
民芸の器「益子焼」の魅力を
味わえるスポットをご紹介！

人間国宝の作品から日常の器まで、
幅広い作品を展示・販売し、陶芸体験
や工房見学も出来る、あらゆる角度
から益子の魅力を楽しめる場所です。
益子焼の器を使うカフェや蕎麦屋さん
も併設され、「用の美」を即・体感
する事が出来ます。

【つかもとcafe】ハーブを使った特製ソース   
 と那須高原三元豚ロースのカツを厚切りパン
 でサンドした一品。お肉のうまみがギュッと
 詰まったジューシーなカツサンドです。他に
 パスタ、ピザ、ハンバーグなどや、スイーツも 
 充実しています。

◆グランパのカツサンド
税込1,100円

■営業時間10:00-16:00
■不定休(他、年末年始)
■〒321-4217
栃木県芳賀郡益子町益子4264
(つかもと本店敷地内)
■TEL:0285-72-5151

<定番メニュー>
◆もりそば　税込730円
（もりそば・季節の小鉢・香の物）

◆天もりそば　税込1,050円
（もりそば・天ぷら3点盛り・季節の小鉢・香の物）

■営業時間11:00-15:00■水・木休(祝日の場合、翌日)■TEL:0285-72-5151
■〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子4264(つかもと本店敷地内:迎賓館)

【つかもと美術記念館茶房】
 明治20年頃に建築された塚本家の母屋だった建物を
 美術館として一般公開しています。館内には、濱田庄司・
 河井寛次郎・芹沢銈介・加守田章二・合田好道・島岡達三など
「つかもと」とゆかりの深い巨匠たちの作品を見られます。
 館内の茶房では、人間国宝 島岡達三の器でコーヒー
 をいただけます。（茶房のみのご利用もできます。）◆コーヒー 

          税込400円

■営業時間10:00-16:00■月休(他、年末年始)
■TEL:0285-72-9002■〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3215

【蕎麦処つかもと】版画家 棟方志功も訪れ  
 た、築160年の古民家（迎賓館）を利用した店内
 にて、こだわりの地粉を使った手打ちそばを
「益子焼」の器でいただけます。

創業150年 益子焼  最大の窯元

こんにちは！

miniikuです！　　　このフリーペーパーで、
みなさんに、楽しく、分かりやすく
やきものの魅力をお伝えしたいと
思います！
どうぞよろしくお願いします。

やきものの町・益子

　　　　　　　　春と秋には陶器市
　　が開催され、町全体がお祭り
ムード！わたし  miniikuもついつい
財布のひもを緩めてしまいます＾＾  
みなさんも、ぜひ益子の素敵な場所、
モノをたくさん見つけてくださいね！

「益子焼」って??

　　　　　　　　　江戸時代末、嘉永年間に
　　　　　　笠間藩（現笠間市）で修業した
大塚啓三郎が益子に築窯したのがルーツ。

当初は日用品の産地でしたが、益子で
活動した人間国宝 濱田庄司が益子の土
や釉薬を使った花器・茶器などの作品を
作るようになり、「益子焼」の名が世界に
知られるように！

「民芸」って??

　　　　　　　「民芸」という言葉、概念が
　　　登場する以前は、美術史において   
日常の雑器に宿る美やその価値は、評価
されず、無視された存在でした。

この「用の美」に興味を持って、作品収集や
研究をし、その魅力を広く伝える活動をした
のが柳宗悦です。やがて柳の熱い想いは、
周囲の人の心を動かし、１つのムーブ
メントになっていったのです！  

