miniiku 編集部による

益子陶器市の
陶器市期間限定で登場する作家テント村は、みどころがいっぱい！
詳しい 情 報 は
「かまぐれの丘」
「KENMOKU テント村」
「陶芸メッセ遺跡広場」など、
こちらをチェック！
たくさんのテントが並びます。どれを買うか悩むのも陶器市の
楽しみの１つです。使い方や扱い方など、その場で作家さんから
おすすめ情報を聞けるのも陶器市ならではです♪

10 月 31 日 (土) 〜 11 月 4 日 (水)
開催時間：９：００〜１７：００
開催場所：町内各所（城内坂、道祖土地区中心）
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mashiko

お問い合わせ：陶器市実行委員会（益子町観光協会）
t el : 0285- 70- 1120

ゆる〜い座談会

長かったようなあっという間だったような…。miniiku は今号で
記念すべき１０号目を迎えることができました！「陶芸女子」
を代表して、miniiku 編集チームの３人による「振り返り座談会」
をちょっぴり公開します♪

uta(以下U) : 今号で 10 号目 (vol.10) を迎えました

P : 昨年の秋に笠間で開催された「陶と暮らし。」で

kaji(以下K) : 期間でいうと丸２年。あっという間

それまでは、笠間の陶炎祭や益子の陶器市でも、

ね。今までを振り返るといかがでしょう？

でしたね〜。作家さんへのインタビューや取材、
特集ページの取材など色々なことがありました。
貴重な話を聞くことができて、実りのある経験が

５日間にわたり、共販センター・城内坂を中心に約 50 の

メインイベント。伝統ある益子焼を始め、日用品や美術品が

行くということが初めてで…。

とても嬉しかったなぁ。

たくさん！他にも全国から集まった陶芸家の作品がずらりと

な中、益子の岩下製陶さんでロクロを体験する取

お話を楽しむこともできます。焼物の他にも、地元の農産物・

楽しかった！取材ということを忘れて普通にはしゃ

材もあったね。私はロクロ体験が初めてでとっても

▲陶器市グルメも忘れちゃいけない！
石窯で焼くピザは本当におすすめ。
陶器市巡りの合間のごはんは至福の時♪

特産品などお楽しみがたくさん！

ぶらりと秋の益子を堪能してみてはいかがですか。

▲器だけじゃない！こんなに可愛い ▲ビビッときたら買うべし！
人気商品はみんなも
小物が見つかることも！？
狙っている…

いでしまって ( 笑 )

K : いつも次号の miniiku を制作する時には、ど

iwashita muneaki

岩下宗晶さん

出店作家さんに聞く！

toyoda masayo
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＊裏に笠間面があります。

路地裏テント広場は、名前の通り城内坂から
一本路地に入った場所にあるテント広場です。
陶器・革・布・日光下駄など様々なジャンルの
テントが並びます。また、広場内には飲食店が
３店舗ありますので歩き疲れ際の休憩にも
もってこいです。ぜひ足を運んでみて下さい！

豊田雅代さん

人とのつながりや縁にも結びついた気がしますね。

K : vol.7 では「冬にほっこりする珈琲と日本茶特

きっかけになっていたら嬉しいな、と思います。
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美味しく淹れるコツは実際に家で実践してます。

U : うんうん、私も丁寧に淹れるようになった！
クアップすることも。vol.8 で

遺跡広場は、全国各地の陶芸家が出店しています。
可愛いものから渋さとスタイリッシュさを兼ね備え
た器まで！丘の頂上ですが、原っぱでの休憩もでき
ますよ！ちなみに私の散財スポットは「KENMOKU
テント広場 土空間」
。漆、染色、七宝など、陶器以
外も楽しめるのが益子の陶器市！
masuda hikari

増田光さん

益子森のレストラン
(2.5km)
益子駅

益子めぐりの参考に！

距離のめやす

城内坂
(1.4km)

もえぎ本店
(益子駅から
約5.6km)
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(1km)

K : miniiku のおかげで陶芸がもっと好きになりま

材でお世話になった方々から色々なお話も聞けて、

P : miniiku を通して「陶芸女子」を知ってもらえる

そして、miniiku をきっかけに陶芸を好きになって
くれたら本当に嬉しい！

U : vol.10 まで続けることが出来たのも、miniiku

を楽しみにして下さっている方々やこれまでに協力・
協賛して下さった皆さんのお力添えがあったから
こそです。この場を借りてお礼申し上げます！

全員 : 本当にありがとうございます！！！これからも

陶芸の楽しさや益子・笠間の魅力を、陶芸女子そ

は、季節が春ということで、

して miniiku から発信していきます。今後ともよろ

ピクニック写真が登場したね。

しくお願いいたします♪

みんなで持ち寄ったお弁当を
並べて公園で撮影して。

K : 表紙用に撮影をしていたのですが、早く食べた

くてお腹がぐーぐー鳴ってました (笑) 元々、持ち
寄ってパーティーをすることが好きな陶芸女子で

すが、あの時のお弁当は本当に美味しかったな〜。

関東やきものライナー
益子・笠間へのアクセスは高速バスで！
好評により平日・土日祝ともに増便！ますます便利になりました。
※増便に伴い一部ダイヤを改正しました。時刻表は笠間面をご覧下さい。
おすすめポイント ①
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さん知ることができて。この時に教えてもらった
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益子陶芸美術館
陶芸メッセ・益子

消防署
警察署●

笠間⇔益子の連絡バス
秋葉原⇔笠間・益子の高速バス
至笠間
「関東やきものライナー」の
（約 18 ㎞）→
停留所です。
下大羽

道祖土
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塙
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益子駅は、
観光案内所が
駅舎内にあります。
レンタサイクルも
ココ！！

