は一部変更となりました。 21



新宮駅
【版画展　熊野の森で（仮）】
番留京子
新宮市に住み、熊野古道の語りべでもある
番留。熊野を歩き、感じたこと、目に焼き付い
た風景、神々の世界を版に掘り起こして作品
を生み出しています。新宮駅構内と、新宮駅
ロータリーにあるギャラリー中村で作品展を
行います。

波打ち際に弧を描いて延びる湯川駅プラットホームに紀州材を使用した
「積木の茶室」を設置します。駅舎から繋がる和田さとこの線画が茶室空間
へと誘います。

太地駅【イルカが結ぶ縁プロジェクト】
            中西静香／溝端秀章／太地町の子どもたち
田辺の夏の海水浴場に太地町からイルカをお借りして今年で６年目。田辺の子ども
たちが中西静香と共に作ったイルカをイメージした服を着て10/26（日）紀の国トレイ
ナート号に乗り込み太地町を訪問します。太地の子どもたちは溝端秀章と共にプラット
ホーム壁画を制作。そこで出会った子どもたちの縁がまた次の未来を紡ぐことを願って。 

白浜駅【青空ペンギン写真館】和田さとこ／地域のみなさん
プラットホームに巨大なペンギンが出現。ペンギンたちと記念撮影を！跨線
橋では地域の子どもたちや大人たちが描いた模様ペンギンがお散歩中。
巨大ペンギンたちが白浜観光スポットを巡った記念写真もご覧ください。
facebookページ「青空ペンギン写真館」にも公開中。

南部駅【跨線橋駅画「プラムストリート」】紀の国トレイナートの参加アーティスト
紀の国トレイナート参加アーティストがプラットホームに架かる跨線橋にリレーで壁画
を制作。10/24（金）紀の国トレイナート号出発式で、ご来場のみなさんと一緒に作品は
完成を迎えます。

プラットホームと駅舎に様々な形のシル
エットが登場。黒板素材のシルエットの
中に、チョークで絵や伝言を書いて、だれ
かになにかを伝えよう。ホームには白浜
町出身の榊がシルエット壁画を制作、駅
舎には榊とS＋N laboratoryの西園が近
隣の高校生たちと壁画を制作しました。

紀伊新庄駅
【駅舎伝言板プロジェクト 新庄】
榊貴美／S+N laboratory 西園政史／
地域の高校生

※写真はイメージ

和歌山県田辺市龍神村を拠点に活動する作
家が周参見の子どもたちと海の生物をモチー
フにした作品を制作。実物大の生物たちが駅
舎に出現します。

榊とS+N laboratoryの西園が、幼児園や小
学校の子どもたちと協力して、紀伊新庄駅に続
き紀伊富田駅舎に伝言板プロジェクトを展開。
駅舎外面には榊によるシルエット壁画、駅舎内
には子どもたちとの共同作品のチョークボード
パネルが登場します。

芳養駅 【タイポグラフィ】太田博久 
紀の国トレイナートのロゴ、ポスター他をトー
タルデザインする太田博久がプラットホーム
をデザイン空間に変えるプロジェクト。

紀伊田辺駅【フキだしプロジェクト in トレイナート】 松村忠寿
10/25（土）田辺駅前にフキだしの形をしたバルーンの屋台が現れます。
和歌山の方言を書き込んだバルーンを持った人々が何気ない風景を一変さ
せます。あなたもフキだしバルーン持って作品の一部になってみませんか？
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新宮駅

アートのある駅舎

その他の駅舎

JRきのくに線の20の駅舎にさまざまな  ジャンルのアーティストが作品を展開。
 駅舎カフェ、駅舎ワークショップ、JAZZ列車、こだわりスウィーツ  車内販売、プラットホームBARなどイベント盛りだくさん。 　　　

「紀の国トレイナート号」に乗って、海辺の熊野  の駅舎アートをのんびり巡ってみませんか？　

10/24（金） ・25（土） ・26（日）  場所： きのくに線の駅舎と特別列車内、周辺地域

【紀伊半島ではたらく人々】慶應義塾大学
環境情報学部　加藤文俊研究室

【響きでつながる紀伊半島】永井朋生
南部駅から新宮駅までの31駅のホームと待
合室に紀州備長炭を使って作曲された音楽
が流れます。 各駅の位置を使って作った譜面
をモチーフに作曲されたメロディーが景色の
一部となり存在し続けてくれることを願って。

【サンマの来た道プロジェクト】
鈴木裕範／はっこうちゃん。
民俗学者 鈴木裕範、発
酵研究人のはっこう
ちゃん。が、サンマずし
づくりのワークショップ
を展開。車内でふるま
う。紀伊半島サンマずし
の背開き、腹開き文化
はどこで切り替わるの
か？？

紀伊富田駅
【駅舎伝言板プロジェクト 富田】
榊貴美／S+N laboratory 西園政史／
地域の子どもたち

周参見駅【紀南の海の生き物たち展】
すさみ町の小学生たち／溝端秀章 海と夕陽が一望できる見老津駅で、岡山キャラバン隊が

駅舎を喫茶に模様替え。次の列車までの待ち時間を演出
します。和歌山の食材を使った米粉クレープとおにぎりも
お楽しみください。

見老津駅
【変身！ 駅舎が喫茶】岡山キャラバン隊 平野功二監督が紀南を舞台に制作する映画「たまご」。その撮

影にまつわる資料を駅舎にて展示。ロケ地の和深駅で、映画の
雰囲気に浸りながら作品の世界を感じてみてください。

和深駅【映画「たまご」資料館】平野功二

10/26（日）、串本町出身の作家が、串本の海にひろがるサンゴの森
をキャンドルアートで表現。海底の森と、生まれゆく命をプラット
ホームに。跨線橋には串本の子どもたちとキャンドルアートを展開。

串本駅【サンゴの森キャンドルプロジェクト】
　　  山崎梓／串本町の子どもたち 10/25（土）、串本町橋杭岩。満潮の波打ち際

に無数のキャンドルを浮かべるプロジェクト。
巨岩風景に寄り添い、刹那的な表現で場を
変容させるインスタレーション。

串本 橋杭岩【橋杭岩にたゆたう】山崎梓

橋杭岩

大島

湯川駅【積木の茶室／線画】
            広谷純弘＋東京理科大学ブロックシステム研究会／和田さとこ

三輪崎駅
【遡及空間】 【生と死の森】中村岳

熊野古道沿いにある駅舎前で、熊野速玉
大社をイメージした作品を展開。駅舎内
には熊野の神聖な土地性、生と死の森の
イメージを喚起させる装置を設置します。

龍山千里が駅周辺と新宮を歩き、地域のかたにお話を伺
い作品を構想。かつて製紙工場への専用列車が運行して
いた歴史を紐解き、場からインスピレーションを得た絵画
作品を駅舎に展開します。

湯川駅
【湯川駅舎展】
山本祐也
ローラーを使用し大画面に
抽象画を制作する山本祐
也。時が止まったような湯川
駅舎の雰囲気の中で作品を
展開します。大胆な構図と色
彩が駅舎に新たな世界を生
み出します。 那智駅【熊野の光】平野功二

世界遺産熊野古道の四季を通じて撮影し続けて来た作
家の写真インスタレーション。今回は「那智の光」にを
テーマに作品をピックアップし展示します。紀州杉材を使
用したフレームの中に幻想的な熊野の風景が広がります。

