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倉 敷 の「 今 」を 伝 え る ニ ュ ー ス レ タ ー

倉敷市下津井を舞台にしたアニメーション映画
『ひるね姫〜知らないワタシの物語〜』が、2017 年全国ロードショー！
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神山健治監督の新作で、2017 年に全国公開されるアニメーション映画

5

『ひるね姫〜知らないワタシの物語〜』
。
なんと倉敷市下津井が舞台なんです！
予告編では、ＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」のヒロイン・高畑充

第５号発行のご挨拶

希さんが声を務める主人公の森川ココネが、瀬戸大橋をバックに、下津井
の田土浦坐神社（たつちのうらにましますじんじゃ）の石段を駆け下りる美
しいシーンが登場します。どんな物語が下津井で繰り広げられるのでしょ
うか。公開が待ちきれませんね！
舞台となる下津井の田土浦坐神社からの眺望

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

■特報サイト http://wwws.warnerbros.co.jp/hirunehime/

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５号をお届け

奈良時代の偉人「吉備真備公」
ゆかりの地であり、作家・横

します。ぜひ、ご一読ください

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。

特集

DISCOVER THE CHARMS OF HANDICRAFTS
〜クラフトの魅力に出会う〜

倉敷の実業家・大原孫三
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。

古くから民藝が盛んなまち・倉敷では、手仕事の魅力を多くの人に届ける

備中の玄関として栄えた港町で

イベントが定期的に開催されています。今年で 11 回目を迎え、中国・四国

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

を代表する一大クラフトイベントにまで成長した「フィールドオブクラフト倉

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。

敷」を訪ねました。

風情と美しい景観を色濃

倉敷美観地区のすぐそばにある「倉敷市芸文館」の広場を会場に、今回

く残すまち。

は西は鹿児島から東は東京までの、74 組のクラフト作家の作品が一堂に集
まりました。ジャンルは幅広く、陶磁器、木工・漆、ガラス、革、竹、金属、
染色、アクセサリー、紙、ほうきの計 10 ジャンル。快晴に恵まれたイベン
ト当日。開場と同時に、小さな子ども連れのファミリーなど多くの人で場内

足袋・学生服・作業服と、
繊維のまちとして発展し、

はいっぱいに。

日本で初めてジーンズを
国産化しました。全国の

「ここには、丁寧な手仕事から生み出された暮らしの道具が集まっていま

ジーンズファンからの注
目を集めています。

す。使うことにきちんと向き合って作られたモノたちは、毎日使っていて飽
きないし、毎日付き合うことで親密さが増していきます」と話すのは、
「フィー

瀬戸内海に臨む、約 2500ha

ルドオブクラフト倉敷」で代表を務める宮井宏さん。開催当初から変わらな

の空間に、250 を超える事業
所が立地する水島コンビナー

い信念。それは、
「ただ単にモノを売る場ではなく、ものづくりの魅力を伝

ト。美しく光る夜景は「夜景
100 選」にも選ばれています。

えること」だと宮井さんは話します。そのため、作品だけでなく材料や道具
なども一緒に展示したり、実演やワークショップを行ったりと、作品の背景
にも関心を持ってもらえるような仕掛けや工夫にも力を入れています。
さて、作家とコミュニケーションを交わしながら作品を手に取ることがで

編集後記

手仕事のまちとしての魅力をリ

ポートした今回の特集はいかがで

したか？﹁神は細部に宿る﹂とい

敷人の繊細なこだわりを感じてい

いますが︑ものづくりに対する倉

《４》

載しているフルバージョンをぜひ
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【編集・発行】
クラシキ文華新聞編集部
（倉敷市くらしき情報発信課内）
〒 710-8565
岡山県倉敷市西中新田 640
ＴＥＬ０８６- ４２６- ３０６１
ＦＡＸ０８６- ４２６- ４０９５
pubinfo@city.kurashiki.
okayama.jp

