2016年6月1日
Get湯！

【イベント告知／ご取材のお願い】
報道関係各位

Get湯！
-銭湯ニュースタイル文化で極楽キメろ！-

〜物欲編〜世界初！アーティストによる銭湯グッズ専門店〜at.VOU
〜入浴編〜銭湯入浴&銭湯体感型イベントat.サウナの梅湯

銭湯という古き良き文化と新しいカルチャーの発信の場として新感覚で銭湯を体感するイベント
【日時】 2016年6月3日（金）-2016年6月12日（日）15:30-23:00（サウナの梅湯）16:00-22:00（VOU）
【場所】 VOU/棒、サウナの梅湯にて実施 【WEB】 http://www.getyuuuu.com/

Get湯！は、日本文化を代表する古都京都・古くから銭湯文化のメッカである京都にて、6/3(金)-6/12(日)
古き良き銭湯文化と新しいカルチャー表現の発信を目的に、VOU/棒（京都）・サウナの梅湯（京都）にて、
イベント「Get湯！」を開催します。VOU/棒にて世界初の銭湯グッズ専門店を期間限定オープン。デザイ
ナー、陶芸家、写真家、DJ、ミュージシャン、アイドル etc… 様々な分野のアーティスト達が制作したオリ
ジナルの銭湯グッズを販売・展示。そして、その銭湯グッズを実際にサウナの梅湯にて銭湯に入浴し体感。ま
た、銭湯ライブ、銭湯番台、銭湯窯場見学、銭湯風呂掃除体験などのイベントを実施。
これらを通して、「銭湯ニュースタイル文化」を極楽体験することができるイベントです。

【Get湯！企画趣旨】
銭を払えば万人を受け入れる風呂がある、文字通り「銭湯」である。
地中から湧き出た温泉ではなく、水からわざわざ沸かして湯をつくり、それを商売にしている。
このクレイジーな発想には、先立って需要がある。
それは誰もが知っている、入浴という極楽！
銭湯は、日常の中にある非日常な存在として、至福の時間と空間を提供してくれる。
そんな銭湯への感謝の思いと、銭湯の良さを多くの人に体感してもらいたいという思いから
「Get湯！」は発足しました。
Get湯！は、デザイナー、陶芸家、写真家、DJ、ミュージシャン、アイドル etc…
様々な分野のアーティスト達で構成されています。
但し、皆に共通している事があります。それは「クリエイティブである」という事と「銭湯好きである」という事。
この二つをミックスして、銭湯という名の元に、新たなコミュニケーションやカルチャーを生み出します。
期間中は、“物欲編”として、アーティスト達が制作した銭湯グッズの専門店を四条烏丸のVOUに置き、
五条木屋町のサウナの梅湯を“入浴編”の本拠地として、連携してイベントを起していきます。
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「Get湯！」イベント開催概要
■主催 ：Get湯！（主催者：VOU/棒、サウナの梅湯、ナイス湯）■WEB ：http://www.getyuuuu.com/
■日時 ：2016年6月3日（金）-2016年6月12日（日）15:30-23:00（サウナの梅湯）16:00-22:00（VOU）
■場所 ： VOU/棒（京都）・サウナの梅湯（京都）
■参加費 ：「VOU/棒」無料（申し込み不要）「サウナの梅湯」入浴料大人（中高生以上）430円、中人（小学生）150
円、小人（乳幼児）60円