風戸

山水の店みなかわ民芸
日下田藍染工房●

塙上

●益子焼陶房はせがわ
( 七井駅から 約 1.3km
益子駅から 約 4.7km)
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することができて、目からウロコ！な情報をたく

作家の皆様、ご紹介ありがとうございました！
行楽の秋、皆さまもぜひ陶器市で楽しい時間をお過ごし下さい♪

七井中央
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益子・秋の陶器市に
出店する作家さんから、
おすすめスポットを
ご紹介頂きました！
是非、陶器市巡りの
参考にしてみてください♪

P : ありがたいことだよね。そのような声が本当に

んね〜。その他に何か印象に残ってるエピソード

P : 特集やコラムに合わせて、表紙の写真をピッ

陶器市スポット紹介

秋の陶器市特集
vol.10 記念 miniiku 座談会
ギャラリースケジュール１０月〜１２月

す」
「楽しみにしていますよ！」
と声をかけて頂いて、

とても嬉しくて感動でした。

した！作家さんや窯元の方、ギャラリーの方など取

集」をしました。それぞれ専門家にお話をお伺い

hodaka ryuji

が、cafe に来て下さった方から「miniiku 読んでま

どね。ふざけて写真を撮ったり (笑)

などある？

穂髙隆児さん

K : そうですよね！それに普段、誌面作りをしてい

る時は読者の方とお話しする機会って少ないです

励みになる！

U : 確かに (笑) みんなが揃うと笑いが絶えないも

初めて益子の陶器市に来たのは 10 年以上前の前職 料理人
時代の事です。当時、独立した時に使う為の器を探しに
来て、益子の他、他産地の作家さんがたくさんいるのに
驚きました。普段使いはもちろん、お店で使いたいと思
う器もたくさんあり、帰りは荷物がたくさんでした。皆
様も必ずお気に入りが見つかると思いますので、是非お
越し下さい。

てきたよ〜」とお客様が戻って教えてくれた時は

のような特集にしようか、みんなで会議をして…。
会議といってもワイワイと楽しい時間なんですけ

古窯いわした広場は、まだ出来たばかりのテント村です
が、若手からベテランまで個性豊かな素敵な作家の方達
が集まっています！美味しい食事と珈琲のお店や休憩所
もあるのでまったりしていってください♪岩下ブースで、
陶器市限定のマレーバクシリーズのバク達と一緒に鼻を
長くしてお待ちしています！

とても新鮮で楽しかったな〜。

: ここで飲んだ時に珈琲を淹れてもらったカッ
U「

プが気に入ったから、作家さんの所でたった今買っ

piro(以下P) : 最初の頃は本当に緊張した〜。そん

並びます。作家テントでは、若手作家や窯元の職人と直接

自分たちがお客さんとして楽しむ側だったので、

できましたね。最初の頃は無我夢中で頑張ってい
ました (笑) 私を含めてみんな自分たちで取材に

店舗と 500 を超える作家テントが立ち並ぶ、益子の秋の

は陶芸女子は「陶くら cafe」のお手伝いもしたね。

おすすめポイント ②

秋葉原から乗り換えなしで、関東の焼物
の里・笠間と益子へ。秋は陶器市の季節！
２つの陶芸の街が大いに賑わいます。都
心と笠間・益子とをつなぐ、快適快速な
バスが焼物めぐりにとっても便利です！
また、笠間と益子を結ぶ連絡バスも運行
中。どちらの街も存分に満喫できます。

運
賃

1,500 円 (小人750 円 )

片

大人 / 通常運賃

復

2 枚 チケット利用で

片

大人 / 通常運賃

2,000 円 (小人1,000円 )

復

2 枚 チケット利用で

3,500 円

秋葉原駅 道 2 枚 チケット利用で
1,300 円
▼▲
笠間市内 往 大人 / 通常運賃 3,000 円

2,600 円

秋葉原駅
道 2 枚 チケット利用で 1,750 円
▼▲
茂木・益子 往 大人 / 通常運賃 4,000 円
町内

＊停留所でバスをお待ち頂き、到着したら順にご乗車下さい。
運賃は、下りの場合は、降車時にお支払い下さい。上りの場
合は、あらかじめ購入した回数乗車券を乗務員へお渡しにな
るか、現金を運賃箱へお支払い下さい。

秋葉原駅から、やきものライナーに乗車
されたお客様に、笠間と益子の協賛店で
様々なサービスを受けられる２日間有効
のクーポンをプレゼント！やきもの巡り
をお得に楽しめる特典がたくさんあります。
降車時に乗務員へお申し付け下さい。
詳しくは、右下の QR コードからチェック！

関東やきものライナーに乗るなら
【2 枚チケット】がお得！

2 枚つづりの回数乗車券なので、1人で往復に
使っても、2 人で 1枚ずつ使っても OK ！片道
ずつ買うよりも、ずっとお得です。高速バス車
内の他、下記の場所で購入できます。
セブンイレブン秋葉原センタープレイス店、茨
城交通笠間営業所、鯉淵営業所、笠間ショッピ
ングセンター ポレポレ、セブンイレブン笠間手
越店、ファミリーマート笠間中央店、益子町観
光協会 ( 益子駅前 )、大宿窯、仲山商事

※2枚チケットのみの販売です。

＊２枚チケットには、小児運賃・割引運賃の設定はありません。
２枚チケット１枚で、小児２名のご利用もできます。

【お知らせ】
陶器市期間、やきものライナーの
臨時便運行を予定しています。
詳しくは、茨城交通笠間営業所
(0296-72-0141)までお問い合わせ
ください。

詳しくはwebサイトへ！▶
笠間・益子間の連絡バス情報も
こちらのQRコードからチェック！

