【News Letter】
2017 年 9 月 19 日

東日本大震災で事業断念を余儀なくされた「大堀相馬焼」が
6 年の時を経て、 “陶器の日”に復活

「大堀相馬焼 展示販売会」
日時：10 月 4 日（水）～10 日（火） 於：うすい百貨店（福島県郡山市中町 13 番 1 号）
昨年 6 月に発足した「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト」※１は、浪江の伝統工芸「大堀相馬焼」を継承する 5 つの事
業者による、震災後初の新商品の販売を行う「大堀相馬焼 展示販売会」を、陶器の日である 10 月 4 日から 10 日ま
で郡山市のうすい百貨店にて開催します。
※１ 本プロジェクトの運営は、株式会社ジェイアール東日本企画が、受託※２し行っています。
※２ 経済産業省の委託事業（平成 29 年度地域経済産業活性化対策委託費（6 次産業化等へ向けた事業者間マッチング等支援事業））

震災後、避難を余儀なくされた事業者は浪江町から各地に分散し、長い間「浪江のお土産品」として親しまれてきた
旧来の「大堀相馬焼」の生産を断念せざるを得ない状況になってしまいました。しかし、この状況を転換期であるととらえ、
二重構造や貫入といったシンボルへのこだわりを一新し、”各地域の生活者のニーズ”を重視した新たな「大堀相馬焼」の
開発を行うことを決意しました。
この度、テーブルウェア・フェスティバルをプロデュースする専門家・今田功氏のサポートのもと、女性目線からのデザインや
日常生活で使える機能性を重視した商品開発が行われるなど、それぞれに変化を遂げた 5 つの大堀相馬焼事業者が
集結します。
「伝統とは、先人たちに敬意を表しながらも、新しい時代のニーズにあわせて進化していくもの」という考え方のもと、震
災で産地や素材が失われたことを機に、新たな「大堀相馬焼」としてこの販売展示会にて新商品を発表し、「新しいみら
いへの食卓提案」を行います。
＜本件に関する一般の方のお問合せ先＞
ふくしまみらいチャレンジプロジェクト事務局
TEL：03-6380-5490 / FAX：03-6380-6805
E-mail：contact@fukushima-mirai.jp
※事務局営業時間 平日 10：00～17：00
＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞
ふくしまみらいチャレンジプロジェクト ＰＲ事務局（株式会社プラチナム内） 担当：佐藤・岩崎・山崎
E-mail：r-sato@vectorinc.co.jp TEL：03-5572-6071

▼5 つの大堀相馬焼事業者が集結！「大堀相馬焼 展示販売会」概要
「大堀相馬焼」は、今の時代のニーズにあわせて開発されました。従来のシンボルに固執せず、女性にも手に取ってもらえ
るような現代的なデザインで、「新しいみらいへの食卓提案」を行います。
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大堀相馬焼 展示販売会
https://fukushima-challenge.go.jp
10 月 4 日（水）～10 日（火）
うすい百貨店 7 階食器売場催事スペース（福島県郡山市中町 13-1）
郡山駅より徒歩 8 分
「大堀相馬焼」5 事業者
（あさか野窯、近徳京月窯、いかりや商店、菅原陶器店、半谷窯）

▼浪江から分散した地域で再始動！出展事業者紹介
■あさか野窯 ：合計 55 品目出展、浪江町⇒郡山市
被災したあと、以前会った人の印象や風土に魅かれていた「郡山」を新天地に決め、2014 年 5 月にその土地の名称を
使った「あさか野窯」を開設し新たなスタートを切りました。
その土地に暮らし、地元の原料を使ってこそ伝統工芸であるとの思いから、地元郡山の粘土を伝統的な大堀相馬焼
の技法と融合させて作品を作成し、まったく新しい郡山の焼き物として、地域を代表する物産品を開発しました。
出展品目数：合計 55 品目出展、価格：600 円～5,000 円（税別）

出展商品：角皿、スープ皿 等

参考：震災前の大堀相馬焼

当主：志賀喜宏さん

■近徳京月窯 ：合計 31 品目出展、浪江町⇒福島市
近徳京月窯は、被災したあと、福島市に避難。女性窯元ならではの作風で、感性の高い女性から圧倒的に支持さ
れる女性特有の繊細さや風合いに満ちた作品を開発しました。
出展品目数：合計 31 品目出展、価格：800 円～27,000 円（税別）