① 〜物欲編〜 at.VOU
-アーティストによる銭湯グッズ専門店-・-湊三次郎の銭湯古道具コレクション展示-・-伊波英里制作「祝茉莉ちゃん
特大『おゆzine』パネル」展示6/3(金)-6/12(日)16:00-22:00＠VOU ※水・木曜日定休日
VOUの和室ギャラリーに世界初の銭湯グッズ専門店が期間限定オープン。デザイ
ナー、ファッション、陶芸家、写真家、ミュージシャン、アイドルなどの様々なアー
ティストが創り出すニュースタイルの銭湯グッズ販売・作品展示、Get湯！オリジナ
ルグッズも販売。VOUの一階では、伊波英里制作の「祝茉莉ちゃん特大『おゆ
zine』パネル」展示。二階では、若手銭湯活家である湊三次郎による銭湯古道具
コレクション展示も開催します。VOU銭湯グッズ専門店で銭湯のニュースタイル文
化を楽しめ！
〜入浴編〜 at.サウナの梅湯
-銭湯極楽入浴6/3(金)-6/12(日)15:30-23:00＠サウナの梅湯 ※木曜日定休日
入浴料大人（中高生以上）430円、中人（小学生）150円、小人（乳幼児）60円。サ
ウナの梅湯にて銭湯入浴を極楽体験。実際に、VOU銭湯グッズ専門店で購入した
銭湯グッズをこのサウナの梅湯で銭湯に入って銭湯文化を極楽体験することが出
来ます。「Get湯！」番頭オリジナルブレンド薬湯、極楽銭湯風呂掃除体験、極楽
銭湯釜場見学などのイベントも随時実施します。銭湯グッズを身に付けて、銭湯
のニュースタイル文化を肌で体感。極楽キメろ！
③オープニング風呂
-MJ-MICHI6/3(金)17:00-19:00＠サウナの梅湯
Get湯！オープニングパーティー改め、オープニング風呂イベント！こちらを飾るのは、
関西エリアのクラブシーンで活動する、銭湯好きDJ、MJ-MICHIによる湯ミックスプレイ。
湯に浸かりながらサウンドに身体と心を踊らせる。銭湯の極楽ニュースタイルを味わう
ことができます。参加無料どなたでもご参加出来ます。

④Get湯！クロージング風呂イベント！
-祝茉莉ちゃん出張番台〜祝茉莉×伊波英里×ぺ〜どろり〜オリジナル銭湯番台作務衣初公開〜6/11(土) 18:00-22:00・6/12(日) 19:00-22:00＠サウナの梅湯
銭湯あいどる・ミスiD2015選出で東京の昭和浴場で番台も勤める祝茉莉ちゃんが今回、＠サウ
ナの梅湯にて出張番台を行います。このイベントのために制作される祝茉莉ちゃん着用のオリ
ジナル銭湯番台作務衣は、『おゆzine』制作のグラフィックアーティストである伊波英里デザイン
のテキスタイルを用い、舞台/日常の衣を繕い祝ぐ「ぺ〜どろり〜の」ひのあゆみによる衣装製
作。祝茉莉×伊波英里×ぺ〜どろり〜のによるオリジナル銭湯番台作務衣初公開になります。

⑤-祝茉莉ちゃん『おゆzine』サイン会&チェキ撮影会『おゆzine』サイン会&チェキ撮影会
6/12(日)16:00-18:00＠VOU・19:00-22:00＠サウナの梅湯
銭湯あいどる・ミスiD2015選出の祝茉莉ちゃんによる『おゆzine』サイン会&チェキ撮影会を＠
VOU＠サウナの梅湯にて開催。
※VOUにて『おゆzine』購入者・持参の方には、＠VOUまたは＠サウナの梅湯にて、祝茉莉ちゃ
んがいる時間帯にサイン会&チェキ撮影を行うことができます。
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⑥ Get湯！オリジナル薬湯＠サウナの梅湯

⑦極楽銭湯風呂掃除体験
6/3.4.5.6.7.10.11.開催 23時集合-24時10分終了
※受付にていつでも予約＠サウナの梅湯
銭湯に欠かすことができない毎日の風呂掃除。
風呂掃除で銭湯の１日が終わり、そしてまた銭
湯の１日がここから始まる。そんな銭湯の基本、
お風呂屋さんの裏方作業、人生で一度はやって
みたい風呂掃除が体験できます。Get湯！開催
期間中、上記の日程日時で開催します。参加費
無料どなたでもご参加出来ます。ご予約の方は、
サウナの梅湯受付にてお声かけください。先着４
名程度。

6/3(金)-6/12(日)15:30-23:00
＠サウナの梅湯 ※木曜日定休日
Get湯！オリジナル薬湯を日替わりでご提供
します。Get湯！のために梅湯番頭 湊三次郎
がブレンドしたオリジナル薬湯。例えば、ヒア
ルロン酸×グレープフルーツ、香花水×スッ
キリ酵素 など、既存の入浴剤をミックスさせ
てしまいます！

⑧極楽銭湯釜場見学

⑨Get湯！スタンプラリーイベント
6/3(金)-6/12(日)※イベント開催期間中
@VOU @サウナの梅湯
※スタンプを集めた方には「Get湯！お風呂で貼
れるステッカー」プレゼント！
Get湯！イベント開催期間中、VOU・サウナの梅
湯それぞれの店舗に来場していただいた方には、
フライヤーに記載されているスタンプ箇所にGet
湯！オリジナルスタンプを押します。両店舗にて
スタンプを押してくださった方には、Get湯！オリ
ジナルお風呂で貼れるステッカーをプレゼントし
ます。Get湯！スタンプラリーイベント限定特典と
なります。※数に限りがございます。

