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倉 敷 の「 今 」を 伝 え る ニ ュ ー ス レ タ ー

倉敷市出身の星野仙一さんが
野球殿堂入り！
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１月 16 日、球界の功労者をたたえる野球殿堂入りが、野球殿堂博物館
で発表され、倉敷市出身の星野仙一さん（㈱楽天野球団取締役副会長）
が選出されました。星野さん、おめでとうございます！
星野さんは、倉敷マスカットスタジアムでの秋季キャンプを、中日ドラ

第８号発行のご挨拶

ゴンズで３回・阪神タイガースで２回・東北楽天ゴールデンイーグルスで６
回実施するなど、市の魅力発信に多大な貢献をされており、市は、26 年
10 月から、市のスポーツ振興を図り、市の魅力を国内外に発信する「倉
敷市スポーツ大使」に委嘱しています。

昨年の秋季キャンプで、倉敷マスカット
スタジアムを訪れた星野さん

岡山県南部に位置する、倉敷市 ―。このまちでは、歴史と伝統が常にアップデートされ、新しい文
化が生み出されています。例えば、町家や古民家を利用した新たな観光スポットが次々と生まれている、
倉敷美観地区。例えば、日本初の私立西洋美術館である「大原美術館」
。例えば、繊維産業を進化させ
続けてきた「国産ジーンズ発祥の地・児島」
。このまちにあるのは、歴史や伝統だけではありません！
そんな、倉敷で華開く新しい文化「クラシキ文華」の魅力を
たっぷりとお伝えする『クラシキ文華新聞』第８号をお届け

奈良時代の偉人「吉備真備公」

します。ぜひ、ご一読ください

ゆかりの地であり、作家・横
溝正史が、名探偵「金田一耕
助」を生み出したまち。
温暖な気候と、高梁川の豊かな水
を生かし、マスカットやスイート
ピーなどの栽培が盛んなまち。

倉敷市の各エリアでは毎月、
「地産地消」を
テーマにした朝市が開催されています。農産

倉敷の実業家・大原孫三
郎が、洋画家・児島虎次

品や鮮魚などの生鮮品はもちろん、その場で

郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日

食べられる数々のご当地グルメ、工芸品など

本初の私立西洋美術館。
備中の玄関として栄えた港町で

バラエティ豊かなお店が出店しています。

今でも当時の商家や土蔵が残っ
ています。昭和レトロな商店街
など、ノスタルジックな町並み

天領として栄えた時代の

散歩も楽しめます。

風情と美しい景観を色濃
く残すまち。

高梁川流域「倉敷三斎市」
JR 倉敷駅前に出現する、古き市の名を継ぐ朝市。
幕府の直轄地「天領」として栄えた江戸時代に開催されていた定期市「三斎市」

足袋・学生服・作業服と、

を再現し、地域活性化につなげようと、2005 年に、くらしき朝市「三斎市」が始

繊維のまちとして発展し、
日本で初めてジーンズを

まりました。瀬戸内の獲れたて魚介、季節の野菜や果物、焼きたてパン、スイーツ、

国産化しました。全国の
ジーンズファンからの注

調味料…。約 90 店が軒を連ね、毎回３万人を超える人出で賑わいます。
「かつての

目を集めています。

にぎわいを取り戻すために、
我々がひと肌脱がなくては」という熱い思いを原動力に、
倉敷商工会議所青年部の皆さんが朝市を支えます。

瀬戸内海に臨む、約 2500ha
の空間に、250 を超える事業

2016 年、
くらしき朝市
「三斎市」は、
高梁川流域「倉敷三斎市」へとバージョンアッ

所が立地する水島コンビナー
ト。美しく光る夜景は「夜景

プ。コンセプトとして掲げていた「高梁川流域の地産地消」をさらに推し進め、流

100 選」にも選ばれています。

域各地のご当地グルメや特産品が月替わりで登場する、
「地域デー」を新設しました。
県内の学校との連携も話題となっています。流域・民・産・学・官の連携で目指すの
は、
「日本一の朝市」です。

