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会期は各窯元ごとに異なります

❶水の平焼 / 器峰窯
❶

❷丸尾焼

天草市北原町 3-10
Tel 0969-23-9522
Fax 050-3488-9252

❸陶丘工房
❸

❹鬼池焼 光窯
天草市五和町鬼池 839-2
Tel 0969-32-1414

❹

❺森山陶器
❺

天草市五和町手野1丁目3077-2
Tel 0969-34-0140

❻天草唐津 十朗窯
天草市天草町下田南 426-2
Tel / Fax 0969-42-3143
Mobile 090-5081-1316

❻

❼河浦焼 天草陶楽庵
❼

天草市河浦町新合 2068
Tel 0969-76-0777

❽怜工房

天草市本渡町本渡 1233-3
Tel 0969-23-9389

❽

❾山の口焼
❾

~
14 うつぎ窯

7 月は緑

天草市役所産業政策課内 Tel 0969-32-6786

天草市五和町御領 7005-1
Tel / Fax 0969-32-2502

天草市本渡町本渡 1755-3
Tel / Fax 0969-24-2072

天草市枦宇土町 1672
Tel 090-2502-3547

● COVID
（コビット）
19 対策は各窯元、万全を期して対処致します。

❷

❿工房 樹機

文月

天草陶磁器の島づくり協議会事務局

天草市本渡町本戸馬場 2004
Tel / Fax 0969-22-2440（水の平焼）
Tel 090-9608-0837（器峰窯）
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8 月 8 日（土）9 日（日）10日（月）
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8 月 13日（木）
14 日（金）15日（土）
16日（日）

長月

9 月 19日（土）20 日（日）21日（月）22日（火）

8月前期は青色

8月後期は藍色

9 月は茶色

窯元の横の色が参加期間です。
この期間以外は通常に営業する窯もあれば閉めている窯もあります。
この期間以外のお出掛けはそれぞれの窯にお問い合わせください。

❿

⓫市山くじらや
⓫

天草市五和町手野 1丁目2909
Tel 0969-34-1156

⓬高浜焼 寿芳窯
天草市天草町高浜南 598
Tel 0969-42-1115
Fax 0969-42-0640

⓬

⓭陶人房 とらい
⓭

天草市河浦町新合 2014-1
Tel 080-6555-0124

⓮うつぎ窯
天草市久玉町 1983
Tel 090-5083-1785
Fax 0969-72-6482

⓮

水の平焼

1765 年、岡部常兵衛により創業。創業より現在まで一
度も窯の火を絶やす事なく作陶を続けている。地元の
Tel 0969-22-2440 土（陶土、磁土）
を使い、釉薬の二重掛けによって発色
❶
さ せ る 海鼠釉（な まこゆう）が大き な 特 徴。明 治 10
（1877）
年、第一回内国勧業博覧会に出品（以後、第五
回まで出品）
、明治 43
（1910）
年には日英博覧会に出品
（赤海鼠釉コーヒーカップセット）
し銅賞を受賞するな
ど出品歴多数。
日用生活雑器、花器、茶道具等を制作。
当代岡部祐一は八代目にあたる。

水の平焼

先祖代々 250 年以上続く水の平焼の次男として生ま
れ、2013 年に磁器専門の窯として活動をスタートした
器峰窯です。私がロクロ等の成形を担当し、妻が手描
Tel 090-9608-0837 きで絵付けを施す２人３脚で制作しています。特徴的
な海鼠色の水の平焼とは見た目が大きく異なりますが
先祖代々我が家に伝わるデザインや技法を取り入れ、
白磁や染付の作品づくりに生かしています。日々の生
活に自然と馴染む器づくりを目指しています。

器峰窯

工芸とは常にその時代の生活に寄り添う
ものであり、その時々の生活様式にフィッ
トしたものづくりを求められるものでもあり
ます。
地元でとれる土や原料を使うといった地域
性、そして代々受け継いできた技法・手
法は大事にしつつも、古びる事なく、今
の時代に求められるものづくりを継続して
いきたい。
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原料は全国的にも有名な地元産の天草陶石
を使い、白磁はなるべく鉄分の含有量が少な
い土 を、染付は呉須と呼ばれる絵の具との
マッチングを考え若干の鉄分を含む土をと用
途に応じて使い分けています。作っているも
のは、使い勝手を重視した食器が多いですが、
最近ではピアスやブローチ等のアクセサリー
も作っています。猫好きが高じて作った猫絵
ております。伝統技法に遊び心を加えながら

