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倉 敷 の「 今 」を 伝 え る ニ ュ ー ス レ タ ー
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ビジュアルインパクト大！

デニム
“藍”あふれる「デニムまん」

Vol.

倉敷美観地区にある「倉敷デニムストリー
ト」は、
「国産ジーンズ発祥の地」倉敷市児

3

島産のデニム製 品が 一 堂に集まる専 門 店。
そのフードコーナーで売られている、デニム
にちなんだ藍色の軽食が観光客らの目をく
ぎ付けにしています。その名も「デニムまん」

▲インディゴブルーの豚まん「デニムまん」などのデニム軽食。

第３号発行のご挨拶

デニムまんの藍色は、クチナシを使って出しています。

（税込 350 円）、
「デニムバーガー」
（税込 350 円）、
「デニムソフト」
（税込 380 円）。お客さんの反応は「気持ち悪い」
が多く、店も「食欲をなくす色」としてＰＲしているそうですが、こだわりの味は間違いありません。
好奇心を刺激してやまないデニム軽食。ぜひご自身の目と舌で確かめてみてください！

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
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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３号をお届け

奈良時代の偉人「吉備真備公」ゆかりの

します。ぜひ、ご一読ください

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。
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クラシキ街角アート図鑑
特集

特集

特集

倉敷の実業家・大原孫三

倉敷で見つけるアートなスポット！

郎が、洋画家・児島虎次
郎に託して収集した、西
洋美術などを展示する日
本初の私立西洋美術館。
備中の玄関として栄えた港町で
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。

一級河川「高梁川」の恵みを受
ける倉敷市。古来より海運によ

足袋・学生服・作業服と、繊維のまちとして

る商 業 の中 心 地として発 展し、

発展し、日本で初めてジーンズを国産化しま
した。全国のジーンズファンからの注目を集

今も倉敷美観地区をはじめとし

めています。

て、多くの 観 光 客 が 訪 れます。
また市内各地域には、恵まれた
資 源と独自の歴 史、伝 統 文化、
産業が息づいており、これらの
個性と魅力を活かしたまちづく
りに取り組んでいます。

瀬戸内海に臨む、約 2500ha
の空間に、250 を超える事業
所が立地する水島コンビナー
ト。美しく光る夜景は「夜景
100 選」にも選ばれています。

編集後記

街角アートは、たくさんあると

は思っていましたが、あらためて

その数に驚かされました。撮影ス

タッフに感謝です。今回初めて食

べたデニム軽食は、おいしくて色

《４》

サーチしたいことなどありました

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

は全然気になりませんでした！リ
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ら、ぜひ編集部までご連絡くださ

い！（安藤・村上）
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倉敷といえば、アート…！市内には、オブジェやモニュメント
が多数存在し、まちに彩りを添えています。
何気ないアートがあなたの好奇心を刺激します。見て、触れて、
感じることのできる身近な作品を探してみませんか？
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クラシキのニュース
平安時代末期に創業の老舗も…！

「倉敷の老舗」を顕彰しています
倉敷市内には、激動の時代変遷の中で、さ
まざまな困難を乗り越えながら、長年にわたり
家業の理念を守り、伝統の産業を継承してき
た企業が数多くあります。市では、大正時代

▲中国地方で一番の老舗、平安時代末期に創業の

以前に創業した老舗企業の中で、創業100 年

㈲藤戸饅頭本舗。
本店建物の歴史は100 年以上で、

を超える企業を「倉敷の老舗」とし、市の経

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」にも登場します。

済発展への貢献や、他の企業の模範となって
きたことなどの功績をたたえ、平成 24 年度か
ら感謝状を贈呈しています。これまで 96 社を
顕彰してきました。
市で最も長い歴史を持つ老舗企業・㈲藤戸
饅頭本舗は平安時代末期の創業で、業歴は実
に 800 年以上！東京商工リサーチ広島支社が
行った調査によると、中国地方でも一番の老
舗だということです。

今あなたに伝えたい歌がある！

クラシキのイベント

第30回倉敷音楽祭

まれた音楽文化を倉敷に招き、紹介してきました。また、市民の文化活動の発

ランチいただきます

表の場となるコンサートや公演も行っています。30 回の節目を迎えた今回は、
この時季の旬の味を、
存 分に楽しんでいただ
こうという思 い から 始
まった、
食のイベント「ラ
ンチいただきます」
。倉
敷 市 内 のレストランや
郷土料理 店などが、地
元ならではの旬の食 材