紀伊浦神駅
【巡るうみとやま】

廣本直子／広谷純弘
かつての日本を想わせる雰囲気の
駅舎の裏山に登れば、小さな入江
に面した浦神の集落を一望するこ
とができます。浦神湾の海と山巡
る水の姿を駅舎に描きとめます。

 紀の国トレイナート号

列車内

学生たちが紀伊半島ではたらく人々を取材
し、人生を切り取るような大判ポスターを制
作。2012年の田辺市に続き、串本町と那智勝
浦町でプロジェ
クトを展開。列
車内に展示さ
れたポスターが
紀伊半島を巡
ります。

熊野の山 と々日置川に囲まれた駅舎に八咫烏
（やたがらす）が舞い降ります。海辺の熊野古
道、大辺路の旅に誘われるような作品をご覧く
ださい。

紀伊日置駅【 天と地と人と】木村崇人

【JAZZ列車】
唐口一之／唐口美江／
永井朋生／松元敬志
10/24（金）は1日、JAZZ
列車！紀の国トレイナート
車内のサンセットジャズラ
イブほか、南部駅、串本駅
駅舎でもライブを行う。

田並の人々は、かつて遠い異国に移民として
渡り、真珠貝を採り新しい文化をまちにもたら
しました。その真珠貝を採るダイバーたちが漏
らす息を作品に表現。田並の過去と未来を映
し出す作品が駅舎に生まれます。

田並駅【真珠貝の彼方】林憲昭

紀伊佐野駅
【ポータブル・ハウス】

龍山千里

駅舎アートマップ

朝来駅【そして朝が来る】嶋村有里子
闇から朝に変化する空を表現した「朝焼けのベンチ」をプラットホームに
制作。プラットホームから臨む畑には朝の空気を表現したフラッグアート
が現れます。

南部駅～新宮駅間
プラットホーム

・ 串本町大島のプロジェクトはまた次の機会とさせていただき、新宮駅の作家は一部変更となりました。 21



見老津駅時刻表
10月25日（土）・26日（日）

紀伊田辺方面
11：43
14：13
17：39

18：11
（トレイナート号）

19：47
21：00

新宮方面
11：00

（トレイナート号）

13：11
15：01
17：19
18：47
21：00

見老津駅

10月25日（土）・26日（日） 
11：00~日没まで
変身！駅舎が喫茶
岡山キャラバン隊が地域のみなさんとつくり上げた海の見
える駅舎喫茶。今年の夏、すさみ町で取り壊された家の一
部や流木、廃材、端材など使われなくなったものを
“RELIEUR”もう一度つなげて、空間演出しています。

アルバンモー-ヴィーガン&オーガニック-
erbenmu-vegan&organic-
和歌山県の旬のくだものと無農薬野菜を使った
米粉クレープとおにぎり。
10/25（土）10/26（日）11：00～15：30

岡山キャラバン隊　移動café
おわかやま強力スタッフによる喫茶

メニュー：フェアートレードコーヒー、オレンジジュース、
レモンスカッシュ、ハーブティーなど
10/25（土）10/26（日）11：00～日没まで

×

紀伊田辺駅

すさみ町役場のみなさんと巡る周参見バス
ツアー！周参見駅→恋人岬見学→森拓也
館長による「すさみ海立エビとカニの水族
館」ご案内→見老津駅の駅舎喫茶でアル
バンモーのお弁当をお楽しみください。

集合　周参見駅改札前／解散 見老津駅
料金　1,000円（水族館入館料とお弁当付き）

周参見駅

3日間の特別列車、紀の国トレイナート号 イベント紹介

紀の国トレイナート号　運転時刻表

停車

上り

下り

10：58

17：41

11：03

17：37

11：17

17：31

11：2011：07

17：22

11：26

17：27

11：31

17：12

11：36

17：18

11：41

17：01

11：46

17：06

11：50

16：53

11：55

16：58

12：17

16：34

12：22

16：40

12：40

16：10

12：45

16：16

12：56

15：54

13：05

16：00

13：13

15：41

13：18

15：46

12：30

16：27

13：30

15：32

◎ ◎○ ○ ○● ● ● ● ● ●ー

→

←

→

←

→

←

→

←

ー ● ー ● ー

◎始発終着駅　　●5分以上停車するアート鑑賞駅　　○停車駅　　→通過駅　　　　イベントのある駅

南部駅
10月24日（金） 09：30 
紀の国トレイナート号 出発式
プラットホーム民謡おどり
大野こまさ率いる「梅の里民謡クラブ」のみなさま
「鹿島音頭」「紀州梅音頭」

南部高校吹奏楽部による演奏
駅舎JAZZライブ　
みなべ梅干組合　梅干しのふるまい
ぷらむ工房　手作り梅ジュースのふるまい
跨線橋壁画「プラムストリート」完成式
紀の国トレイナート参加アーティストが描いた跨線橋アート
「プラムストリート」に、ご来場のみなさまと梅のシールを貼っ
て作品を完成させます。ぜひ作品の最後の仕上げにご参加
ください！

10月24日（金）

16：10　
夕暮れの海のプラットホームライブ
ソロトランペット

16：16　見老津駅発
サンセットJAZZ列車ライブ
流れる風景の中でJAZZをお楽しみください。

JAZZ
09：30　南部駅 紀の国トレイナート号 出発式
10：58　南部駅 紀の国トレイナート号 出発！
13：30　串本駅着
14：00　串本駅　駅舎JAZZライブ
15：32　串本発
16：10　見老津駅着　
　　　　夕暮れの海のプラットホームライブ
　　　　ソロトランペット
16：16　見老津駅発
　　　　列車内「サンセットJAZZ列車ライブ」
17：41　南部駅着

アーティストと巡る

鑑賞列車

10月25日（土）
09：00　紀伊田辺駅
　　　　デザイン列車プロジェクト表彰式
　　　　フキだしプロジェクトinトレイナート　
　　　　ナチュラルカフェin田辺駅前商店街
　　　　デザイン列車プロジェクト全作品展示
10：03　紀伊田辺駅発
　　　　アーティストと一緒に駅舎アートを巡る旅
　　　　紀の国トレイナート号車内トークショー
10：50　周参見駅着　周参見バスツアー
12：59　新宮駅着　乗車したまま、列車洗浄機を
　　　　　　　　通過する体験！
13：30　新宮駅　「サンマずし　トークショー」
16：09　新宮駅発　車内トーク＆サンマずしふるまい
17：26　串本駅着
　　　　キャンドルアート「橋杭岩にたゆたう」
　　　　串本バル meets 紀の国トレイナート

10月25日（土） 10：03
アーティストと一緒に
駅舎アートを巡る旅
紀の国トレイナート号
車内トークショー

10月25日（土） 09：00
デザイン列車プロジェクト表彰式
デザイン列車プロジェクトの表彰式を駅前広場で
行います！
デザイン列車プロジェクト 全作品展示
応募があった車両デザイン作品を一挙公開！
場所　駅前商店街　ギャラリー駅前　他　

フキだしプロジェクトinトレイナート

紀伊田辺駅

新宮駅

10月25日（土） 10：30
サンマずしづくりワークショップ
新宮のすし屋主人より、地域に伝承される
サンマずしの作り方を学びます。
場所　chouchou（新宮駅前）
講師　新宮のすし屋主人
料金　無料（すし屋のサンマずしおみやげ付）
定員6名　要予約