「民芸」以前

益子と「民芸」

　　　　　　　　　美学者として知られる、
　　　　　　　　柳宗悦が1925年に陶芸家の
　濱田庄司、河井寛次郎と相談して作った
　造語。意外に新しい言葉なのです！

無名の職人さんの手による日常雑器や民具
の意味で用いられ、今日では、現代日本語と
して定着しています。

　　　　　　　　　　柳宗悦は、陶芸家の
　　　　　バーナード・リーチを介して、
陶芸家 濱田庄司と出会います！濱田は、
柳と共に、民芸運動の中心人物として、その
理想を陶芸で表現するため精力的に制作！
京都、沖縄、英国などで修行の後、益子を
制作の拠点とします。当時の益子は、東京に
近い割に、純朴な風情の残る窯業地で、都会
近郊の田舎で工房を探していた濱田の条件
に合った場所でした。濱田が人間国宝の認定
を受けると、「益子焼」の名が世界的に知られ
るようになり、民芸陶器として、芸術品として、
両面の魅力を、窯元、作家同士が切磋琢磨
しながら、磨きつづけています。
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今や、数少ない登り窯
を実際に間近で見ることが

できる場所です☆
是非、お立ち寄りください!!
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笠間⇔益子の連絡バス「かさましこ」
秋葉原⇔笠間・益子の高速バス「関東やきものライナー」の
停留所です。
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益子町指定文化財の登り窯が二基、
益子最大（関東一）、最古の登り窯を
保存している岩下製陶。
迫力のある登り窯は圧巻です。

現在、後を継ぐ岩下宗晶氏は
若手陶芸家として国内外と精力的に
様々な活動をされています。

陶芸体験も人気で、やきものの
歴史文化に触れられる益子
の魅力的な名所となってい
ます。
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太平窯・岩下製陶
で経営する店舗。
慶応弐年創業の窯
元。益子の伝統を
守りながら現代に
あった普段使いの
器を取り扱ってい
ます。町指定文化
財の二基の登り窯
も見学出来ます。

■営業時間10:00～18:00■TEL:0285-72-4989

■芳賀郡益子町益子3070-1■無休

古窯いわした/岩下製陶所

編集後記

スターネット　　

みなさま、はじめまして【miniiku】です。
【miniiku】はあなたと器をつなげるギャラリー情報誌です。

【miniiku】は「陶芸」をこよなく愛す女子たちの会
「陶芸女子」によって創刊されました。

「陶芸」を通して楽しい事をしたい女性たちと
様々な世界をつなげるプロジェクトを創り出す仲間たちです。

【miniiku】があなたの手に届き、
あなたがキュンとする器と出会えますように…。

さあ、【miniiku】もってでかけよう♪

創刊号発行に際し、ご協力いただきましたみなさまに
この場を借りてお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

【miniiku】に対する感想と、益子・笠間に関する情報を
ぜひ「陶芸女子」に教えてください。

お待ちしております！

http://www.facebook.com/tougei.gal

@TougeiGAL

 jyoshi@tougei-web.com

http://tougei-web.com/jyoshi

○郡司庸久陶展

　9/２１(土)～29(日)
0 285-72-9661
芳賀郡益子町益子3278-1

木休1 1時～18時

スターネット

○島田琴絵・島田東秋二人展

　8/3(土)～20(火)

1 0時～17時【つかもとぎゃらりーびんろう】

○阿久津忠男作陶展 

　8/1(木)～18(日)

9時～17時【つかもと作家館ギャラリー】9時～17時

○川村宏樹陶芸展

　8/3(土)～21(水)

【つかもとギャラリー】

◆つかもとワクワク夏祭り

　8/13(火)～16(金)

0 285-72-3223
芳賀郡益子町益子４２６４ 

無休1 0時～17時  

つかもと

○川崎萌展

　9/14(土)～26(木)

○喜多里加展

　9/14(土)～26(木)

○益子淳一展

　8/31(土)～9/12(木)

○水野正善展

　8/10(土)～29(木)

0 285-72-2081

芳賀郡益子町城内坂2
金休1 0時～18時

陶庫

○藤本恭介

　9/16(月)～30(月) 

○寺田悦子・村上東市 

　9/1(日)～15(日) 
○落合杜寿子

　8/16(金)～31(土) 

○松下忠生・松下曜子

　8/1(木)～15(木) 

