
十
月

十
一
月

十
二
月

266

389

河浦

高浜

大江 﨑津

御領

二江

宮地岳

志岐

下田温泉

天草空港

中田港

新和

鬼池
富岡

本渡1

7

6
5

10
9

11
12

2
3
4

8

牛深

天草の窯元の多くは個人で作陶しています。
展示会等で長期間不在となる場合もありますので
「不定休」と表示がある窯元へお出かけの際は、
事前にお電話にてご確認ください！

高浜焼 寿芳窯
天草市天草町高浜南 598
TEL 0969-42-1115
●OPEN 8:30 ～ 17:00
●年中無休。
　但し年末年始は休みあり。　

10河浦焼 天草陶楽庵
天草市河浦町新合 2068
TEL 0969-76-0777
●OPEN 9:00 ～ 17:00
●火曜定休 +不定休
　（お電話ください）

12 陶人房とらい
天草市河浦町新合 2014-1
TEL 080-6555-0124
●OPEN 9:00 ～ 18:00
●不定休（お電話ください）　

11

陶丘工房
天草市五和町御領 7005-1
TEL 0969-32-2502
●OPEN10:00 ～ 17:00
●不定休（お電話ください）

5
天草市天草町下田南 426-2
TEL 0969-42-3143
TEL 090-5081-1316
●OPEN 9:00 ～ 18:00
●不定休（お電話ください）

天草唐津 十朗窯9

山の口焼
天草市本渡町本渡 1755-3
TEL 0969-24-2072
●OPEN 10:00 ～ 18:00
●不定休（お電話ください）

4

天草市五和町手野 1丁目3077-2
TEL 0969-34-0140
●OPEN 10:00 ～ 17:00
●日曜日休み、不定休
　（お電話の上お越し下さい。）

森山陶器8

窯焚き窯出しのタイミングで店を
OPEN いたします。市山くじらやの
エキサイトブログ、Facebookペー
ジに随時情報を UP しますのでぜ
ひご覧ください。

虫の声、空の色とすっかり季節が変
わりました。活ける花も、作る料理も
冬へと向かいます。お月見をしたり、
初雪を楽しんだり、クリスマスにお
正月に、家にこもるのも楽しいもの
です。器も少しずつ変化しているの
で、ぜひ手に取ってみて下さい。

天草の北の玄関口、鬼池で作陶し
ています。普段の食卓で気軽に
使っていただけるようなもの、食材
との相性なども考えながら作って
います。少しわかりにくい場所です
が、電話をしていただくと道順をご
案内いたします。

消毒液の設置、マスクの徹底など
対策を行います。地元の土や手作
り釉薬を使い、使いやすい普段使
いの器を心掛けています。ぜひ手に
取ってご覧ください。電動ロクロ、手
ひねり、絵付けの体験もできます。
（要予約）

山の口焼へお越しの際は、あわせて
ランチもお楽しみ頂けます。山の口食
堂のメニューは、2種類のメインから
選んでいただくスタイル。お食事の
後は、お隣りのギャラリーでお気に
入りのうつわを探してみて下さいね。

かつて天草陶石の積出港だった小さな
入り江に工房を構えて夫婦ふたりで作
陶しています。材料は、陶石や土、灰に
至るまで手間をかけて精製し作品へと
昇華させます。唐津の伝統技術と有田
で学んだ染付から生まれる作品と心地
よい入り江の風がお待ちしています。

やっと、扉を開放できる涼しさとな
り、磁器の風鈴の音色が、ひとつ、
ふたつと心地良い。ふと、器のフォ
ルムに秋を感じつつ、その先の緑
が、涼しげに映る。
　葉の揺らぐ
　　先の青さや  鰯雲  風人

秋の行楽シーズン到来です。移動
にも制限がある中ですが、コロナ対
策万全にしてご来店をお待ちしてお
ります。天草といえばイルカですね。
イルカ絵柄の陶磁器できました。

天草市五和町手野 1丁目2909
TEL 0969-34-1156
●OPEN 10:00 ～ 18:00
●不定休

市山くじらや7

陶芸体験をされている時の笑顔を見る
のが楽しくて、幸せ♡で、陶芸教室、体
験を長崎・東京・そして天草と３０年
近くやってきました。しかし、突如現れた
コロナウイルスにより日常が一変し、体
験も思うように出来ない日々が続いてお
り、苦しい日々ですが、穏やかな日常に
戻る事を願って作陶を続けております。

ホームページで
各窯元の情報が
見られます。

丸尾焼

天草市北原町 3-10
TEL 0969-23-9522
●OPEN 10:00～17:00
●年中無休
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『今日という日
に！』「これ！」と
いうことを大切に
作品を作ってい
ます。暑い天草
でお越しをお待
ちしています。

暑かった夏が過ぎ夜、少し肌寒い９
月がやってきました。虫の音を聴きな
がら、少し温かい飲み物を飲みたくな
るそんな器を探しにきてください。

オリンピックがあった夏。たくさんの
雨が降った夏。５度目の大きな波が
やってきて。普段とは違う、今までと
は違う風景。季節があっという間に
変わり。カンナツキ。シモツキ。シワス
と続き。秋と冬とがやって来る。いつ
もと同じ風景か。別の景色が見える
のか。期待が半分不安が半分。複雑
な天草が継続している。

HIROKI
KANAZAWA

金澤尚宜

工房 樹機
天草市枦宇土町 1672
TEL 090-2502-3547
●OPEN 10:00 ～ 17:30
●不定休 （お電話ください）

3

月の後半 (１０日間が目安）予定
で、kiki カフェ LUNCH をしま
す。窯元でのうつわ選びと、窯元
のうつわで召し上がっていただく
ランチをお楽しみください。営業
は月によって異なりますので、お
電話ください。

鬼池焼 光窯6
天草市五和町鬼池 839-2
TEL 0969-32-1414
●OPEN 　9:00 ～ 17:00
●不定休（お電話ください）

たより

熊本県天草市東浜町 8-1 TEL0969-32-6786
天草陶磁器の島づくり協議会

水の平焼
天草市本渡町本戸馬場 2004
TEL 0969-22-2440 
●OPEN 10:00 ～ 17:00
●年中無休

1 器峰窯

今夏は注文品の制作が多かったため、店頭
の商品在庫が少なくなりご迷惑をおかけしま
した。秋に向けて徐 に々店頭商品の在庫も増
やしていければと思っております。釉薬の原
料となるワラ灰をそろそろ焼かなければなり
ませんね。あと土も掘りに行かねば…。夏季と
営業時間を変更します。ご了承ください。

日中はまだまだ暑いですが、夕刻と
もなれば秋の涼気がしだいに感じ
られるようになりました。展示ス
ペースも秋バージョンの商品に並
べ替え皆様のお越しをお待ちして
おります。

※水の平焼と同じ場所にあります。

※丸尾焼と同じ場所にあります。

※丸尾焼と同じ場所にあります。
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