出展商品例：丸皿、コップ 等

参考：震災前の大堀相馬焼

当主：近藤京子さん

■いかりや商店：合計 32 品目出展、浪江町⇒白河市
被災したあと、2013 年 11 月 30 日に、白河市大信に白河工房を開設。
大堀相馬焼のこれからを見据え、原料の粘土に工夫を凝らし、大堀相馬焼の伝統技法を守ろうと、原料・粘土は他
産地のものを使っても、風合い、技術を結集し陶器創りに努力をしています。
出展品目数：合計 32 品目出展、価格：1,200 円～4,300 円（税別）

出展商品例：角皿（黒）

参考：震災前の大堀相馬焼

当主：山田慎一さん

■菅原陶器店：合計 17 品目出展、浪江町⇒いわき市
被災したあと、いわき市内に仮設工房を設け制作と陶芸教室、組合のために日々奔走していましたが、2017 年 6 月
に本宮市に活動の拠点を移し、敷地には新設された工房、古民家の趣とモダンさを融合させたギャラリーで心機一転、
未来へのチャレンジを始めたばかりです。
今後は得意とする「青」の世界、トルコブルーの器のラインナップを充実させ、新しい地域の皆様に愛される窯元を目指
して日々創作に取り組んでいます。
出展品目数：合計 17 品目出展、価格：800 円～4,800 円（税別）

出展商品例：プレーン（青）、広口器

参考：震災前の大堀相馬焼

当主：小野田利治さん

■半谷窯 ：合計 15 品目出展、浪江町⇒福島市
被災したあと、2014 年春に福島市にて現在の工房を再開し、妻の菊枝さんと二人三脚で日々大堀相馬焼の灯を消
してはならないとの思いで頑張っています。
出展品目数：合計 15 品目出展、価格：1,300 円～4,800 円（税別）

出展商品例：角皿（黒）

参考：震災前の大堀相馬焼

当主：半谷貞辰さん

▼指導専門家紹介

■大堀相馬焼専門コンサルタント：今田 功 氏
有限会社オフィスイマダ代表取締役
昭和 19 年 9 月 山口県生まれ
（株）読売広告社在職中に第 1 回テーブルウェア・フェスティバルをエグゼクティ
ブプロデューサーとして成功させ、現在もシニアディレクターとして活躍中。
2004 年 11 月(有)オフィスイマダ設立、現在に至る
【現在の代表的なコンサルティング業務】※受託開始時の系列順
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【お知らせ資料】
▼「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト」 進捗情報のお知らせ
「ふくしまみらいチャレンジプロジェクト」は、避難指示などの対象となった福島県被災１２市町村（田村市、南相馬市、
川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村および飯舘村）の事業者を対象に、
公益社団法人福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）と連携して、自社商品の改良・開発、テスト
販売や商談などの販路開拓機会の提供、流通対策や商談力向上のセミナーなど様々な支援を行っています。
昨年度は、52 の事業者に支援を行い、新たな販路の開拓やビジネスの創出を実現しました。本プロジェクトは、2017
年 6 月にプロジェクトスタートから 2 年目を迎えます。今年度は、倍増の 100 以上の事業者へ販路開拓等の支援を行い、
事業者の方々の事業・なりわいの再建を積極的に後押しします。
また、公式 Web サイトにプロジェクトの取り組み内容を掲載しています。
※公益社団法人 福島相双復興推進機構（福島相双復興官民合同チーム）は、平成 27 年 6 月 12 日の閣議決定「原子力災害から
の福島復興の加速に向けて」の改訂において、被災事業者の自立に向けた支援の実施主体として福島相双復興官民合同チームが平成
27 年 8 月 24 日に創設。今般の通常国会（第１９３回常会）において、「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」が成立（平成
29 年 5 月 12 日）し、国・福島県・民間が一元的な指揮命令下において一体的に業務が行えるよう体制の強化が図られ、平成 29 年 7 月
から新体制としてスタートしている。

■公式 URL：https://fukushima-challenge.go.jp/

都内で福島の事業者の商品を販売！福島県応援ショップ「ごらんしょ！」
福島県応援ショップ「ごらんしょ！」は、都営新宿線岩本町駅構内に 2016 年 4 月 4 日にオープンしました。お買い物を
して福島県を応援できるお店です。お仕事やお出かけの帰りにもぶらりと気軽にお立ち寄り頂ける今までになかった福島
県のミニアンテナショップです。（URL：http://www.goransho.com）
【販売商品例】
有限会社 扇田食品
・豆乳キャラメルアーモンド 540 円(込）
・豆乳わさびアーモンド 540 円(込）
合資会社 旭屋
・親父の小言みそらーめん 2 袋入り 540 円（込）
・浪江焼麺太国 なみえ焼そば 2 袋 540 円（込）
株式会社マツバヤ
・親父の小言シリーズ T シャツ 2500 円(込）
たまのや
・たばこ煎餅 540 円（込）