編集後記

ニュース レ タ ー が 届 く 頃 に は、

映画「ひるね姫」の公開が始まっ

ラッピングトレイン・バズなど雰

て い ま す ね。 ス タ ン プ ラ リ ー や

囲気を盛り上げる取り組みも始

れした下津井の実際の景色を、映
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まっています。神山監督が一目ぼ

倉敷市公式 Instagram
https://www.instagram.com/kurashiki_city/

だきたいです。皆さまのお越しを

倉敷市公式 Facebook
https://www.facebook.com/KurashikiCity

画と併せて、多くの人に見ていた
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お待ちしています！（安藤・村上）
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児島駅前三白市

クラシキのニュース

瀬戸大橋とともに歴史を刻む、商店街の活性化のために。
1988 年、瀬戸大橋の開通とともに誕生した児島駅前商店街。
「かつてのにぎわいを取り

３月18 日、映画「 ひるね姫 」全国公開！

「ひるね姫×くらしき」タイアップ
観光プロモーションを展開中！

戻そう」と、 児島駅前商店街連盟が企画。綿の白・塩の白・玉筋魚（イカナゴ）の白を合わ
せた、児島人の誇りを伝える言葉「児島三白」にあやかって命名され、2008 年にスタート。
「第 1回は 15 店、第 2 回は 2 店しか出店がなく、集客にも苦労しました」と、実行委員の
ひとりは振り返ります。開催100 回を超え、
今では市内外から 40 店舗余りが出店し、
2,000
人が来場する朝市に成長しました。

倉敷市下津井を舞台にしたアニメ映画「ひるね
姫～知らないワタシの物語～」が、３月18 日に全

あなご飯や牛串、ラーメン、地元の魚介や野菜など、県内外から集まる、充実した「食」

国公開されます！

が自慢。中でも、地元の「下津井だこ」を用いた、たこ飯やたこ天が名物です。また、ビン

倉 敷 市 が 映 画とタイアップした 観 光プロモ ー

ゴゲームやステージショーなど、来場者を飽きさせないようにと企画される催しも好評です。

ションとして行う、ラッピングトレインとラッピン
グバスの運行が始まり、また、ロケ地や観光スポッ
トを巡るスタンプラリーキャンペーンも盛り上がり

備中玉島みなと朝市

をみせています。
全国公開に先駆けて、神山健治監督・満島真之

古きよき昭和の風情が漂う商店街の朝市。

介さん（モリオ役）
・倉敷市出身の前野朋哉さん（雉

江戸時代に北前船の発着港や備中松山藩の外港として繁栄した港町、玉島。
「昭

田役）を迎え、地元特別試写会が行われました。

和の頃のにぎわいを取り戻したい」と、
「にぎわう昭和のまち玉島実行委員会」が、

神山監督は、
「倉敷から映画を盛り上げてもらい、

2014 年に立ち上げました。玉島の商店街で最も歴史があり、古きよき昭和の雰囲
気が色濃く残る、通町 1 丁目商店街を中心に開催され、地元生まれのソースや老舗
の醤油・味噌・ひしおといった各種調味料、玉島だるまなど、玉島が誇る逸品のほか、
高梁川流域で採れた新鮮野菜や、
猟師がしとめた「しし肉」の串焼きなどが出品。
「通

とても感謝しています。スタッフ一同、勇気をもら
いました。下津井を舞台にして本当に良かった」と舞台挨拶しました。
「ひるね姫」が、そして下津井の美しい風景が、全国の家族へ届きますように！

▲満島さんは、
「日本一周をしたことがあるが、その時は
児島まで足をのばせなかった。児島のことをもっと知り
たいです」と挨拶し、前野さんは、
「倉敷出身として、映
画の舞台になってとても嬉しい。今から、地元の皆さん
がこの映画を観てくれることにわくわくしています」と
挨拶しました。
©2017 ひるね姫製作委員会

町てまり LIVE」と題されたステージが、朝市を盛り上げます。
また、玉島は、独自の茶道文化が根付くまち。朝市の一角で毎回開催される、老
舗菓子店の季節の和菓子とともに楽しめるお茶席も、目玉の一つです。