10月25日（土） 13：30
「サンマずし  その豊かな
発酵の食文化トークショー」
サンマずしと紀南地域のすし文化の
多様性、発酵の食文化を語り合う。
場所　chouchou　（新宮駅前）
講師　はっこうちゃん。　鈴木裕範　新宮のすし屋主人
料金　無料

駅舎で、
ホームで、
列車内で、
JAZZ三昧の一日。

トランペット・唐口一之　
ピアノ・唐口美江
ドラム・永井朋生
ベース・松元敬志

串本駅
13：30  nagi
串本町・大島にある
人気パン屋さんが、串
本駅プラットホーム
で特別販売！

見老津駅
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紀の国トレイナートの作家
たちと、和歌山放送きよ
ちゃんによる車内トーク
ショー！近づく駅の担当作家

が作品や土地への想いを語ります。

10月25日（土） 11：00  周参見バスツアー

紀の国トレイナート号　運転時刻表

停車

上り

下り

09：46 09：51
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田並駅　駅舎ホーム販売

10月25日（土）11：24～売切まで
たまな食堂ホーム駅弁
東京・青山で人気の玄米菜食「たまな食堂」
のスペシャル駅弁が登場！野菜は全てオー
ガニック、体にやさしい駅弁をお召し上がりく
ださい。

料金　1,000円
ご予約は0739-43-2610
（平日の10時～17時／予約締め切り10月20日17時）

10月25日（土） 09：30～15：30
ナチュラルカフェ
田辺駅前に一日限定オープン！からだにや
さしいお弁当、パン、マフィン、ケーキ、ドリン
クなど用意しております。自然素材を使っ
たワークショップも開催予定！　AR（拡
張現実）「紀伊半島の魅力を見てみよう」
もお持ちのスマホでも体験できます！
場所　田辺駅前商店街　岡畑ビル
　▼ナチュラルカフェ出店店舗
　• お弁当cafe 発芽家　
　•  cache cache　　　
　•  Provence　　　　
※当日、田辺駅前商店街では100円商店街が
　開催されています。

10月25日（土） 16：30 / 17：35
キャンドルアート「橋杭岩にたゆたう」見学ガイドツアー
地域団体「南紀わかものプロジェクト」のみなさんによる山崎梓のキャンドルアート
を観に行くアートツアー。串本町や古座川町のお話を聞きながら約1キロ・20分
のお散歩コース。
　　　集合　串本駅改札前
16：30発　橋杭岩 現地解散
17：35発　橋杭岩 現地解散
参加料　無料

10月25日（土） 早朝から深夜まで
串本バル meets 紀の国トレイナート
南紀わかものプロジェクト主催の串本のまちの飲み
歩きイベント。串本駅舎バル本部開設！当日チケット、
バルマップはこちらで。アーティストも一緒に飲み歩
き。見かけたらぜひ声を掛けてみてください！

４枚つづり　前売り：3,200円　当日：3,500円
お問い合わせ：南紀わかものプロジェクト（事務局／森）
090-2384-0024

車内販売

●ミニョンヌ 
紀伊田辺駅⇄新宮
和歌山県の知る人ぞ知るお
菓子屋さん。実際にフランス

に出向き地方の名菓を食べ歩きながら、自身の
お菓子作りに反映させています。
www.mignonne.jp

●紀州ころん
紀伊田辺駅⇄新宮
田辺市の武家屋敷から、醤
油、山椒ほか和歌山の味にこ
だわった新しい名菓がつい
に誕生。新しい食感をお楽し
みください。

松村忠寿のフキだしバルーン100個が田辺駅前の風
景を一変させる！紀南の方
言のフキだしの他、その場で
あなたのつぶやきもフキだし
に（数量限定）。松村からバ
ルーンを受け取り、あなたも作
品の一部になってください。

乗車したまま、列車洗
浄機を通過する体験！
普段は決して見る事の
できないJRの世界へ。

駅名

◎始発終着駅　 ●5分以上停車するアート鑑賞駅　 ○停車駅　 →通過駅   　　　イベントのある駅駅名

10月25日（土）

串本駅

●九十九 白浜駅～
白浜町、ミルク＆ビアホール「九
十九」のラテアート カプチーノは
コーヒーカップの中の芸術。

10月25日（土） 
新宮駅～串本駅間(下り)
でもトークショー

•  mica
•  mon coeur
•  Real Life

10月24日（金）・25日（土）
11：00～19：00
プラットホーム梅酒BAR 
田辺市の石神梅林、濱田農園の梅酒BARを
積木の茶室で開催。海辺のプラットホーム
で、グラスを傾けてみてください。トレイナー
ト参加アーティスト6人がボトルラベルの原
画を手掛けたミニ梅酒も販売します。
メニュー：
・石神邑の梅酒
（梅、ゆず、紅いも、ハーブ、きんかん、
  原酒6種類の味の梅酒）
・石神邑の梅搾り（梅ジュース）

湯
川
駅

43

列車DAY





きのくに線のマリンブルーの車体に「紀伊半島の夢」をテーマに子どもたちからデザインを募集。
1,000作品を越える応募があったなか、すさみ町在住・下村海月さん（小学４年生）の作品が見事大
賞に選ばれました。デザイナー太田博久が実際の車体にあわせて再デザイン、2人の合作による車
体デザインが完成しました！10月上旬より約３ヶ月、紀伊半島をデザイン列車が走り抜けます。

紀州熊野応援団賞  植野優華さん（みなべ町・岩代小学校 ６年生）JR賞　深見碧さん（上富田町・岡小学校 5年生）知事賞　福永彩実さん（有田市・港小学校 4年生）

最優秀デザイン賞▶
下村海月さん（すさみ町・江住小学校 4年生）デザイン列車プロジェクト

アーティストプロフィール
太田博久（グラフィックデザイナー）
岡山県生まれ。千葉大学デザイン学科卒業後、デザイン制作会社での勤務を経て
デザイン事務所「golzopocci」を立ち上げる。2008年からフランスに移住し、化粧
品やワインラベルなどのパッケージデザインを手がける。2013年に帰国し東京を拠
点に活動、東京スカイツリー完成記念特別展「ザ・タワー展」ポスターや熊野米のロ
ゴのデザインなどを手がける。コンテンポラリーダンスフェスティバル「Dance New 
Air 2014」ではアートディレクターを務める。東京都在住。www.golzopocci.com

芳養駅 松村忠寿（現代美術家）
東京都生まれ。多摩美術大学卒業。2009,2011,2013年中之条ビエンナーレ（群馬
県）出展。2010,2011,2012,2013年、木津川アート（京都府）出展。2011年おおさ
かカンヴァスプロジェクト（大阪府）出展。2013年feel　K*MoPA（山梨県）出展。
そのほかアートプロジェクトに多数参加。千葉県在住。

紀伊田辺駅

嶋村有里子（画家）
静岡県生まれ。日本大学芸術学部美術学科絵画コース卒業。植物の無駄の無い
フォルムに魅せられ、その躍動感溢れる姿かたちを主題とした油彩画を描く。第50回
シェル美術賞 松井みどり審査員賞、2009年文化庁派遣新進芸術家海外派遣制度
によりスペイン、バルセロナにて研修。帰国後は主に東京都内のギャラリーを中心に、
個展・グループ展等で作品を発表。神奈川県在住。www.yurikoshimamura.com

朝来駅 和田さとこ（イラストレーター）
埼玉県生まれ。文化女子大学卒業。幾何学模様や図形が登場する線画を活かした
作品や動植物の絵を中心に制作を行う。ロゴ、名刺、ポスター、テキスタイル等のデ
ザイン画やグッズ制作、ボディペインティング、塗り絵ワークショップなど活動は多
岐にわたる。2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」を作曲した吉松隆60歳記念コン
サートを納めたアルバム「鳥の響展」CDデザイン画を担当。東京都在住。 
satokowada.strikingly.com