本渡町より車で約15 分です。鬼池港まで 3km
程の所です。
国道から見える小高い丘の片隅にあり工房の
展示室テラスからは、遠くに海が見え、対岸に
倉岳の山も望めます。暖かく晴れた季節には、
風が、通り抜け気持ち良い所で

陶丘工房 ❸

す。丸尾焼で 1982 年から 18 年
間の修行期間と職人経験を経て、

Tel 0969-32-2502

天草の苓北の粘土と佐賀県の粘土を混ぜ
て作っています。
鉄分が、出ている部分が佐賀の粘土です。
黒っぽい土ですが、白い土 ( 白化粧土 ) を
上から掛けて表面を白くしています。掻き
落として下の黒い土を見せて、透明秞を
掛けたり後、黄色い釉薬や青い釉薬を中
心に使っていて、釉薬に、天草陶石も混
ぜています。粘土の特徴として、少し軽い
感じがします。形としてはシンプルで素直
な形を作って行きたいと思っています。

天草の西海岸は有田への天草陶石の積出港と
して大切な役割を担ってきました。その積出港
をそのまま残す小さな入江に、私たちの工房は
あります。天草で採れる原料を大事にしながら、

鬼池焼 光窯
Tel 0969-32-1414

1999 年に開窯しました。

❹

天草には天草陶石のように個性に富んだ
原料があります。それぞれの特徴をいか
し薪窯で焼成した茶道具や酒器、花器、
日々の食卓のうつわなど素朴で味わい深
い風合いの作品が特徴です。

8 月 8 日（土）9 日（日）10日（月）
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8 月13日（木）
14 日（金）15日（土）
16日（日）

長月

9 月19日（土）20 日（日）21日（月）22日（火）

17年前、故郷に Uターンして窯の仕事を本格的
に始めました。自分のスタイル探しにしばらく
時を費やしましたが（いまだに右往左往、試行
錯誤の連続です）JICA のご縁でボランティア活
動をすることになったドミニカ共和国での経験
を活かして、青の釉薬にこだわっています。
（勝
手にカリビアンブルーと呼んでいますが‥）自
賛ですが結構食材との相性もいいと思います。
また、三方を海に接し多くの魚介類に恵まれ
た地元の鬼池にちなんだ品が出来ないかと考
えてきましたが、名産のタコやワタリガニをそ
のまま絵付けしてストレートに楽しんでいただ
ければと思い、何種類かの器を作っています。

試行錯誤してきた「歴史的」な器が並ん
でいます。粉引、萩土の品、土鍋、三島手、
現在はまっているトルコ青や亜鉛系の結
晶釉を施した器類です。
魚介類の絵付けは、一品一品すべて手描
きで筆塗りのため二つと同じものがありま
せん。おどけた顔のカワハギ
（スッコベー）
や這い出してきそうなタコ、おこったフグ
など食卓のアクセントにいかがでしょうか。

地元に帰り陶芸教室を開きまだ３年と短いで

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。
一度手に取ってご覧ください。

すが、普段使いの器をお手頃価格にて販売し
ています。

コロナ対策を実施し、皆様のお越しをお待ちし

統的な技術、そして有田で学んだ絵付け。

ています。

この地で作品としてカタチにしていくことが、

Tel 0969-42-3143
❻ 私たちにとっての毎日です。
Mobile 090-5081-1316

した山の口焼の 2 代目として2004 年に継承す
る。2010 年より山の口焼のうつわを使いラン
チの食事ができる、山の口食堂をギャラリーに
併設してオープン。実際に使っていただき、使