を使い、腕によりをかけて和食・洋食・和洋折衷・中華な
どの自慢のランチを提供します。価格はどのランチも全て
1,620 円（税・サービス料込み）
。価格以上のお値打ち感
※これらはほんの一部です。作品に関する詳しい情報は、
「クラシキ文華」サイト http://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/ で！

を味わってもらおうと、どの店舗もいつも以上のおもてな
しの心でお迎えします！
□期間…３月 15 日㈫まで

国立新美術館で開催中！

「はじまり、美の饗宴展
すばらしき大原美術館コレクション」

倉敷が誇る、大原美

術館は、日本初の私立

あることが奇跡」とさ

西 洋 美 術 館。
「日本に

えいわれるエル・グレ

コの「受胎告知」をは

じめとする世界的な名

家たちの作品、エジプトやオリエント、東洋

画や日本近代洋画、民藝運動にかかわった作

の古代美術、戦後美術から今第一線で活躍し

ている現代美術家の作品まで、多岐にわたり

国 立 新 美 術 館で開 催 中の 今 回の展 覧 会で

展示しています。

という「受胎告知」を含め、先日修復を終え

は、大原美術館外での公開が 年ぶりになる

た藤田嗣治の代表作「舞踏会の前」など、選

りすぐりの作品が出品されています。

展覧会サポーターのピース・又吉直樹さん

が様々な謎を解き明かしていく動画を公開し

ている特設サイトも必見ですよ！

□期間…４月４日㈪まで

□場所…国立新美術館

□ホームページ… http://hajimari2016.jp/
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□場所…市内 58 の協賛店
▶協賛店の詳しい情報は、専用パンフ
レット「ランチいただきますガイドブッ
ク」
で。夜の時間帯にも統一価格 3,240
円
（税・サービス料込み）でセットメニュー
をご提供する「ディナーいただきます」
も同時開催！

イベント

トに、これまで、南 九 州の「 薩 摩 琵 琶 」、

北陸の「越中おわら節」、北海道の「アイヌの民族音楽」等々、国内各地で育

ようこそ、倉敷レストランへ！

▲ランチイメージ

倉敷に春の訪れを告げるイベント「倉敷
音楽 祭」
。
「地域間文化交流」をコンセプ

日程

地元・倉敷を中心に中四国エリアを交流エリアとし、盛大に開催します！
□開催期間…３月 12 日㈯～ 21 日㉁
□場所…倉敷芸文館、倉敷市民会館、倉敷美観地区など
【アーティスト公演】
●倉敷のヴィルトゥオーゾ ピアノクインテット（倉敷）
●岡本知高 Concerto del Sopranista
2015-2016（高知）
●岡本真夜 20th Anniversary
アコースティックライブ（高知）
●世良公則 アコースティックライブ
feat. つるの剛士（広島）
【市民制作公演】
●日本縦断和太鼓コンサート
●くらしき Bigband フェスティバル（ジャズ）
●倉敷アマチュアトップコンサート
●オリジナル創作ミュージカル「永遠の青空」
●倉敷管弦楽団演奏会
【地域交流フェスティバル】
●共演！阿波踊り・高知よさこい・備中たかはし
松山踊り（徳島・高知・岡山）
●サヌカイト コンサート（香川）
●石見神楽（島根）
●平家琵琶（瀬戸内）
★その他、倉敷を代表するアマチュア文化団体
が中心となって企画する公演も多数！

場所

倉敷雛めぐり

２月 20 日㈯〜
３月６日㈰

倉敷春宵あかり

２月27日㈯・３月５日㈯・
倉敷美観地区一帯
12日㈯・19日㈯・20日㈷

内容

倉敷市内の商店街・ギャラリー・ 本格的な段飾りや内裏雛、御殿雛、木彫り・陶器・備前焼
旅館・ホテル・文化施設など
の雛、江戸時代の古今雛、地元幼稚園児による創作雛など
スイートピーあかり、プロジェクションマッピングを初開催。
和傘やあんどんなど、和の明かりが町並みを彩る

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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