白浜駅 / 湯川駅

榊貴美（現代美術家）
和歌山県白浜町生まれ。東京造形大学大学院修了。国内外にて個展、グループ展
等多数。絵画を中心に、写真、版画、インスタレーション等、様々な媒体での作品発
表を行う。またそのようなアーティスト活動と並行し、2012年に西園政史と共にS＋
N laboratoryを結成。S+Nではワークショップを中心とした活動をはじめ多岐に
わたる活動を行う。千葉県在住。 kimisakaki.web.fc2.com

紀伊新庄駅 / 紀伊富田駅 西園政史（現代美術家）
東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院修了後、兵庫教育大学大学院連合博士課
程にて教育学を学び博士号取得。現在アーティスト兼美術教育研究者として活
動。聖徳大学兼任講師。千葉県在住。 24zono.web.fc2.com
S+N laboratory　spnlab.web.fc2.com

紀伊新庄駅 / 紀伊富田駅

木村崇人（現代美術家）
愛知県生まれ。東京藝術大学大学院博士課程修了。「地球と遊ぶ」をコンセプトに
「地球の持つ見えない力を知覚する装置」を制作し、作品を体験することで、ものご
とを情報としてではなく実感できる作品を制作。あいちトリエンナーレ2010、越後妻
有アートトリエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭、いちはらアート×ミックスに参加。
2013年には、宮崎県立美術館で個展「木村崇人と宮崎で地球と遊ぶ」を開催。山
梨県早川町在住。 www.takahitokimura.com

紀伊日置駅 溝端秀章（デザイナー / 造形作家）
和歌山県和歌山市生まれ。桑沢デザイン研究所にてデザインを学ぶ。東京、和歌山
にてビジュアルデザインをおこない、2005年に龍神村に移り住み、クラフトデザイン
を開始。2009年から独自の新聞紙彫刻をやりはじめ、野生動物をテーマに、ときお
りワークショップを開催して、こどもたちに生きものの大切さや、創造の楽しさを伝
えることに、よろこびを感じながら、創作活動を行う。田辺市龍神村在住。

周参見駅 / 太地駅

岡山キャラバン隊（空間美術）
岡山に住む創作ユニット。大神慶子（イラストレーター　www.keikooogami. 
com）、アルバンモー（ビーガン＆オーガニック料理のお弁当、ケータリング専門店。
www.erbenmu.com/）、篠原寿子（RELIEUR:ルリユール)身近に感じる”もう一
度つなげられること”を日々妄想中。今までに高知、直島、鳥取、和歌山と他県にて活
動を拡大中。www.facebook.com/okayamact?ref=hl

見老津駅 平野功二（写真家・映画監督）
長野県生まれ。1990年、渡米。ハワイ大学彫刻科卒業。ハワイを拠点に世界各地で
撮影。2010年、渡仏。ニューヨーク、ミラノ、パリ・コレクション他のファッション
ショーを撮影。広告、雑誌、テレビ、コマーシャル等の撮影を手掛ける。2012年、「平
野功二写真集 田辺祭」を出版。田辺弁慶映画祭で「田辺祭-二度目の夏-」「舞姫-
少女が神になるとき-」を上映。世界の文化や平和をテーマにした作品を撮影。フラ
ンス・パリ在住。

和深駅 / 那智駅

林憲昭（現代美術作家）
岐阜県土岐市生まれ。東京芸術大学油絵科卒業。2002年から2006年にかけてメ
キシコ、スペイン在住。和歌山県田辺市中辺路町『森のちから』AIR、小豆島
AIR2009-springを経て、2010年より和歌山県東牟婁郡串本町に移住。2012年 
eco cup japan 審査員応援賞受賞、2013年「ひかりのかたち」熊野古道なかへち
美術館。個展、グループ展国内外にて多数。串本町田並在住。

田並駅 山﨑梓（キャンドルアート）
和歌山県古座町（現串本町）生まれ。2013年Art in 龍神村、2014年8月  個展「ナ
ツイロノアカリ」／新宮市 ギャラリー＆カフェ アメリ、トルコ・日本国交樹立90周年
記念事業「友好のともしび」等、自らが制作するキャンドルを使用した舞台・空間演
出、地元の自然素材を活かした作品制作、ワークショップ等、キャンドルに特化した
活動を行う。串本町在住。liman.petit.cc

串本駅 / 橋杭岩

中西静香（版画家）
岐阜県生まれ。日本大学芸術学部卒業。水性木版画で人体や風景を織り交ぜた作
品を中心に制作を行う。東京を拠点に作品を発表している。作品収蔵先、町田市立
国際版画美術館・米国議会図書館・鹿沼市立川上澄生美術館・HOKUBU記念絵
画館・東京オペラシティギャラリー。埼玉県在住。

太地駅

廣本直子（画家）
和歌山県田辺市生まれ。武蔵野美術大学卒業。2000年田辺市の商店街空き店舗
で「もじけ展」主宰。2009年渡仏。2012年地域の人とアーティストによるプロジェク
ト「アート田辺」主宰。2014年アート田辺をさらに展開し「紀の国トレイナート
2014」を立ち上げる。東京銀座ほか個展グループ展にて作品を発表。東京・目白
「青永文庫」季刊誌挿絵連載。田辺市在住。

紀伊浦神駅

中村岳（美術家）
北海道生まれ。多摩美術大学大学院修了・絵画科油画専攻。日本建築の梁や柱の
構造を意識して作品を制作。2010年 BankART1929／横浜、木津川アート／京
都、東京バビロン／東京。2011年 コヅカアートフェスティバル／千葉、木津川アー
ト／京都、中之条ビエンナーレ／群馬。2012年 53美術館／中国、わたらせアート
プロジェクト／栃木、西宮船坂ビエンナーレ／兵庫。2013年 我孫子国際野外美術
展／千葉　中之条ビエンナーレ／群馬。千葉県在住。

三輪崎駅

番留京子（版画家）
富山県生まれ。美大の付属の中高へ入学。その後、専門学校にて版画の勉強をし1086
年創形美術学校版画科を卒業。画廊等で積極的に作品発表を始める。タイ、インドネシ
ア、中国、メキシコ等へ行き、1992年に縁あって現在の新宮市熊野川町に移住。作品の
題材を多く得る。現在は、熊野古道の語り部、熊野セラピスト、南紀熊野ジオガイド、日本
山岳ガイド協会登山ガイド等に従事しながら日々 制作中。新宮市在住。

新宮駅

広谷純弘（建築家）
和歌山県和歌山市生まれ。東京理科大学卒業。2006年株式会社アーキヴィジョン
広谷スタジオ設立。代表作に「三重県立熊野古道センター」「山荘・天の里」「レイモ
ンド長浜保育園」「東京理科大学神楽坂キャンパス化学研究棟」等がある。「アート
田辺2013」で「積木の茶室」を発表。公共建築賞・グッドデザイン賞・こども環境学
会賞等多数受賞。和歌山大学客員教授・東京理科大学非常勤講師。東京都在住。
www.archivision-hs.co.jp