お飲物をお出しします。

河浦焼 天草陶楽庵 ❼

古くから天草との繋がりの深い土地での学びを

造り」をコンセプトに現在の場所で祖父が開窯

ちょっとしたお菓子と

目金澤武雄の頃より日用に使う器作りを基本として、
湯呑、飯碗、皿などの食器作り中心に作り続け現在
に至っています。
現在、5 代目 金澤一弘とデザインを担当する金沢
弥和、製造担当の 3 人の息子（佑哉・宏紀・尚宜）

丸尾焼 ❷

6 つの世代の変遷と、2 つの世代のモノ作りの今を
Tel 0969-23-9522
楽しんでいただければと思います。
http://www.maruoyaki.com

日々の食卓で使っていただける陶器のう
つわを作っております。
粉引きの技法を中心に、数種類の釉薬を
使い分けて焼き上げております。その中
には、天草で原土を採掘して作る made
in Amakusa のうつわや、空間を豊かに
するモノなど、うつわ以外のやきものも提
案していければと思っております。

『 特別な瞬間を共有する 』をテーマ
に器を制作しています。どーぞよろ
しくお願いします。

2004 年より地元の丸尾焼さんで 9 年間の修業
期間を経てその後、高知県で作陶されている
小野哲平氏のもとで住み込みで 4 か月間の修
業をし薪窯の焚き方等を学ぶ。

たのが始まりです。
原料は天草西海岸に豊富に産出する天草陶石
です。その後代々焼き継がれ明治中期まで続

高浜焼 寿芳窯
Tel 0969-42-1115
⓬
http://takahamayaki.jp

和した「白く、薄く、透明な」今日の高浜焼が作
られるようになりました。

作品の表面に塗る釉薬は、五和町の泥や、
冬にストーブで燃やした木の灰や、海水
で塩を作る工程の途中にでる不純物の結
晶などを使い数種類の釉薬をブレンドして
使っております。

天草にある素材を主に使い、生活にまつわる

森山陶器 ❺

器を製作しております。

Tel 0969-34-0140
http://moriyamatouki.tumblr.com

灯油窯と電気窯にて作陶しています。

地元の陶磁器土と他の土を混合して、食
器類を作陶したり、小さな石をすりつぶし
たり‥自分なりの作風を出すようにしてい
ます。

おもてなし
コロナ対策として、消毒・マスクの着用をお願い
しております。又、暑い中ご来場の皆様に冷たい
ドリンクを用意してあります。

熊本方面から牛深方面への国道 266号線。
いに工房樹機 はあります。
ぐるりを垣根に覆われた築 100 年 の古民家で
す。ゆったりとした時間を過ごしにお立ち寄り
ください。

工房 樹機 ❿

ほのかに青白い素地に藍色で描かれた海
藻模様『海松紋・みるもん』は江戸時代
中期に起源を持ち時代の奔流に左右され
ることなく今日まで続いています。
近年は現代の食卓にマッチしたシルバー・
ゴールド模様の海松紋も好評を得ており
ます。頑なに凛とした作風に、その目で、
その手で直に触れてください。

天草陶石を使った器を中心に
銀彩をアクセントにしたり、そのままの風
合いを生かした手びねりのコーヒーカップ
などなど。
他にも 黒と赤を基調としたオリジナルの器
など。コツコツとひとつずつ作りためた作
品を展示しております。

市山くじらやは今年10周年を迎えます。
九州産業大学芸術学部卒業後、丸尾焼にて10
年修行ののち、2010年９月に天草市五和町手野
で開窯しました。名前の由来は長崎県壱岐市
にある実家の屋号からです。
初期のころには無かった幾何学模様などのカラ

市山くじらや

おもてなし
期間中を含め 9 月19日〜27日まで。
am11:30〜pm 2:00 カフェ ランチやって
おります。（お電話ください）

河浦町新合の地で廃校になった小学校の運動
場の片隅にある元体育倉庫で、地元の皆様と共
に楽しめる工房を目指し、
陶芸教室、陶芸体験
をメインに小さな小さな工房を開いております。
ろくろが空いていれば、いつでも体験 OK !
天草市の中心地本渡からは30 分ほどかかりま