ご覧ください！︵安藤・村上︶
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きるのが「フィールドオブクラフト倉敷」の一番の魅力。参加している作家
の皆さんに、いろいろと話を聞いてみました。
「このコースターは、毛糸を紡ぐところから自分で手がけています」と教え
てくださったのは、染色作家の新藤佳子さん。羊の種類や色の紡ぎ方・織り
方によって一点ごとに表情や手触りが異なるため、何度も手に取って見入っ
てしまいました。新藤さんは、
「倉敷民藝館」初代館長で民藝の発展に貢献
した故・外村吉之介（とのむらきちのすけ）氏が設立した「倉敷本染手織研
究所」出身。昭和 28 年から続く
「染め・織り」の学び舎で、
技術だけでなく
「手
仕事の精神」も教わったのだそうです。
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「フィールドオブクラフト倉敷」初参加という名古屋市出身の
陶芸家・古川まみさんは、東京で陶芸教室の講師としても活動
した後、結婚を機に倉敷へ。しっとりとした質感のある器が代
表作です。
「倉敷はギャラリーや手仕事にまつわるショップが多
く、ものづくりに携わる人が多いまちなので、欲しい情報には
すぐ手が届きます。まち全体の時間もゆっくりとしているし、制
作に集中できるんです」と古川さん。
このイベントの信念に共感し、初期から参加し続けている滋
賀県在住の陶芸家・市川孝さんは、茶杯や急須といった茶道具
の作品を、自家製リアカーに一式持参！作品で一服できるデモ
ンストレーションを行っていました。

クラシキのニュース
倉敷の教育、歴史、文化を世界に発信！

Ｇ７倉敷教育大臣会合
伊勢志摩サミットに合わせたＧ７倉敷教育大臣会合が、５月
14 日・15 日、倉敷アイビースクエアで行われ、日本・カナダ・
フランス・ドイツ・イタリア・英国・米国の教育担当大臣と、欧
州連合（ＥＵ）・経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）・国連教育科学文
化機関（ＵＮＥＳＣＯ）の代表団が参加しました。

体験を通して手仕事にふれることができるのも、クラフトイ

教育大臣会 合としては10 年ぶりの開催となった本会 合では、

ベントならでは。場内には、子どもから大人まで楽しめる９つ

教育は各国が優先的に取り組むべき課題であるとの認識で一致

の体験メニューが用意されていました。

し、また、３月６日に倉敷市が開催したＧ７倉敷こどもサミットの

岡山で陶芸教室を営む山本薫さん主催の手びねり体験では、
小さな平皿作りに挑戦しました。完成品は１ヵ月後に到着予定
とのことで、自分の作品で何を食べようか、今からワクワクし
ています。また、倉敷美観地区の「日本郷土玩具館」にも作品
がある張り子の作者・真鍋芳生さんのワークショップでは、お
面や土人形への絵付けを体験。
「張り子の仕上げ和紙には、倉
敷特産の備中和紙を使っています。本物にふれることで、何か
刺激を受けてくれたら」と真鍋さん。

宣言内容なども盛り込んだ「倉敷宣言」を採択・世界へ発信し、
閉幕しました。
本会合に先立ち、倉敷市の学校教育現場の視察や地元主催の
歓迎レセプション、公開シンポジウムや重要伝統的建造物群保存
地区（美観地区）の視察などの関連行事も行われ、倉敷の教育、
歴史、
文化を代表団の皆さんに紹介しました。共同記者会見では、
各国大臣から「倉敷の伝統・文化は世界に誇るべきもの」
「市民
の皆さんの温かいもてなしやまちの雰囲気が、胸襟を開く会合
につながった」などと、倉敷市での開催を高く評価する声が相次

こだわりの食がそろったフードコーナーも充実。人気カフェ

ぎました。

がコラボしたランチを出展作家の器でサーブする特別企画が、
特に注目を集めていました。食欲を刺激するおしゃれな盛り付
けからも「豊かな暮らし」のヒントをもらいました。