随時見学可能※受付にてひと声
＠サウナの梅湯
江戸時代から２１世紀まで、銭湯といえば、薪
沸かし！！
今もなおオールドスタイルを貫く梅湯の釜場
を公開します。ほっこりを生み出すその裏方
はいったいどんなんか見てください！番頭が
銭湯の裏方作業についてお教えします！参
加無料、受付はサウナの梅湯受付にて。５分
程度の見学なので、お気軽にお声かけくださ
い。

⑩VOU⇄サウナの梅湯横断Get湯！オリジナル無料レンタサイクル
（設置場所：@VOU @サウナの梅湯）
VOUとサウナの梅湯。両店舗の行き来を快適
にするGet湯！オリジナル無料レンタサイクル
サービス。台数に限りがございますので、最初
にご利用していただく方から優先的にご利用し
ていただくカタチとなります。予めご了承ください。

参加アーティスト一覧

『伊波英里』

『祝茉莉』

『ぺーどろりーの』

『銭湯民族』

グラフィックをメインに、映像や
プロダクトを制作している。
http://eriinami.com/

【産】新潟県。新潟の立派
な山と実家のおいしいお米で
育つ。【好】銭湯、お米、服、
撮られること【夢】お湯屋を
経営、 いいおばあちゃんにな
ること【現】東京中野昭和浴
場番頭。モデル
http://twitter.com/syu
kumari

現世のヒメらへさきはえゆくべ
く観すえた衣景色を可視化
します◎黄色い肌身に寄せ
玉衣を縫い なりわい いとな
む体現活動。踊りだしたい
着心地で身体と眺めの双方
善くなる福の販売。古代な
未来の現代和装を思索中。
https://sites.google.co
m/site/hinoayumi/

銭湯(公衆浴場)をモチーフに
したあらゆる創作活動
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『MJ-MICHI』

『DAISAK』

『染谷聡』

多感な青春時代にブラックカ
ルチャー(音楽やファッション)
から大きな影響を受け それ
を動機に自らもDJを志すよう
になる。 京都を活動拠点に
日本を代表するHIPHOP
メッカ大阪でも活動中。
https://twitter.com/mj
23michi

地球には様々な刺激が溢
れている。SF映画、おもちゃ
など、それらを参考に陶芸と
イラストを用いて新たな刺激
物を制作している。
http://daisakceramic.tumblr.com/

ふだんは漆作家として活
動。 風呂好きがこうじ
て参加。 今回はあそび
をテーマに、ありそうで
なかった、いや、なくて
もよかった、ようなお風
呂ものを展示。

『VOU 川良謙太』

『藤田美智 / Fujita
Misato』

『SPIRAL WAY』

『サウナの梅湯 湊三次郎』

６０分、２４時間、３６５日・・・決
められたサイクルの中で繰り返す時間
は「CIRCLE 円」を描く。日々のなか
に変化を求める人たちは、円を飛び出
し「SPIRAL 螺旋」を描いていく。
「SPIRAL 螺旋」な生き方
SPIRAL WAY 移り変わる空の色や
水面と空の境界の色など目にした色を
布に染み込ませ、毎日のどこかに見た
形を重ねる。記憶の中の情景が布に
なって、大切なものを持ち運ぶ。 安藤
隆一郎と稲垣萌子によるテキスタイル
ユニット。２０１４年より京都を拠点
に活動を行っている。
http://www.spiralway.net/

サウナの梅湯店主-銭湯活動家廃
業寸前の銭湯が復活！？ 銭湯カ
ルチャーの発信地らしく、常連さんか
らビギナーまで色んなお客さんがごっ
た返し！実験的なイベントも行われ
ています。ひとまず、梅湯で極楽キメ
てくださいな♨
https://twitter.com/37sanjir
o10?lang=ja

『藤内佑季奈（ふじうち ゆき
な）』
木版画を使った銭湯グッズ、
作品を制作。唯々「銭湯が好
きだ！」という気持ちだけで動
いています。ゆきなの「ゆ」 お
湯の「ゆ」

VOU/棒京都、四条烏丸の
路地裏で密かに営業してい
るショップ&ギャラリー店主。
全国各地のアーティスト達が
制作した作品や商品を中心
にセレクトし、VOUレーベル
のオリジナルグッズも展開して
いる。
http://voukyoto.com/

