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四国夢中⼈のバナーです
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⼿島に陶芸家２カップルＩターン
2019年5⽉4⽇ | Author ozaki

平均年齢80歳、⼈⼝20名の⼿島に陶芸家カップルが春から引っ越してきました。なんと︕⻑い間主を
失っていた⼆軒の空家が彼等の⼿で床も壁も天井もリニュアルされます。ほこりまみれで⽇夜格闘
中・・・・・家⼀軒丸ごと⾃分達のアトリエ兼ギャラリーになる⽇が来ることを島⺠達も暖かく⾒
守っています。
熟成させた⾚ワインのように、時間をかけてゆっくり発酵する彼等のワインはどのような仕上がりに
なるのか、興味は尽きません。
厳しい環境の中で、きらきら光る彼等の優しさに満ちた眼差しが眩しいく感じました。

ここで彼等の御紹介をさせて頂きます。

◆原 ⿇⾥⼦（はら まりこ）さん

愛媛県出⾝
神⼾市外国語⼤学 外国語学部 英⽶学科 卒業
京都府⽴陶⼯⾼等技術専⾨校 やきもの成形科 成形コース 修了
地⽅独⽴⾏政法⼈京都市産業技術研究所 陶磁器コース 修了

ジュエリー業界で広報・EC業務に携わっていましたが、デザイン業や⼯房での仕事を間近で⾒たこと
で、ものづく りに興味を抱くようになりました。 そこで、かねてより好きだった陶芸を学ぶことを
決意し、今に⾄ります。⼿島の美しい⾃然の⾵景と、島の⽅々の優しい⼈柄に惹かれました。  ⼿島
の魅⼒を伝えるため、つくり⼿としてはもちろん、⼿島のPRやEC事業にも携わりたいです。

◆松下 ⿓平（マツシタ リョウヘイ）さん
1986 埼⽟⽣まれ 2007 武蔵野美術⼤学にて陶芸を学ぶ
2011 埼⽟県ふじみ野市にて作陶開始
2017 京都府⽴陶⼯⾼等技術専⾨校⼊校
2019 ⾹川県⼿島に⼯房を移し作陶

ギャラリーやデパート陶器市等、器を買える場所はたくさんありますが、作られた場所を訪れ、そこ
の⼈や空気に ふれ好きな器を買う。 僕はそのかたちが⼀番好きで、しっくりきます。 良い⼈ 良い器
良いお店 少し遠いけど⼀度訪ねてみたくなるそんな島に出来たらと思います。

◆松原 恵美（マツバラ エミ）さん
1990年、京都で⽣まれ育つ 京都の銅駝美術⼯芸⾼校で陶芸に出会う
2013年、愛知県⽴芸術⼤学陶磁専攻を無事卒業
2015年まで東京の彩泥窯で陶芸の講師を務める
2017年、京都府⽴陶⼯⾼等技術専⾨校の総合科に⼊学
2019年に卒業し、⼿島に出発︕

⾏き当たりばったりの⼈⽣で、出会った仲間が出してくれた⼿島⾏きの船に乗りました。 ⽣きるっ
て、⽣活するってどういうことなのかよく分からない私が、⽣きること、⽣活することに真正⾯から
向き 合う島の⽣活の中で得たパワーで、なんか良いなぁと思える、思ってもらえるものを作りたいで
す。

◆⾼村 光平（タカムラ コウヘイ）さん
1983年 神奈川県相模原市（旧津久井郡）⽣まれ
2004-2008 東京芸術⼤学美術学部建築学科
2008-2010 東京芸術⼤学⼤学院美術研究科建築理論
2010-2017 都内のシステム開発会社にてシステムエンジニアとして働く
2017-2019 京都府⽴陶⼯⾼等技術専⾨校
2019- ⼿島に移住

海で⿂が取れて、陸では野菜が取れて、⼩さくても等⾝⼤のスケールで⽣活ができる島を探してまし
た。やりたい ことは、⼿島から⽣きること。⼿島に脈々と引き継がれる⽣活のバトンを受け取り、次
へ渡す。その過程で⽣まれ る新しい知恵やモノ達に期待しています。
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 春企画 塩飽部隊 No.6 2019-04-10 