クラシキのイベント

倉敷では、今回訪ねた「フィールドオブクラフト倉敷」の他

美味しい夏到来！

にも、
「倉敷手づくり市」
「made in Kurashiki in くらしき」な

２つのマルシェ

ど多数のクラフトイベントが開催されています。これらも、倉
敷ガラス・倉敷帆布製品・児島のジーンズなど、手仕事へのこ

●おかやま高梁川流域
ぼっけーうめえ農マルシェ in 吉備ＳＡ

●夏フェス！水島流マルシェ

だわりが脈々と息づく倉敷で行うからこそ、開催する意義や理
水 島港まつりの６０周年を

岡山県西部を流れる

記 念し、
「まきちゃんぐ」のス

一級河川「高梁川」
。郷

テ ー ジ な どの 音 楽 フェスタ、

土にとっての母なる川・

解が深まっているのではないでしょうか。

倉敷ファン参加型の新事業
﹁クラシキ文華フォトアルバム ﹂の
優秀作品が決まりました！

﹁クラシキ文華と子どもたち﹂をテーマに︑美観地区と子ども︑特産

﹁ い い ね！﹂ 投 票 の 結 果︑

最 優 秀 賞 と 優 秀 賞 が 決 まりま

した︒応募してくれた皆さん︑

《２》

そ し て﹁ いい ね！﹂ 投 票 を し

平成 28 年４月、酒津公園で。
●コメント
大好きな酒津公園。
季節ごとに変わる景色が、
どれも癒やされます。その中でも桜の時季が
一番好きです。ぶかぶかの制服にピカピカの
ランドセル、頑張れ一年生！

てくれた皆さん︑ありがとう

「頑張れ一年生」普門 真季 さん

ございました！

【優秀賞】

品と子どもなど︑市の魅力と小学生までの子どもが入った写真を募集し︑

平成 28 年４月、
倉敷スポーツ公園マスカッ
トスタジアムで。
●コメント
高校野球の応援でテンション上がってます！

市公式フェイスブックへ掲載しました︒集まったのは︑どれも︑子ども

「がんばれ球児のお兄ちゃんたち」
山岡 侑子 さん

への愛情と倉敷の魅力にあふれた力作ばかり！

【最優秀賞】

地元のおいしいものブース、そ

高梁川流域の豊かな恵

して倉敷芸術科学大学による

みを集めたマルシェを、

アートを組み合わせたイベント

山陽自動車道・吉備サー

を開催します！

ビ ス エリア・上り線 で

竹あかりのアートで演出され
まきちゃんぐ

※写真はイメージです

開 催！季 節ごとの 果 物

た会場には、下津井のたこ天・

や野菜をはじめ、白桃スムージーやレンコンコロッケなどの自慢のワ

たこ飯、千屋牛バーガー、連島バーガー、岡山のワイン＆カクテル、地

ンハンドアイテムもそろえています。どれもが、
「ぼっけーうめえ（とて

ビールなどが大集合。全部召し上がれ！

もおいしい）
」こと間違いなし！ぜひお立ち寄りください。

□日時…７月 31 日㈰ 16 時〜 21 時

□日時…８月 13 日㈯・14 日㈰、９月 17 日㈯〜 19 日㈷、平成 29 年

□場所…水島西常盤町第１・２公園

１月８日㈰・９日㈷、12 時〜 18 時に開催します。
□場所…山陽自動車道・吉備サービスエリア・上り線

倉敷市連島産のレンコン・ゴボウ
をたっぷり使った連島バーガー

イベント

日程

倉敷アフタヌーンティー

７月 15 日㈮〜９月 30 日㈮

場所

内容

白桃やぶどうなどの旬のフルーツを盛り込んだス
倉敷美観地区周辺の
イーツを、町家などを再生したこだわりの空間で味
10 店舗
わう、ちょっぴりぜいたくなひととき。

７月23日㈯・30日㈯・８月６日㈯・
瀬戸内海の夕景と水島コンビ
13日㈯（19 時出航）
児島観光港
ナート工場夜景クルージング
８月20日㈯・27日㈯（18 時半出航）

瀬戸内海に沈む夕陽、瀬戸大橋、日本有数の工業地
帯の夜景を海上から一度に堪能！

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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