1 7時まで 【ギャラリー暁】

○8月 工房がわん　　○9月 加藤芳夫

【ギャラリー益子陶風】

○よしざわ窯

　9/16(月)～30(月) 

○相沢かなえ・大塚菜緒子２人展

　9/1(日)～15(日) 

○遠藤太郎

　8/1(木)～31(土) 

【本店ギャラリー】

1 7時まで 

○島田緋陶志・島田恭子2人展

　9/14(土)～29(日)  

○九谷塾+若手作家展

　8/24(土)～9/8(日)

○千葉県在住 日本工芸会陶芸部会展

　8/7(水)～21(水) 

【ギャラリー緑陶里】

0 285-72-7711(代表)
芳賀郡益子町城内坂８８ 

無休1 0時～18時  

やまに大塚

○及川静香展

　9/28(土)～10/10(木)　　

○堀中由美子展

　9/14(土)～26(木)　
○小堤晶子展

　8/24(土)～9/12(木)

○GOJA works展

　8/3(土)～22(木)　

【陶人のタブル】

○宮田竜司展

　8/24(土)～9/12(木)　
○外山亜基雄展

　8/3(土)～22(木)　

【ギャラリーM'ｓ】

0 285-72-6003
 芳賀郡益子町城内坂150

金(不定休)休9時30分～18時  

もえぎ城内坂店

○吉田丈展

　9/28(土)～
○森野奈津子展

　8/31(土)～9/19(木)

○伊藤亜木　ガラス展

　8/10(土)～8/29(木)　

【スペースフラップ】

○増永典子展

　9/28(土)～　

○山野辺彩展

　9/14(土)～9/26(木)

○いとうきょうこ展

　8/31(土)～9/12(木)

○Yasato910 木工展

　8/17(土)～8/29(木)

○ｓｈｉｍａｃｒａｆｔ　島崎小乙里

　8/3(土)～8/16(金)

【ギャラリー】

0 285-70-8111

芳賀郡益子町
上大羽堂ケ入2356 

水休1 1時～18時  

もえぎ本店

○秋リネン　M's Linen展

　9/28(土)～30(月)

○岡部耕太郎　頑張れ!!マッチョ展　vol.3

　8/31(土)～9/23(月・祝)

○薄田いと展

　7/27(土)～8/18(日)

0 285-72-7201

芳賀郡益子町益子4283-5
火・水休1 0時30分～18時

益古時計

「濱Tで益子参考館へgo!　オリジナルバッジプレゼント」　企画も同時スタート。

○「大壺・大甕」展　 7/20(土)～1月中旬

0 285-72-5300

芳賀郡益子町益子3388  

月 休9時30分～17時  

濱田庄司記念
益子参考館

○LEACH SCHOOL  現代に息づく英国リーチ派の陶芸家たち 9/15(日)～11/28(木)

○新収蔵品を中心に コレクション展　8/3(土)～9/4(水)

9時30分～17時  月 休

芳賀郡益子町大字益子３０２１ 

0 285-72-7555

益子陶芸美術館
陶芸メッセ・益子

8月・9月の展覧会カレンダーとイベント情報益子

★月曜が祝日の時は翌日が休館日、展示替期間や年末年始も休館となります。

★月曜が祝日の時は翌日が休館日、展示替期間や年末年始も休館となります。
（臨時休館も）
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　　　　　　いつも楽しみにしてる益子の
　　　　おまつり！今年は誰と行こうかな？
　　　◆ひまわりまつり（益子町上山地区で開催）
　　　　8/10(土)～8/25(日) 
　　　　東京ドーム約2個分のひまわり畑が出現！
　◆陶の里・道祖土　益子さんぽ市
　　（共販センター北側駐車場と里山通り周辺で開催）
　　　益子のクラフトフェア！　9/14(土)～9/16(月)
　　　10:00～17:00　最終日は16:00まで

陶庫ヒ
ジ
ノ
ワ
●

【miniiku】制作：「陶芸女子」