「花と昆虫の楽園キャンペーン」 

 ～小さな島の贅沢なおもてなし ～ 

  企画：四国夢中人 

 今年もいよいよ待ちに待ったタケノコの季節到来！ 大人は安養寺の竹林伐採。子供は芝桜

を植え、幼虫採集にタケノコ堀り・・・・・ 

一汗かいた後は採り立ての旬の食材と青竹の空間が皆さんを待っています。 

春の陽気に誘われて、島民と一緒に瀬戸内のホスピタリティを楽しみましょう。 

日時：2019年 4月 27日～30日  （参加締め切り 3月 31日 ） 

場所：手島 （丸亀市沖塩飽諸島 人口約 20名、平均年齢約 80歳、周囲 10.9km） 

参加者：京大生、ボランティア、島関係者、ＡＬＴ（英語指導教諭） 

宿泊施設：手島自然教育センター 

協賛：香川県、丸亀市、香川県立香川丸亀養護学校、ＪＡ香川県、農協食品、久保田麺業等 

協力：ＮＰＯ法人瀬戸内オリーブ基金事務局（豊島）, ナチュラリストネットワークかがわ 

名義後援：香川県教育委員会  

食事：ＢＢＱ＋筍三昧（筍天ぷら＋筍煮物）＋うどん流し+飯盒炊飯 

実施内容：竹林伐採 [安養寺] 
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              2019春企画日程                     

①日帰り 4月 28日日曜日（地元ボランティアー+メディア）  

4/28日

日曜日 

     丸亀港  8：30→手島港 9：00     (海上タクシー1000円) 

竹林伐採 10 :00 ～12：00 

    昼食 バーベキュー12：30～14：00 

竹林伐採・14：30～16：00（タケノコ堀・芝桜苗植え）  

       手島港発 16：50丸亀港着 18：10                       

②1泊 2日組  4月 28日～29日（東京組） 

4/28日

日曜日 

       東京駅発 6：30（のぞみ 5号博多行き）→岡山駅着 9：50  

       岡山駅初 10：05（南風 5号高知行き）→丸亀駅 10：42 

       東京→丸亀新幹線   （18000円）     

    丸亀港 11：10→手島港 12：05 （定期船 770円）      

    昼食 バーベキュー12：30～13：30 

竹林伐採 14：00～1８：00（タケノコ堀・芝桜苗植え） 

        夕飯準備 18：30  夕飯 19；00～20：00  入浴 22：00～      

4/29月

月曜日 

竹林撤去 9：00～12：00   

    バーべキュー準備 11：00 昼食 12：30～13：30  

苗植え 14：00～ 16：00 （幼虫探し・シ―グラス）     

    手島港発 16：50丸亀港着 18：10                        

③3泊 4日組  4月 27日～30日（京大生等）             

4/27 

土曜日 

 

    京都駅発 9：50⇒高松駅到着 13：35  （高速バス） 

    高松駅 14：13⇒丸亀駅 14：37 （JR550円） 

    丸亀港発 15：00 ⇒手島着 16：45(客船 770円)   

    夕飯準備 18：30  夕飯 19；00～20：00   

4/28  

日曜日 

竹林伐採 9：00～12；00   

 バーべキュー準備 11：00 昼食 12：30～13：30 

竹林伐採 14：00～18：00 （タケノコ堀・芝桜苗植え） 

    夕飯準備 18：30  夕飯 19；00～20：00  入浴 22：00～      

4/29 

月曜日 

竹林撤去 9：00～12：00       

    バーべキュー準備 11：00 昼食 12：30～13：30  

竹林撤去 14：00～18：00（幼虫探し・シ―グラス） 

    夕飯準備 18：30  夕飯 19；00～20：00  入浴 22：00～     

4/30  

火曜日 

フリータイム 

         朝食 7：30～8：30 清掃 昼食 12：00～13：00  

手島港発 16：50丸亀港着 18：10（フェリー770円）                       

丸亀駅発 18 :40 →京都駅 23：09 （JR）      

       