松坂屋名古屋店で倉敷の個性と魅力を発信！

クラシキのイベント

倉敷 日々の暮らし展
～豊かな個性、暮らしに寄り添う～

いすが壊れるか？己が壊れるか？

先人たちが繋いできた「暮らし」がまちに息づく、倉敷美観地区。

いす１グランプリ岡山大会 2017

水島朝市 with フリーマーケット

倉敷が誇る雑貨・ファッション・食が、名古屋で一堂に会します。日々

キャスター 付 き の 事 務 椅 子

地産地消の朝市とフリーマーケットを同時開催。
2011 年から、
「水島の未来を考える会」
「水島商店街振興連盟」などで構成す
る実行委員会が開催しています。テーマは「安全な食の提供」
。広々とした芝生広
場に、連島のゴボウやレンコン、福田のショウガなどの農産品、寄島漁協の鮮魚、

の暮らしに寄り添う豊かな個性の数々を、展示販売！ぜひ足をお運び

でコースを駆け抜ける耐久レー

ください。

ス「 いす１ＧＰ」が、今年も倉敷

□期間…３月 22 日㈬～ 28 日㈫

市水 島 の 老 舗 商店 街で開 催さ

□場所…松坂屋名古屋店

れます！事務椅子に座ったまま、

下津井の干物など、地産にこだわった品々がリーズナブルな価格で売り出されます。

後ろ向 きで 地 面 を 蹴って 進 む

衣料品・雑貨・骨董品が並ぶ約 50 区画のフリーマーケットとの同時開催の相乗効

レースで、１チーム３人 が 交 代

果で、毎回 3,000 人を超える来場者が訪れます。

しながら、１周約 200 ｍのコー

「水島地区を構成する、福田・水島・連島の３エリア間の交流と親睦も目的の一つ

スを２時間で何周走れるかを競

です」と、水島の未来を考える会の岡浩二さんは話します。入園・入学を迎える子

います。今 年は、ちびっこいす

どもにプレゼントを用意した「入園・入学おめでとう」や、夏の「水島夜市とビアガー

１体験コーナーも用意。
昨年は、71 チームが参戦し、

デン」など、さまざまな工夫で、エリア一体感の醸成も図ります。

約 4,500 人 の 歓 声 の 中、87
周を走った「コクヨ山陽四国販

真備ふれあい日曜朝市
（井原線 DE得得市）
特産品と地元の大切な足をＰＲする拠点として。
西日本有数のタケノコの産地として知られる真備地区で、1997 年にスタート。季
節の新鮮野菜を中心に花や観葉植物、鮮魚などが並び、春の朝掘タケノコや秋のピ
オーネなどの地元の特産品が、思わぬ特価で販売されることも。朝市名物のタケノコ
が入った大判焼きやコロッケなどのご当地グルメも人気です。近年、真備地区には、
郊外型大型店の進出が相次いでいます。
「こうした時代だからこそ、
地場産業の振興や、

売（北区）若手社員チーム」が、過酷なレースを制しました。
今年は、どんなデッドヒートが繰り広げられるのでしょうか！？
□日にち…５月１３日㈯
□場所…水島常盤町商店街
イベント

日程

内容

せんいのまち児島 ４月29日㈷・30日㈰
９時 ～17 時
フェスティバル

「繊維のまち・児島」ならではの質の高い繊維製品を格安で買
ＪＲ児島駅周辺、児島ジーンズ
える即売テントや稲妻デニムフェスなどのイベントが盛りだ
ストリート周辺など
くさん！倉敷市最大級の動員数を誇るビッグイベント

ハートランド倉敷 ５月２日㈫～７日㈰

倉敷美観地区など

地域住民のふれ合いを図る拠点にしたい」と実行委員のひとりは話します。
井原鉄道の利用促進のため、2008 年から井原線吉備真備駅前広場が会場となり

場所

倉敷のＧ.Ｗ.といえばこれ！白壁のまちを舞台に、瀬戸の花嫁
川舟流し、パレードなど、倉敷の歴史と文化の魅力を活かした
おもてなし。多くの観光客で賑わう一大イベント。

ました。井原線を利用して来場した人には、帰りの運賃を無料にするなどの特典を設
け、地元の大切な足を応援・ＰＲする役割も担っています。
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イベント情報は、 倉敷市公式 Facebook（https://www.facebook.com/KurashikiCity）でも紹介しています！
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