天草

❶水の平焼

天草市本渡町本戸馬場 2004
Tel / Fax 0969-22-2440

❷器峰窯

窯元

天草市本渡町本戸馬場 2004
Tel 090-9608-0837

たより

⓫
⓬

卯 月 水無 月
皐月
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❸丸尾焼

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

❹HIROKI KANAZAWA
天草市北原町 3-10
Tel 090-7164-0602

❺陶房スイ
天草市諏訪町 7- 4
Tel 0969-33-9577

❻工房 樹機

天草市枦宇土町 1672
Tel 090-2502-3547

❼山の口焼

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

❽あよお

天草市佐伊津 4869
Tel 090-3738-1102

❾ 陶丘工房

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

⓮

❿鬼池焼 光窯
天草市五和町鬼池 839-2
Tel 070-4098-2294

⓫市山くじらや

イベント情報

⓰

天草市五和町手野 1丁目2909
Tel 0969-34-1156

⓯

⓬森山陶器

天草市五和町手野1丁目3077-2
Tel 0969-34-0140

５/１ ‑5

⓭天草唐津 十朗窯

西海岸春の窯元めぐり

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

５/１ ‑5

⓮高浜焼 寿芳窯

ひょうたんころばし
春の窯めぐり

天草市天草町高浜南 598
Tel 0969-42-1115 Fax 0969-42-0640

【七窯参加で、ぬタンプラリー開催】

1,500 円以上のお買い上げで、各窯のスタンプが
押されます。三個集めると"ぬの品券 "が、貰えて
好きな窯元の景品と交換できます。

⓯河浦焼 天草陶楽庵
天草市河浦町新合 2068
Tel 0969-76-0777

1 水の平焼 5 陶房スイ 6 工房樹機
7 山の口焼 9 陶丘工房 10 鬼池焼光窯
12 森山陶器

５/１ ‑８

丸尾焼黄金週間窯出し

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

天草陶磁器の島づくり協議会事務局
天草市役所産業政策課内 Tel 0969-32-6786

天草市河浦町新合 2013-1
Tel 080-6555-0124

Open 10 00〜17 00 年中無休
Tel 0969-22-2440
すっかり春めいて過ごしやすい季節になりました。
気候の良いこの時期に、土を掘ってきて粘土を精製

❸ 丸尾焼

❷

AMAKUSA・MARUO

Open 10 00〜17 00
Tel 090-9608-0837

Open 10 00〜17 00 年中無休
Tel 0969-23-9522

❹HIROKI KANAZAWA
Open10 00〜17 00年中無休
丸尾焼と同じ住所です。

ゴールデンウィークは

したり、稲わらを燃やして釉薬に使用するわら灰を

丸尾焼の黄金週間窯出しと

作ったりなど、制作のための下準備の作業にかかり

合同で展示しています。

ます。当窯元では代々続けてきた重要な作業でも

鯉のぼりの中庭

あります。

美味しい焼菓子 etc……
心地の良い庭の通り風〜

窯元情報

いろいろとセットして

Found MUJI basics
Found MUJI 青山ほか、全国の
Found MUJI basics取扱店舗にて一部商品を販売中
5 月1 日 (日) 〜 5 月 5 日 (木) ひょうたんころばし春窯めぐり
水の平焼作陶展
2022年7月5日〜10日 熊本県伝統工芸館 2 階展示室 A

❺ 陶房スイ

現在ギャラリーは休業中
ひょうたんころばしの
イベント時（5/1〜5/5）
は解放
Open は 6/9 より木金土
Open 10 00〜17 00（土は10 00〜13 00）
不定休（お電話ください）
Tel 0969-33-9577

お待ちしています。
吹き抜ける風が心地よい季節になりました。

1 月も 2 月も 3 月もナカナカ速足で 4 月も高速ランナーです。

お出かけシーズン到来！

気が付けば、
ゴールデンウィークもすぐにやってくるでしょう。

我が家の展示場も涼しげな器を並べて

5 月の連休はマルオカフェ open 致します。

お待ちしております。

中庭で長閑な時間を過ごして頂いたらと思います。

暖かくなってきて窓を開けることも増え、

5月1 日
（日）〜8 日
（日）黄金週間窯出し

❻

Open 10 30〜18 00
不定休 ( お電話ください )
Tel 090-2502-3547

❼

❽

不定休 /OPEN日は
Instagram、HPより
お知らせします

好きな手びねりを中心に、

この期間も山の口焼では、通常での営業をしております。

他にも赤と黒の器を作っています。

新作のうつわや、この時期にオススメなうつわをご用意し

四季おりおり うつりかわる けしき と

てお待ちしてます。また、お隣の山の口食堂ではランチも

陶芸家 金澤尚宜の うつわ たち

ご利用頂けますよ。こちらも合わせてお楽しみ下さい。

海と山のあわい 島のアトリエで
器の展示販売を催します

お料理が映える

5 月1 日 (日)
〜 5 月 5 日 (木)