湯川駅 / 紀伊浦上駅

龍山千里（学生）
神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学環境情報学部4年生。所属する加藤文俊研
究室のポスタープロジェクトの活動として2012年に田辺を訪れ、それをきっかけに
和歌山とその地で暮らす人々に惹かれる。学生時より、山や海などのドローイングを
中心に制作を続けている。シンガーソングライター関取花のアルバム「中くらいの
話」のジャケット等を担当。神奈川県在住。

紀伊佐野駅

鈴木裕範（民俗学者）
千葉県生まれ。きのくに活性化センター事務局長。元放送ジャーナリスト、放送局勤
務の時代は地域をひたすら歩き、数多くのドキュメンタリー番組を制作し発表。代表
作に「沈黙の春ー子どもが消え、そして学校が消えた」（昭和62年度芸術作品賞）ほ
か。50歳で転身。大学では紀南地域を中心に学生とフィールドワークを積み重ねて
きた。現在、和歌山大学南紀熊野サテライト客員教授。和歌山市在住。

紀の国トレイナート号 列車内   他

はっこうちゃん。（発酵研究人）
東京都生まれ。発酵現象は微生物がおりなす芸術だと感じている発酵研究人。食
への興味と、海外生活経験を通して日本の発酵文化の素晴らしさに傾倒、週末を
利用して発酵の旅や発酵の里千葉県神崎町で仲間と米や大豆の自然栽培、自家
製醤油、味噌、その他酵母を生活に取り入れて楽しんでいる。NPO法人日本自給教
室理事。東京都在住。

紀の国トレイナート号 列車内   他

加藤文俊（社会学者）
京都府生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。龍谷大学国際文化学部助教授など
を経て、現在、慶應義塾大学環境情報学部教授。2003年より「場のチカラプロジェ
クト」を主宰。学生たちとともに、全国のまちを巡りながら「キャンプ」と呼ばれるワー
クショップ型のフィールドワークを実践中。「墨東大学」（2010-2011　岡部大介・
木村健世との共同プロジェクト）、「三宅島大学」プロジェクト（2011-2013）に参画。
近著に『つながるカレー』（2014、共著）、『X-design』（2013、共著）、『キャンプ論：
あたらしいフィールドワーク』（2009）などがある。東京都在住。

紀の国トレイナート号 列車内

山本祐也（抽象画家）
和歌山県上富田町生まれ。17歳のとき師と出会い抽象絵画を始める。田辺市展奨
励賞６回。和歌山県展入選３回。新構造展入選５回（会員）。2009年このころから水
彩画も始める。2010年ギャラリーふわりにて初個展を開催。2013年書家の三栖壽
嘉子先生と[書ぷらす]コラボ展開催。2013年～2014年紀南ピースフェスタ出品。
主にローラー技法を使い作品を制作。新構造社会員。上富田町在住。

湯川駅

永井朋生（音楽家・パーカッション奏者）
静岡県生まれ。東京芸術大学修士課程修了。2004年映画 Float サウンドトラック制
作。2010年 越後妻有トリエンナーレ 出演。Deco Galeria（サンパウロ）ソロパフォー
マンス。2011年 舞台「月が一番近づいた夜」音楽担当。2013年OVE南青山ソロコン
サート。2014年オペラシティ近江楽堂ソロコンサート。インドネシア、ブラジル、フラン
ス、モロッコ、アイスランドなど世界各地でツアーを行う。東京都在住。

南部駅～新宮駅間31駅

唐口一之・美江（JAZZミュージシャン）
唐口一之（トランぺッター）広島県生まれ。高校時代JAZZを体験する。関西学院大学
を卒業する頃からJAZZ CLUBに出演し始める。1981年のNY体験と、レイ・ブラウ
ン、ハンク・ジョーンズ、ミッキー・ロッカー、オテロ・モリノー、西山 満、等との共演か
ら多くを学ぶ。2012年、CD「I Won’ｔ Dance」発売。国内外から好評を得る。唐口美
江（ピアニスト）大阪府生まれ。8才からピアノを習い始める。高校卒業後、JAZZ 
CLUBに勤め、訪れる国内外の音楽家の演奏から学ぶ。田辺市龍神村在住。

紀の国トレイナート号 列車内

湯川駅

10月26日（日）
12：15　湯川駅　プラットホーム茶会
12：23　湯川駅発
12：59　新宮駅着　乗車したまま、列車洗浄機通過体験！
14：00　普通列車 新宮駅発（南部駅方面行き）
14：26　湯川駅着　 積木の茶室 茶会
15：25　普通列車 新宮駅発（南部駅方面行き）
15：53　湯川駅着     積木の茶室 茶会
19：00~ 紀伊田辺駅
　　　　プラットホームBAR by ベトナム料理コムコム
19：34　紀伊田辺駅　紀の国トレイナート号到着式

10月26日（日） 
プラットホーム茶会
湯川駅のプラットホームから、紀の国トレイ
ナートの車窓へ、いっせいにお茶をお出しす
るプロジェクト。列車とプラットホーム、一期
一会の出会いを表現するアートとしての茶
事を、その場に居合わせたみなさんと共に。

時間　12：15　
場所　湯川駅ホーム

紀の国トレイナート号　運転時刻表
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プラットホームお茶会と、プラットホームお茶会と、
列車内ビアBARが繋ぐ 一期一会の縁列車内ビアBARが繋ぐ 一期一会の縁
プラットホームお茶会と、
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新宮駅14：00発～湯川駅14：26着／新宮駅15：25発～湯川駅15：53着の
普通列車もございます。
この他の列車やお車でお越しのお客さまもご参加頂けます。（駐車場あり）

紀伊田辺駅

◎始発終着駅　　●5分以上停車するアート鑑賞駅　　○停車駅　　→通過駅 　　　　イベントのある駅駅名

車内販売

鑑賞列車DAY

●ウッドストック
紀伊田辺駅→見老津駅
田辺市にあるイタリアンレストランのスウィーツ
部門が、トレイナート限定スウィーツを生み出
し、車内販売します。

●列車内ビアBAR 
南紀白浜ナギサビール ＋ 九十九
トレイナートのアーティストも大ファンの地
ビール、「ナギサビール」と白浜のBAR「九
十九」によるコラボレーションBAR。流れる
風景の中で特別な味をお楽しみください。

10月26日（日）

海の見える「積木の茶室」で茶会
湯川駅プラットホームに設置された積木の茶室で、海を見ながら茶事
を行います。上田宗箇流と地域のみなさんによるおもてなし。

10月26日（日） 19：00～22：00
紀伊田辺駅プラットホームBAR
byベトナム料理コムコム

紀伊田辺駅プラットホームに一日だけ
のベトナムBARが出現！駅入場券か乗
車券を見せると、お通しが付きます。

10月26日（日） 19：34
紀の国トレイナート号到着式
プラットホームBARで乾杯！ 
アーティストとスタッフ、ご来場のみなさんの
語らいの夜。

14：30～積木の茶室　第一席茶会
15：10～積木の茶室　第二席茶会
16：00～積木の茶室　第三席茶会

会費　1,500円
定員　各席 6名　要予約
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きのくに線のマリンブルーの車体に「紀伊半島の夢」をテーマに子どもたちからデザインを募集。
1,000作品を越える応募があったなか、すさみ町在住・下村海月さん（小学４年生）の作品が見事大
賞に選ばれました。デザイナー太田博久が実際の車体にあわせて再デザイン、2人の合作による車
体デザインが完成しました！10月上旬より約３ヶ月、紀伊半島をデザイン列車が走り抜けます。

