最古の登窯
焼成参加作品募集

tambayaki
noborigama
2016

１３００℃ が つくり出す魅力
築窯 120 年 丹波焼最古の登窯は、 平成 26 年度より 2 カ年にわたる大修復と初焼成を終え、
平成 28 年 11 月 18 日～ 20 日に再び火が入ります。
丹波焼登窯の魅力 それは約 60 時間かけて焼成され、 最高温度 1300℃に達した時に生まれる
窯変美。 燃料である松薪の灰がふりかかり窯変し、 魅力的な色や模様が一品ずつ異なるのが特徴
です。 修復された最古の登窯は焼成が難しい窯ですが、 窯元の指導のもと焼成し、 唯一無二の
作品ができあがった時の感動はきっと思い出に残ること間違いありません。

あなたの作品を
最古の登窯で焼いてみませんか
丹波焼伝統の登窯で自分の作品が焼けます
丹波土を使って作品を作ることができます
窯元の指導のもと、窯詰め作業から焼成、窯出し作業まで
一連の工程を体験することができます

最古の登窯焼成
平成２８年１１月１８日 ( 金 ) ～２０日 ( 日 )
丹波焼最古の登窯

（兵庫県篠山市今田町上立杭）

昼夜を通してどなたでもご自由に見学できます
スケジュール

11 月 26 日・27 日

作品引き取り

11 月 18 日〜 20 日

窯出し作業

11 月 8 日〜 13 日の
間で焼成室毎に計画

登窯焼成

窯詰め作業

作品搬入

作品募集
窯詰め予定数に
なり次第締切

素焼きが必要な場合
９月上旬まで
素焼き後の持込の場合
10 月上旬まで

11 月 29 日〜

募集内容

丹波焼伝統の最古の登窯で焼成する作品を募集します。

主催

最古の登窯復興と丹波焼の里活性化推進委員会

協力

丹波立杭陶磁器協同組合

募集対象

グループまたは個人 ( 学生、 陶芸作家含む )

募集作品

作品の大きさは高さ２０ｃｍ～６０ｃｍ以内、 幅５０ｃｍ以内
壺、 鉢、 花器、 傘立て等できるだけ大きい作品 （皿は不可）

料金

丹波土 (10ｋｇ)
作品素焼き代
登窯焼成代

申込受付

２,０００円
１,０００円 (１作品につき ) ※希望者のみ
３,０００円 (１作品につき )

随時受付 ※但し、 窯詰め予定数に達した場合は締め切ります

作品制作についての注意点

・ 作陶の土は丹波土を使用していただきます。 丹波土は、 最古の登窯復興と丹波焼の里活性化推進委員会
で斡旋します。 （郵送が必要の場合は、 送料は自己負担）
・ 大きい作品を制作していただきます。 皿など高さがないものや茶碗、 湯呑み等の小物、 突起物のある作品
は破損する可能性があるため対象としません。
・ 作品の搬入の際、 破損などをさけるため、 できるだけ作品の素焼き焼成を行ってください。 素焼き焼成が必
要な場合は、 最古の登窯復興と丹波焼の里活性化推進委員会が斡旋します。
素焼き焼成代１,０００円 （１作品につき） が必要です。
・ 作品の搬入 ・ 搬出は各自で持込み、 引取りを原則とします。
留意事項 ※必ずお読みください

・作品の取り扱いには万全を期しますが、 天災その他不可抗力による事故・破損については責任を負いません。
・ 最古の登窯は修復後２回目の焼成となりますが、 長年使用してきた部分と修復部分が混在しており、 焼成が
難しい窯です。 また、 焼成は、 窯元の指導のもと、 参加者がまきの投入などを行います。 そのため、 作品
の破損、 焼成具合にばらつきが生じ均一な仕上がりにならないこともありますのであらかじめご了承ください。
・ 登窯焼成作品は成果展示のためにお借りすることもありますので、 ご協力ください。
・ 詳細なスケジュール等は申込受付後にお知らせします。
申込み方法

下記の申込書に必要事項をご記入の上、 郵送または FAX、 メールでお申し込みください。
参加申込書はホームページ （http://www.mcart.jp/tanbayaki/noborigama） からダウンロードできます。

お問合せ ・ お申込み先

最古の登窯復興と丹波焼の里活性化推進委員会
〒669-2135 兵庫県篠山市今田町上立杭 4 （兵庫陶芸美術館内）
TEL:079-597-3961 FAX:079-597-3967 E-mail:tambayakifan@gmail.com

参 加 申 込 書

※印は必ずご記入ください
性別

お名前

男性

・

女性

住所

〒
メール

ＦＡＸ

電話

制作用丹波土
陶土引き渡し方法 ※
○印をつけてください

丹波土

2,000 円 ×

取りに行く

個 ＝

円
郵送希望

お支払い方法は、 申込受付後にお知らせします

（送料は自己負担となります）

素焼き代、 登窯焼成代につきましては、 作品搬入時に徴収させていただきます。
【個人情報の取り扱い】 参加申込に係る個人情報は安全かつ厳重に管理し、 推進委員会又は兵庫陶芸美術館からの連絡、 お知らせ以外の使用はいたしません。

交通のご案内
■兵庫陶芸美術館
［自動車の場合］

● 舞鶴若狭自動車道「三田西 IC」から約 15 分
または「丹南篠山口 IC」から約 20 分

● 中国自動車道「滝野社 IC」から国道 372 号を
東へ約 30 分
● 阪神方面から国道 176 号を北上、三田市四ツ
辻信号を左折約 15 分

■最古の登窯
● 兵庫陶芸美術館から徒歩で約 10 分

［ＪＲをご利用の場合］

● JR 福知山線「相野駅」下車 （大阪から約 50 分）
相野駅前から神姫ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ「兵庫陶芸美術館」
「こんだ薬師温泉」または「清水」行き乗車約 15 分
「兵庫陶芸美術館」下車
（相野駅からタクシーの便もあります）

兵庫陶芸美術館から JR 篠山口駅を経由し、
篠山城下町行きの直通バスが運行！アクセ
スが便利に！ [7/23 〜 11/27 の土･日･祝 ]
詳細は、兵庫陶芸美術館ホームページでご
確認ください。（http://www.mcart.jp/）

兵庫陶芸美術館

こんだ薬師温泉
ぬくもりの郷

最古の登窯

丹波古陶館
立杭陶の郷

最古の登窯復興と丹波焼の里活性化推進委員会
〒669-2135

兵庫県篠山市今田町上立杭４（兵庫陶芸美術館内）

TEL:079-597-3961

FAX:079-597-3967

E-mail:tambayakifan@gmail.com URL:http://www.mcart.jp/tanbayaki/noborigama/
※月曜日は休館日（祝日の場合は開館、翌平日が休館）
平成 28 年度 文化庁 地域の核となる美術館 ・ 歴史博物館支援事業