普段使いの器作り

ひょうたんころばし
春窯めぐり

を目指しています。
優しい色合いを
揃えてお待ちして
います。
5 月1 日 (日) 〜 5 月 5 日 (木) ひょうたんころばし春窯めぐり

5 月1 日 (日) 〜 5 月 5 日 (木) ひょうたんころばし春窯めぐり

❾陶丘工房

❿鬼池焼 光窯

Open 10 00〜17 00
Tel 0969-32-2502

Open 9 00〜17 00不定休 (お電話下さい)
Tel 070-4098-2294

山の口食堂
(日・月休)
11 30〜14 00

⓫

天草の北の玄関口、鬼池で作陶しています。

ひょうたん春窯めぐりの季節になりました。

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

できるだけ、通常に近い感じで、いきたいと思います。
「ぬタ

の相性なども考えながら作っています。

Open 午前中のみ 10 00〜12 00 Tel 0969-34-1156
通常営業 10 00〜18 00

ンプラリー」も開催致します。今回は、
革のワ−クショップも、

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

今年は 6 月 21 日から 26 日に熊本県伝統工芸館で展示会の

あります。期間中、五月晴れである

ご案内いたします。

予定がありそこに向けて準備しており天草の店を休むこと

事を、
願いながら、皆様のお越しを、

ゴールデンウィークは ひょうたんころばし春窯めぐりに参加

も多くなります。
（GW は休み）

お待ちしています。

しています。

展示会や窯出しのお知らせなどブログの更新をご覧いただ

椅子だせば 野原に白き
蝶二匹
風人

スタンプラリー

きますようよろしくお願い

などお楽しみが

いたします。

沢山です。

⓭

Open 8 30〜17 00
Tel 0969-42-1115

Open 10 00〜17 00 不定休
Tel 0969-42-3143

ツツジの綺麗な卯月の後は
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
いた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め付けから生まれる作品
と心地のよい入り江の風がお待ちしています。

返却日が後押しになり買った本を後目に借りてきた本を読んでます。

みつけにいらしてください
Instagram@ayoo̲pottery.naoki
HP：ayoo-utuwakeshiki.com

しばらく思い返す時間があります。

オンラインで流れてくる言葉が人ごみの中にいる感じなら本は没入していく感じ。
日々のニュースに反射的に憂いていると

心が持たなくなるかもしれないと思っていたとき

いい本と本読みの時間のきっかけを得られました。
市山くじらや

※GW は アトリエはお休み
次のあよお は2022 年夏OPEN予定

信楽作家市 5月2日
（月）
〜5日
（木）
クラフトフェア松本
5月28日
（土）
・29日
（日）

ゴールデンウィーク
西海岸春の窯元めぐり
５月 1 日(日)〜 5 日 (木)
行楽がてらに天草の西海岸の景色を
眺めながらお気に入りの焼き物を探しに
おいで下さい。

市山 富美子

天草町の西海岸の東シナ海に沈む夕陽は、

⓬

時折、訪れてみると

暮しの喜愛は勿論悲哀も全て包み込み、

気がつくと飲み込まれてしまっていたり･･･
陽が昇り陽が沈む、

Open10 00〜17 00 日曜日休み（不定休）
Tel 0969-34-0140

決められた出来事が

庭を眺めていると、

ここの夕陽を見ると何故か、

もちの木の赤い実をヒヨドリがついばんでいる。
あまりにもみっちりと実が付いているので、

忘れていた決められたリズムが

遠目にも大きなもちの木だと分かる。

身体の中から少しずつ覚醒してくるようです。

あっという間に赤い実は無くなり、次の標的はさくらんぼだ。
子どもたちも
楽しみにしているので

市山くじらやうつわ展

それだけはやめて頂きたい。
さあ、腰を上げて

熊本県伝統工芸館

鳥よけの網を張りますか。

ここ西海岸で採石される天草陶石、

太古から脈々と地表下で水面下で、
長い時間をかけ風化や侵食～

5 月1 日 (日) 〜 5 月 5 日 (木) ひょうたんころばし春窯めぐり

⓯

⓰陶人房とらい

Open 9 00〜17 00
定休日(火曜日) 不定休(お電話下さい)
尚、連休間の営業については、
5月2日(月)のみお休み致します。
Tel 0969-76-0777

Tel 080-6555-0124

様々な要因で形成されたであろう

天草陶石に思いを遠く迄馳せてしまう。
寿芳窯の古田さんから送られてきた

Open9 00〜18 00 不定休 (お電話下さい)
●連休中は営業しています。

お天気の日は初夏の様な陽射しです。

て夫婦ふたりで作陶しています。材料は、陶石や土、灰に

日々のあよおを

2022年6月21日
（火）
〜26日
（日）
5 月1 日 (日) 〜 5 月 5 日 (木) ひょうたんころばし春窯めぐり

⓮

この頃、新しくなった天草の図書館通いが習慣づいていて

森山陶器

例年、五月の連休に開催している、

ひょうたん春窯めぐり【七窯参加で、ぬタンプラリー開催】
1,500円以上のお買い上げで、
各窯のスタンプが押されます。
三個集めると" ぬの品券 "が、貰えて好きな窯元の景品と交
換できます。

鳥のさえずりカエルの鳴き声が心地よく聞こえてきます。

読み終えてぱたんと本を閉じると自然音や生活音が戻ってきて

Open 不定休 10 00〜18 00
Tel 0969-24-2072

天草陶石にプラチナのアクセント。

一枚の写真によせて

水の平焼

❶

一枚の写真に

晴れ渡った初夏にも近い陽射しの

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、コロナウィルスにより日常が一変し、体験も思うよ
うにできない日々が続いておりますが、穏やかな日常に戻

コロナの対策として消毒液、

ることを願って作 陶を

マスク、換気の徹底しています。

続 けております。ゴー

地元の土や手作り釉薬を使い、

ルデンウィークには工

普段使いの器を心掛けています。

房の外にテントを張り、

是非手に取ってご覧ください。

開放的な外で換気の良

電動ロクロ、手ひねり、絵付けの

い中、作品を展示して

体験もできます。( 要予約 )

お待ちしています。

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！

ホームページで各窯元の情報が
見られます。

http://amakusatoujiki.com

卯月の空の下、

もの作りの事や、陶石のこと

海岸に転がる丸くなった陶石

いろいろ思考が行ったり来たりします（笑）
丸尾焼

カナザワミワ