紀州熊野応援団賞  植野優華さん（みなべ町・岩代小学校 ６年生）JR賞　深見碧さん（上富田町・岡小学校 5年生）知事賞　福永彩実さん（有田市・港小学校 4年生）

最優秀デザイン賞▶
下村海月さん（すさみ町・江住小学校 4年生）デザイン列車プロジェクト

アーティストプロフィール
太田博久（グラフィックデザイナー）
岡山県生まれ。千葉大学デザイン学科卒業後、デザイン制作会社での勤務を経て
デザイン事務所「golzopocci」を立ち上げる。2008年からフランスに移住し、化粧
品やワインラベルなどのパッケージデザインを手がける。2013年に帰国し東京を拠
点に活動、東京スカイツリー完成記念特別展「ザ・タワー展」ポスターや熊野米のロ
ゴのデザインなどを手がける。コンテンポラリーダンスフェスティバル「Dance New 
Air 2014」ではアートディレクターを務める。東京都在住。www.golzopocci.com

芳養駅 松村忠寿（現代美術家）
東京都生まれ。多摩美術大学卒業。2009,2011,2013年中之条ビエンナーレ（群馬
県）出展。2010,2011,2012,2013年、木津川アート（京都府）出展。2011年おおさ
かカンヴァスプロジェクト（大阪府）出展。2013年feel　K*MoPA（山梨県）出展。
そのほかアートプロジェクトに多数参加。千葉県在住。

紀伊田辺駅

嶋村有里子（画家）
静岡県生まれ。日本大学芸術学部美術学科絵画コース卒業。植物の無駄の無い
フォルムに魅せられ、その躍動感溢れる姿かたちを主題とした油彩画を描く。第50回
シェル美術賞 松井みどり審査員賞、2009年文化庁派遣新進芸術家海外派遣制度
によりスペイン、バルセロナにて研修。帰国後は主に東京都内のギャラリーを中心に、
個展・グループ展等で作品を発表。神奈川県在住。www.yurikoshimamura.com

朝来駅 和田さとこ（イラストレーター）
埼玉県生まれ。文化女子大学卒業。幾何学模様や図形が登場する線画を活かした
作品や動植物の絵を中心に制作を行う。ロゴ、名刺、ポスター、テキスタイル等のデ
ザイン画やグッズ制作、ボディペインティング、塗り絵ワークショップなど活動は多
岐にわたる。2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」を作曲した吉松隆60歳記念コン
サートを納めたアルバム「鳥の響展」CDデザイン画を担当。東京都在住。 
satokowada.strikingly.com

白浜駅 / 湯川駅

榊貴美（現代美術家）
和歌山県白浜町生まれ。東京造形大学大学院修了。国内外にて個展、グループ展
等多数。絵画を中心に、写真、版画、インスタレーション等、様々な媒体での作品発
表を行う。またそのようなアーティスト活動と並行し、2012年に西園政史と共にS＋
N laboratoryを結成。S+Nではワークショップを中心とした活動をはじめ多岐に
わたる活動を行う。千葉県在住。 kimisakaki.web.fc2.com

紀伊新庄駅 / 紀伊富田駅 西園政史（現代美術家）
東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院修了後、兵庫教育大学大学院連合博士課
程にて教育学を学び博士号取得。現在アーティスト兼美術教育研究者として活
動。聖徳大学兼任講師。千葉県在住。 24zono.web.fc2.com
S+N laboratory　spnlab.web.fc2.com

紀伊新庄駅 / 紀伊富田駅

木村崇人（現代美術家）
愛知県生まれ。東京藝術大学大学院博士課程修了。「地球と遊ぶ」をコンセプトに
「地球の持つ見えない力を知覚する装置」を制作し、作品を体験することで、ものご
とを情報としてではなく実感できる作品を制作。あいちトリエンナーレ2010、越後妻
有アートトリエンナーレ、瀬戸内国際芸術祭、いちはらアート×ミックスに参加。
2013年には、宮崎県立美術館で個展「木村崇人と宮崎で地球と遊ぶ」を開催。山
梨県早川町在住。 www.takahitokimura.com

紀伊日置駅 溝端秀章（デザイナー / 造形作家）
和歌山県和歌山市生まれ。桑沢デザイン研究所にてデザインを学ぶ。東京、和歌山
にてビジュアルデザインをおこない、2005年に龍神村に移り住み、クラフトデザイン
を開始。2009年から独自の新聞紙彫刻をやりはじめ、野生動物をテーマに、ときお
りワークショップを開催して、こどもたちに生きものの大切さや、創造の楽しさを伝
えることに、よろこびを感じながら、創作活動を行う。田辺市龍神村在住。

周参見駅 / 太地駅

岡山キャラバン隊（空間美術）
岡山に住む創作ユニット。大神慶子（イラストレーター　www.keikooogami. 
com）、アルバンモー（ビーガン＆オーガニック料理のお弁当、ケータリング専門店。
www.erbenmu.com/）、篠原寿子（RELIEUR:ルリユール)身近に感じる”もう一
度つなげられること”を日々妄想中。今までに高知、直島、鳥取、和歌山と他県にて活
動を拡大中。www.facebook.com/okayamact?ref=hl

見老津駅 平野功二（写真家・映画監督）
長野県生まれ。1990年、渡米。ハワイ大学彫刻科卒業。ハワイを拠点に世界各地で
撮影。2010年、渡仏。ニューヨーク、ミラノ、パリ・コレクション他のファッション
ショーを撮影。広告、雑誌、テレビ、コマーシャル等の撮影を手掛ける。2012年、「平
野功二写真集 田辺祭」を出版。田辺弁慶映画祭で「田辺祭-二度目の夏-」「舞姫-
少女が神になるとき-」を上映。世界の文化や平和をテーマにした作品を撮影。フラ
ンス・パリ在住。

和深駅 / 那智駅

林憲昭（現代美術作家）
岐阜県土岐市生まれ。東京芸術大学油絵科卒業。2002年から2006年にかけてメ
キシコ、スペイン在住。和歌山県田辺市中辺路町『森のちから』AIR、小豆島
AIR2009-springを経て、2010年より和歌山県東牟婁郡串本町に移住。2012年 
eco cup japan 審査員応援賞受賞、2013年「ひかりのかたち」熊野古道なかへち
美術館。個展、グループ展国内外にて多数。串本町田並在住。

田並駅 山﨑梓（キャンドルアート）
和歌山県古座町（現串本町）生まれ。2013年Art in 龍神村、2014年8月  個展「ナ
ツイロノアカリ」／新宮市 ギャラリー＆カフェ アメリ、トルコ・日本国交樹立90周年
記念事業「友好のともしび」等、自らが制作するキャンドルを使用した舞台・空間演
出、地元の自然素材を活かした作品制作、ワークショップ等、キャンドルに特化した
活動を行う。串本町在住。liman.petit.cc

串本駅 / 橋杭岩

中西静香（版画家）
岐阜県生まれ。日本大学芸術学部卒業。水性木版画で人体や風景を織り交ぜた作
品を中心に制作を行う。東京を拠点に作品を発表している。作品収蔵先、町田市立
国際版画美術館・米国議会図書館・鹿沼市立川上澄生美術館・HOKUBU記念絵
画館・東京オペラシティギャラリー。埼玉県在住。

太地駅

廣本直子（画家）
和歌山県田辺市生まれ。武蔵野美術大学卒業。2000年田辺市の商店街空き店舗
で「もじけ展」主宰。2009年渡仏。2012年地域の人とアーティストによるプロジェク
ト「アート田辺」主宰。2014年アート田辺をさらに展開し「紀の国トレイナート
2014」を立ち上げる。東京銀座ほか個展グループ展にて作品を発表。東京・目白
「青永文庫」季刊誌挿絵連載。田辺市在住。