Ceramic ArtistWorks in
Kyoto,Japan京都西院にある長屋
アトリエにて主に人、動物をモチーフに
器やオブジェを制作。…「食卓にファン
タジーをひとつのせましょう」と歌う歌が
ある。日常の中の非日常。日常の中
にふわっと妄想や ふふふが生まれるも
のをつくれたら。
http://t.misatofujita.com/

『大江志織』

『TASOE』

『ナイス湯-ヨコスカケイスケ』

石塚源太

いきものたちが魅せるふとした瞬間、日
常の中の「一瞬」のフォルムを切り取る
ように、土をひねり、線をつなぎ、少し
ずつ少しずつ積み上げながら、心地よ
い「かたち」を探している。
http://shop.oribeminoyaki.com/products/list.ph
p?transactionid=00e3749983
2d91588fee33b30751d72e5a
c32463&mode=search&make
r_id=14

日常の中で気になること、お
もしろいと思った出来事やモ
チーフをもとにオリジナルデザ
インのテキスタイルを作り、雑
貨の展開をしています。
http://irodama.tumblr
.com/

とにかく「ナイス湯タオル」を配
り続けています。世代とゆとカ
ルチャー。ユートピア。
http://naiceyouyu.tum
blr.com/

京都市で生まれ育った「シ
ティーガール」の祖母を持ち、
幼少期より「おふろやはん」の
呼び名で銭湯に慣れ親しむ。
銭湯を選ぶ時の決め手は、サ
ウナと水風呂。ミストサウナを
好む。
http://gentaishizuka.co
m/
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『廣田碧 / Midori Hirota』
看板屋「看太郎」、グラフィック
デザイナー デザイン事務所でデザ
イナーとして活動後、看板屋へと
転身。看板の製作を主軸に、ブラ
ンドやイベント・展示などのロ
ゴ・ツールのデザインを行う。手
書きのレタリングやドローイング、
グラフィックといった平面のデザ
インを、電飾や看板など、さまざ
まな素材・媒体を用いた空間のデ
ザインへと展開している。
Get湯！ビジュアルデザインを担当。

ACCESS

1.VOU/棒
16:00-22:00 定休日 水・木曜日
600-8091 京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町47-12
075-744-6557 info@voukyoto.com

2.サウナの梅湯
15:30-23:00 定休日 木曜日
600-8115 京都市下京区木屋町通上ノ口上ル岩滝町175
075-351-2681
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Get湯！主催者
＜ VOU/棒-川良謙太 プロフィール＞
京都、四条烏丸の路地裏で密かに営業しているショップ&ギャラリー。 全国各地のアーティスト達が制作した
作品や商品を中心にセレクトし、VOUレーベルのオリジナルグッズも展開している。
WEB：http://voukyoto.com/
Twitter:@voukyoto
Instagram:@voukyoto
Facebook:https://www.facebook.com/voukyoto/
＜サウナの梅湯-湊三次郎 プロフィール＞
若手銭湯活動家でサウナの梅湯店主。
廃業寸前の銭湯が復活！？ 銭湯カルチャーの発信地らしく、常連さんからビギナーまで色んなお客さんが
ごった返し！実験的なイベントも行われています。ひとまず、梅湯で極楽キメてくださいな♨︎
Twitter:@umeyu_rakuen（サウナの梅湯）：@37sanjiro10（湊三次郎）
＜ナイス湯-ヨコスカケイスケ プロフィール＞

「ナイス湯タオル」を配り続け、銭湯に来た人とコミュニケーションを取ることで、銭湯に存在するありとあらゆ
る価値を可視化していく活動「ナイス湯」を不定期的に実施している。2016年。現在は、銭湯以外の場で「ナ
イス湯タオル」を配り続けることで、銭湯・温泉・ゆとカルチャー×〇〇と新しい可能性を追求し続けたいと
思っている。
WEB：http://naiceyouyu.tumblr.com/
Twitter:@Niceyouyu
Instagram:@niceyouyu

CONTACT

Get湯！お問い合わせ
getyuuuu@gmail.com
Get湯！WEB
http://www.getyuuuu.com/
Get湯！Facebook
https://www.facebook.com/getyuuuu/
Get湯！Twitter
https://twitter.com/getyuuuu
Get湯！instagram
https://www.instagram.com/getyuuuu/
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