きました。
昭和 27 年より研究を重ね現代の生活様式に調

ご用意しています。

山陶器」を開業し現在に至る。

Tel 0969-23-9389

イオン天草店を過ぎて 4〜5 分車で走ると道沿

Tel 090-2502-3547

招き村民に窯業を習得させ高浜皿山に開窯し

暖かい飲み物 ( お茶・コーヒー ) etc …

2014 年の 3月に天草市五和町の手野にて「森

フルな器が増えました。日用雑器からオブジェ

Tel 0969-24-2072

上田家六代上田伝五右衛門が陶工を肥前から

冷たい飲み物 ( お茶・コーヒー )

天草の移りゆく自然のなかで、
日々つかう
ものとしての器を作陶しています。
海や山、
身近にある風景の色を、器を通し
て表現したいと思っています。

怜工房 ❽

Tel 0969-76-0777
http://amakusatougei.kataranna.com

をできればと思っております。

高浜焼の歴史は大変古く、1762 年 ( 宝暦 12 年 )

おもてなし

金澤尚宜

HIROKI KANAZAWA

い心地の体感や、使い方の提案

山の口焼 ❾

を中心とした制作を行っています。

（要予約）

終わることのない土や石への探究と唐津の伝

その時々のくらしにとけこむ "普段使い" の「モノ

おもてなし

ノの焼物を作る工房として始まった丸尾焼は、3 代

3 代目より受継いだ黒釉、乳白釉、
白釉、灰釉をベースに、健やかな
器作りを基本として、陶器ばかりで
はなく、白磁の器も制作しています。
シンプルな中にも奥行のある器作り
がテーマです。

ロクロ・手びねり・絵付等各種体験も出来ます。

その魅力を作品に生かせるよう制作しております。

天草唐津十朗窯

上葉月

各窯元の参加会期は色分けして表示しています。
営業時間等の個別の情報については、QR コードを参照
もしくは各窯元に直接お問い合わせ下さい。

柄の食器は愛好家の方々からご好評いただい
制作しています。

天草市五和町御領に、陶丘工房はあります。

7 月23日（木）24日（金）25日
（土）26日
（日）

1845（弘化 2）
年、様々な大きさの瓶や甕などアラモ

やアクセサリー等様々に制作。

一軒家を工房兼ギャラリーとし、うつわを作りな
Tel 0969-34-1156
⓫ がらオープンしています。ロゴマーク（日比野克
http://kujira2010.exblog.jp
彦氏デザイン）
の看板を目印にお越しください。

鉄分の多い土に白化粧、その上に絵を描
くというのが本来の作品ですが、ここ天草
に移住して来て、天草らしい作品をと日々
模索中です。
天草の蒼い海、オレンジ色の夕陽、空、風、
星をなんとか作品に取り入れながら天草
でしかできない作品づくりをしていきたい
と思っております。

自作の穴窯で釉ものや 焼き締めなどを焼いて
います。
掘り出してきた山土や田んぼの土を使います
が、焼き物は土・火・窯詰め・植物の釉など
それぞれで、いろんな表情を見せてくれます。

すが、のんびり来れる方はどうぞお越しくださ

陶人房とらい おもてなし

い。お待ちしております。

Tel 080-6555-0124

⓭

笑顔でお待ちしております。あまり見る機会がない、ろくろを
回すシーンを間近で見ることができます。

うつぎ窯 ⓮

Tel 090-5083-1785
http://blog.goo.ne.jp/utugigama

主にろくろで陶器を制作していますが、模
様を施す時などに天草陶石を使用してい
ます。また絵付けの際には、濃淡を変え
たり配色をランダムにして、同じ形の器で
もひとつひとつ違う表情になるようにと考
えています。飯碗、マグカップ、湯のみ、皿、
蕎麦猪口などの定番のうつわと、一点も
のの大皿や花器などがあります。青やグ
レーを基調とした色合いと手触りも特徴の
あるうつわです。見て
も使っても楽しい器に
なれば幸いです。

釉薬には 大豆の灰やミカンの木の灰など
を使っています。
薪の窯で焼いた焼き物は特に同じ釉薬で
も、使っている土で窯変が見られたり 窯
詰の場所で変わった景色が見られます。
一個一個の表情を楽しんでいただければ
幸いです。