紀伊浦神駅

中村岳（美術家）
北海道生まれ。多摩美術大学大学院修了・絵画科油画専攻。日本建築の梁や柱の
構造を意識して作品を制作。2010年 BankART1929／横浜、木津川アート／京
都、東京バビロン／東京。2011年 コヅカアートフェスティバル／千葉、木津川アー
ト／京都、中之条ビエンナーレ／群馬。2012年 53美術館／中国、わたらせアート
プロジェクト／栃木、西宮船坂ビエンナーレ／兵庫。2013年 我孫子国際野外美術
展／千葉　中之条ビエンナーレ／群馬。千葉県在住。

三輪崎駅

番留京子（版画家）
富山県生まれ。美大の付属の中高へ入学。その後、専門学校にて版画の勉強をし1086
年創形美術学校版画科を卒業。画廊等で積極的に作品発表を始める。タイ、インドネシ
ア、中国、メキシコ等へ行き、1992年に縁あって現在の新宮市熊野川町に移住。作品の
題材を多く得る。現在は、熊野古道の語り部、熊野セラピスト、南紀熊野ジオガイド、日本
山岳ガイド協会登山ガイド等に従事しながら日々 制作中。新宮市在住。

新宮駅

広谷純弘（建築家）
和歌山県和歌山市生まれ。東京理科大学卒業。2006年株式会社アーキヴィジョン
広谷スタジオ設立。代表作に「三重県立熊野古道センター」「山荘・天の里」「レイモ
ンド長浜保育園」「東京理科大学神楽坂キャンパス化学研究棟」等がある。「アート
田辺2013」で「積木の茶室」を発表。公共建築賞・グッドデザイン賞・こども環境学
会賞等多数受賞。和歌山大学客員教授・東京理科大学非常勤講師。東京都在住。
www.archivision-hs.co.jp

湯川駅 / 紀伊浦上駅

龍山千里（学生）
神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学環境情報学部4年生。所属する加藤文俊研
究室のポスタープロジェクトの活動として2012年に田辺を訪れ、それをきっかけに
和歌山とその地で暮らす人々に惹かれる。学生時より、山や海などのドローイングを
中心に制作を続けている。シンガーソングライター関取花のアルバム「中くらいの
話」のジャケット等を担当。神奈川県在住。

紀伊佐野駅

鈴木裕範（民俗学者）
千葉県生まれ。きのくに活性化センター事務局長。元放送ジャーナリスト、放送局勤
務の時代は地域をひたすら歩き、数多くのドキュメンタリー番組を制作し発表。代表
作に「沈黙の春ー子どもが消え、そして学校が消えた」（昭和62年度芸術作品賞）ほ
か。50歳で転身。大学では紀南地域を中心に学生とフィールドワークを積み重ねて
きた。現在、和歌山大学南紀熊野サテライト客員教授。和歌山市在住。

紀の国トレイナート号 列車内   他

はっこうちゃん。（発酵研究人）
東京都生まれ。発酵現象は微生物がおりなす芸術だと感じている発酵研究人。食
への興味と、海外生活経験を通して日本の発酵文化の素晴らしさに傾倒、週末を
利用して発酵の旅や発酵の里千葉県神崎町で仲間と米や大豆の自然栽培、自家
製醤油、味噌、その他酵母を生活に取り入れて楽しんでいる。NPO法人日本自給教
室理事。東京都在住。

紀の国トレイナート号 列車内   他

加藤文俊（社会学者）
京都府生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。龍谷大学国際文化学部助教授など
を経て、現在、慶應義塾大学環境情報学部教授。2003年より「場のチカラプロジェ
クト」を主宰。学生たちとともに、全国のまちを巡りながら「キャンプ」と呼ばれるワー
クショップ型のフィールドワークを実践中。「墨東大学」（2010-2011　岡部大介・
木村健世との共同プロジェクト）、「三宅島大学」プロジェクト（2011-2013）に参画。
近著に『つながるカレー』（2014、共著）、『X-design』（2013、共著）、『キャンプ論：
あたらしいフィールドワーク』（2009）などがある。東京都在住。

紀の国トレイナート号 列車内

山本祐也（抽象画家）
和歌山県上富田町生まれ。17歳のとき師と出会い抽象絵画を始める。田辺市展奨
励賞６回。和歌山県展入選３回。新構造展入選５回（会員）。2009年このころから水
彩画も始める。2010年ギャラリーふわりにて初個展を開催。2013年書家の三栖壽
嘉子先生と[書ぷらす]コラボ展開催。2013年～2014年紀南ピースフェスタ出品。
主にローラー技法を使い作品を制作。新構造社会員。上富田町在住。

湯川駅

永井朋生（音楽家・パーカッション奏者）
静岡県生まれ。東京芸術大学修士課程修了。2004年映画 Float サウンドトラック制
作。2010年 越後妻有トリエンナーレ 出演。Deco Galeria（サンパウロ）ソロパフォー
マンス。2011年 舞台「月が一番近づいた夜」音楽担当。2013年OVE南青山ソロコン
サート。2014年オペラシティ近江楽堂ソロコンサート。インドネシア、ブラジル、フラン
ス、モロッコ、アイスランドなど世界各地でツアーを行う。東京都在住。

南部駅～新宮駅間31駅

唐口一之・美江（JAZZミュージシャン）
唐口一之（トランぺッター）広島県生まれ。高校時代JAZZを体験する。関西学院大学
を卒業する頃からJAZZ CLUBに出演し始める。1981年のNY体験と、レイ・ブラウ
ン、ハンク・ジョーンズ、ミッキー・ロッカー、オテロ・モリノー、西山 満、等との共演か
ら多くを学ぶ。2012年、CD「I Won’ｔ Dance」発売。国内外から好評を得る。唐口美
江（ピアニスト）大阪府生まれ。8才からピアノを習い始める。高校卒業後、JAZZ 
CLUBに勤め、訪れる国内外の音楽家の演奏から学ぶ。田辺市龍神村在住。

紀の国トレイナート号 列車内

湯川駅

10月26日（日）
12：15　湯川駅　プラットホーム茶会
12：23　湯川駅発
12：59　新宮駅着　乗車したまま、列車洗浄機通過体験！
14：00　普通列車 新宮駅発（南部駅方面行き）
14：26　湯川駅着　 積木の茶室 茶会
15：25　普通列車 新宮駅発（南部駅方面行き）
15：53　湯川駅着     積木の茶室 茶会
19：00~ 紀伊田辺駅
　　　　プラットホームBAR by ベトナム料理コムコム
19：34　紀伊田辺駅　紀の国トレイナート号到着式

10月26日（日） 
プラットホーム茶会
湯川駅のプラットホームから、紀の国トレイ
ナートの車窓へ、いっせいにお茶をお出しす
るプロジェクト。列車とプラットホーム、一期
一会の出会いを表現するアートとしての茶
事を、その場に居合わせたみなさんと共に。

時間　12：15　
場所　湯川駅ホーム

紀の国トレイナート号　運転時刻表
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新宮駅14：00発～湯川駅14：26着／新宮駅15：25発～湯川駅15：53着の
普通列車もございます。
この他の列車やお車でお越しのお客さまもご参加頂けます。（駐車場あり）