        [問い合わせ]：四国夢中人 cool@muchujin.jp  



    「花と昆虫の楽園キャンペーンＰＡＲT７」企画 

  アウトドアーシーズン 到来 ！  ～大人も子供も手島の大自然に触れよう～  

 瀬戸内海の島々は過疎化が急激に進み、無人島になる危機に瀕しております。手島

も 50年前まで 500人近くいた島民が現在 20人程に減少し、平均年齢は 80歳です。 

 しかし、塩飽水軍の歴史を持つ塩飽諸島は風情ある古民家や神社仏閣や島遍路文化

が今も残っており、日本の原風景に触れることができます。更に、大自然がコンパク

トにまとまり、手島は子供にとって大自然のテーマパーク！花の苗植え、カブトムシ

採集、海岸散策と清掃、島民と一緒に BBQや流しうどん等を通じて自然豊かな瀬戸内

海を満喫できます。 

 無人島になりつつある手島で我々は何ができるか、一緒に考えていきましょう。      

     期間 : 8月 9日（金曜日）～12日（月曜日）  応募最終締切 7/7                                         

                   

                  ９日金曜日 16：40スタッフ手島到着  

                  京都大学学生+香川大学学生 

                  スタッフ役割分担（植栽・虫取り・食事・草刈）                            

                  夕食   夜  打ち合せ                         

                   10日土曜日 ９ :００ ボランティア手島到着 

                  説明会＋午前 花の苗植え（百日草 500ポット） 

                  昼食  戸外バーベキュー・流しうどん                                                    

                  午後     昆虫採集  竹のクラフト作り   

                  夕食＋ミッドナイトドラムコンサート(女子高生）                           

                   11日日曜  

                  午前 海岸探検  シ―グラス（子供） 

                    昼食 戸外バーベキュー・流しうどん 

                  午後 竹のクラフト作り 

                  夕食＋映画鑑賞 懐かしき笛や太鼓（S42制作) 

                   12日月曜  

                  午前 海岸清掃 

                  昼食 午後 清掃＋後片づけ+反省 

                  夕刻 16：40フェリー乗船 解散     



        2019 年「花と昆虫の楽園キャンペーン」夏日程 

9 日金曜 

  

    午後 

    夕食 

丸亀 15 :00 乗船→手島 16 :40 下船 

京大生+香大生＋スタッフ+荷物＋花の苗等 運搬 

17：00    役割分担 （植栽班・料理班・カブトムシ班）各責任者 

       下見と島民との打ち合わせ 

18：30    夕食準備 

22：00    打ち合わせ 

10 日土曜   

       

    

    午前 

    昼食 

 夜 

①丸亀港 8：30 発→手島港 9：00 着（海上タクシー） 

②丸亀港 11：10→手島港 12：05 (定期便快速艇) 

 7：00～    朝食準備 

9：30～10：00 オリエンテーション 

10：30～12：00 花の苗植え 百日草等 （500 ポット） 

12：30～13：30 BBQ 流しうどん 12 

14：00～17：30 昆虫採集 

18：30～    夕食準備 

19：00     夕食 

20：00～   「ミッドナイトドラムコンサート」  

21：00     海ほたる観察 

手島港 16：50 発→丸亀港 18：10 着（フェリー） 

11 日日曜   

 午前 

     午後 

 7：00～    朝食準備 

9：30～12：00   海岸探検 シ―グラス探し 

12：30～13：30 BBQ 流しうどん  

14：00～17：30 竹のクラフト作り 

18：30～    夕食準備 

19：00～    夕食 

21：00      映画鑑賞 

手島港 16：50 発→丸亀港 18：10 着（フェリー）  

12 日月   7：00～    朝食準備 

9：30～12：00   海岸清掃 

12：30     ランチ 

13：30～    センター片づけ 

 手島港 16：50 発→丸亀港 18：10 着（フェリー） 