紀伊田辺駅

◎始発終着駅　　●5分以上停車するアート鑑賞駅　　○停車駅　　→通過駅 　　　　イベントのある駅駅名

車内販売

鑑賞列車DAY

●ウッドストック
紀伊田辺駅→見老津駅
田辺市にあるイタリアンレストランのスウィーツ
部門が、トレイナート限定スウィーツを生み出
し、車内販売します。

●列車内ビアBAR 
南紀白浜ナギサビール ＋ 九十九
トレイナートのアーティストも大ファンの地
ビール、「ナギサビール」と白浜のBAR「九
十九」によるコラボレーションBAR。流れる
風景の中で特別な味をお楽しみください。

10月26日（日）

海の見える「積木の茶室」で茶会
湯川駅プラットホームに設置された積木の茶室で、海を見ながら茶事
を行います。上田宗箇流と地域のみなさんによるおもてなし。

10月26日（日） 19：00～22：00
紀伊田辺駅プラットホームBAR
byベトナム料理コムコム

紀伊田辺駅プラットホームに一日だけ
のベトナムBARが出現！駅入場券か乗
車券を見せると、お通しが付きます。

10月26日（日） 19：34
紀の国トレイナート号到着式
プラットホームBARで乾杯！ 
アーティストとスタッフ、ご来場のみなさんの
語らいの夜。

14：30～積木の茶室　第一席茶会
15：10～積木の茶室　第二席茶会
16：00～積木の茶室　第三席茶会

会費　1,500円
定員　各席 6名　要予約
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10月17日～26日
スタンプラリー
『紀の国トレイナート号』に乗ってアートスタンプを集めよう！南部
駅、紀伊田辺駅、紀伊新庄駅、白浜駅、串本駅、湯川駅、新宮駅、
７つの駅舎にあるスタンプを集めて景品をもらおう！台紙は駅構
内で配布。無料。10/24（金）、25（土）は列車内や駅舎に「うりキッ
ズ」のゲリラスタンプが出没！会えたら体にスタンプを！
無料（一部有料）
「うりキッズ」ごく普通のママたちが日常にちりばめられた面白い
事を拾い集めてかたちにするユニット。

10月上旬～
「バイオネスト」有機物アート　紀伊田辺駅構内
造園家・山本紀久と「石とみどり株式会社橘」（田辺市）と地域の
子どもたちによる有機的オブジェ。紀伊田辺駅1番ホーム横の
花壇をご注目ください！

10月15日～25日     AR-Trip   駅舎の謎を解き明かせ！
6つの駅に隠された暗号を見つけてスマホで読み込み、秘密の言葉を手に入れよう！お手持ち
のスマートフォンにアプリをダウンロードしてご参加頂けます。詳しい遊び方は南部駅～新宮
駅間の有人駅で無料配布する「AR-Tripマガジン」をご覧ください。秘密の言葉を手に入れた
人は、10/25（土）に開催するナチュラルカフェ（田辺駅前商店街）で景品がもらえます。
問い合わせ　050-3672-1288 （一般社団法人グリーンエデュケーション）

紀の国トレイナート応援企画

アクセスガイド
紀伊田辺駅付近には1日
最大500円の駐車場があ

ります。詳しくは紀伊田辺駅舎
隣の田辺市観光センターでお
尋ねください。

 080-9476-6390 / 0739-22-5064（田辺商工会議所内・紀の国トレイナート事務局）
紀の国トレイナート実行委員会　　【統括プロデュース】　もじけハウス・プロジェクト

　　　　／田辺市駅前商店街振興組合／紀乃国工芸社／磯崎塗装／（株）ゼネラルステッカー／イルカふれあい事業実行委員会／太地町立くじらの博物館／（株）山長商店／

ギャラリー中村／みなべ梅干組合／ぷらむ工房／岩橋昭／プラムガーデン オカハタ

公益財団法人大桑教育文化振興財団／NPO紀州熊野応援団／田辺ロータリークラブ
　　　　　　　 ／　　　　　　　   ／廣本喜亮／   　　　　  株式会社 濱田
龍神自動車（株）／中田食品（株）／カナセ工業（株）／長嶋雄一クリニック／岩橋修／（株）タチバナ／（株）山長商店／紀陽銀行田辺支店／多田稔子／
小幡形成外科医院／梅香本舗
丸長水産（株）／（株）アムズエナジー／（株）濵本組／（有）カトウ／（有）自治会印刷所／田辺ホンダ販売（株）／オフィスメイト（株）／プラムガーデン オカハタ／（株）モリカワ／
白浜ガス（株）／C＋（シータス）／（有）福亀堂 ／（株）ちひろ／（株）しんか総合コンサルティング
和歌山県／みなべ町／田辺市／白浜町／上富田町／すさみ町／串本町／太地町／那智勝浦町／新宮市／和歌山県教育委員会／田辺市教育委員会／田辺市熊野
ツーリズムビューロー／紀伊民報／FM TANABE／田辺商工会議所／すさみ町観光協会
本事業は、平成26年度和歌山県地域・ひと・まちづくり補助事業を受けています。

【主　　催】

【協　　力】

【特別協賛】

【協　　賛】

【後　　援】

　　

JRをご利用の場合
京都・新大阪・天王寺から（JRきのくに線）
→南部駅～開催路線区間へ

名古屋から（JR東海紀勢本線）
→新宮駅～開催路線区間へ

紀の国トレイナート号は普通運賃のみでどなたでも
ご乗車頂けます。どの駅からでも乗車OK! 気になる

駅で途中下車して駅舎アートを見学し、再び別の列車で
移動することも。
きっぷは100kmを超える乗車券をお求め頂くと途中下車
ができます。
※「途中下車」とは、旅行途中（乗車券の区間内）の駅でいったん改札口の外に出ることを
いいます。乗車券は、後戻りしない限り何回でも途中下車することができます。（例外あり）

紀伊田辺駅、白浜駅、串
本駅、那智勝浦駅、新宮

駅にはレンタカーもあります。
車や、通常ダイヤと組み合わせ
て、自由にアートの旅のプランを
たててください。

交通機関のご案内

飛行機をご利用の場合
東京・羽田空港→南紀白浜空港→白浜駅へ
タクシーまたはバス約10～20分

お車をご利用の場合
大阪方面（阪和自動車道）から、
みなべI.C   南紀田辺I.C→開催路線区間へ
名古屋方面（東名阪・伊勢自動車道・紀勢自動車道）から、
熊野大泊I.Cを降り、国道42号→開催路線区間へ

高速バスをご利用の場合
東京・京都・大阪・和歌山から
紀伊田辺駅前下車→開催路線区間へ
東京・名古屋・三重から
新宮駅前下車→開催路線区間へ

和歌山県

関西空港

和歌山

南紀白浜空港

新宮駅南紀田辺I.C

開催路線区間

みなべI.C

南部駅

天王寺

紀の国トレイナート期間中、
お得な割引きっぷが発売！
（ご利用期間 9月13日～12月14日）

京阪神から特急くろしお往復に3日間和歌山
県内のJR乗り放題（特急・普通列車普通
車自由席）がセットになったお得な切符があ
ります。例えば大阪市内からだと7,500円！
子どもは一律2,000円（申し込みは2名様
以上前日まで。子どものみの利用はできま
せん）主要駅からの駅レンタカーは24時間
2,060円でご利用頂けます。その他山陽・
北陸・九州エリア発もあります。
詳しくは「わかやまフリーパス」で検索を！

ご予約
問い合わせ




