＜プレスリリース＞

陶 ISM2014 開催のお知らせ

陶ISM2014

-Field of free 若手陶芸家交流展-

開催日：2014年3月23日
（日）
・24日
（月）
会場：益子町 益子陶芸倶楽部・古民家古木
主催：陶ISM実行委員会

Junction

- 交差する主義 -

Artist

今年で４回目となる「陶 ISM2014」を開催します。
陶ＩＳＭは、若手陶芸家が協力し主催する“陶”のイベントです。
互いに力作を持ちより、展示し、刺激を受け合い、作品のみならず仲間と出会い、
交流を深め、
その先に派生する企画展、
グループ展を生み出す。
これからの陶芸の可能性を広げる”場”であり“ツール”でもあります。

作品発表
プロモーション
交流

Gallary
Shop

Audience

2014年のテーマは “Junction”
作家、企業、
そして使い手である一般の来場者……
次のステージへと進むための分岐点（ジャンクション）
として
“陶”に関わる様々な立場を理解し、繫がる機会を提供します。

プロモーション

ミニイベント参加
観覧

交流

Field ……… Tool

ぜひ、若手陶芸家の「現在」と「未来」を感じにいらしてください。

イベント内容
若手陶芸家 75 名による作品展示、販売

陶 ISM コンペティション

3 月 23 日 12:00-17:00 ／ 24 日 10:00-15:00
全国から集まった若手作家 75 名の作品が一同に会します。
一人当たりのスペースは 90cm 90cm
作家自ら用意した什器を使い、作品をディスプレイします。

“陶” にちなんだミニイベント、飲食ブース

参加作家全員を対象に、最も支持された作家を投票により決定。
23 日夜の交流会にて「陶ＩＳＭ２０１４大賞」として表彰します。
賞品は、東京柳橋にある「ルーサイトギャラリーで個展を行う権利」です。

投票期間：23 日（日）12:00~17:00
参加作家・全来場者により投票

お茶、お酒、ご飯。参加作家の器を実際に使うことができるイベントブース。

移動茶室『丿庵』

3月23日
（日）12:00〜17:00
軽自動車に設えた移動茶室「丿庵（へちあん）」
が陶ISMにやってきます!

陶 ISMCafeteria
益子ゆかりの飲食店が出張出店！
参加作家の器でメニューを提供します。

茶人 近藤俊太郎（アバンギャルド茶会主催）
参加費：無料 ※会場でご購入した器を使うこともできます。

おばcafe + 作家のうつわ

3月23日
（日）12:00〜17:00／24日
（月）10:00〜15:00
日本茶インストラクター小幡一樹さんによる呈茶&おいしい淹れ方講座。
陶ISM参加作家の茶器でお楽しみ頂きます。
参加費：無料 ※お一人様2煎まで。干菓子付き。
お茶は 煎茶、
ほうじ茶の中からお選び頂けます。

カシワジ酒店＋酒器道楽

3月23日
（日）12:00〜17:00
酒数奇者、佐々木達郎さんによる日本酒企画。

◇試飲：カシワジサケテンベストチョイスの栃木の美酒の試飲。
※有料試飲：ぐい呑み一杯につき200円〜
◇美酒：栃木の銘酒を5種類ほどご用意、販売します。
◇酒器：陶ISM参加作家のぐい呑みで試飲できます。
試飲コーナー展示のぐい呑みをご購入の方には、
お好きな日本酒を一杯、無料でサービスします。

お問い合わせ先

陶ISM2014事務局
Tel:090-5589-4069

岩下宗晶（陶ISM2014事務局スタッフ）
Mail:touismhonten@gmail.com

WebSite陶ISM

http://touism.net

トップページの
『陶ISM2014』
バナーをクリック！

□23 日（日）11:30-17:00
○色実茶寮＆en 四季菜プレート
天然酵母ケーキ他
○MUKUBAR タコスランチ
（ムクバル）

○PLUS cafe

グリーンカレー ／十穀米の肉蒸しロール
( それぞれ単品とセットあり）
クラムチャウダー サングリア他

□24 日（月）10:00-15:00
○作坊

吃（ゾウファンチィ）

アジアン軽食・ドリンク

○pain de musha musha
and coﬀee
( パンドムシャムシャ
＆コーヒー）

チリドック
クルミのサンドイッチ
自家焙煎ホットコーヒー

○WORK SHOP 770

ポークカレーライス

@bonkuri
「FB 陶 ISM」

https://www.facebook.com/touism
陶ISMブログ

http://touismblog.exblog.jp/

〒321-4217栃木県芳賀郡益子町益子3288-6
Tel：0285-72-3866 Fax：0285-72-4178
HP : http://mashiko-tougei-club.jp/

会場

益子陶芸倶楽部・古民家古木

会期

2014年3月23日
（日）、24日
（月）
時間 23日12:00〜17:00（交流会19:00〜） 24日10:00〜15:00

参加作家（77名）

●東北地方／ siho（仙台） 草彅桃江（秋田）
●関東地方／徳山久見子（東京） 山田麻未（東京） 小出麻紀子（東京） 田川亜希（東京）富田啓之（東京）
中川 ひかり（東京）太田雪輝（東京）野口あき子（埼玉）鯨井円美（千葉）高橋朋子（千葉）
須藤圭太（千葉）斎藤知（平塚）長谷川泰子（横浜）柳川謙治（栃木）内田裕太（栃木）
たなべきょうこ（栃木）小野澤弘一（那珂川）鮎貝友美（壬生）森本浩司（真岡）
朴成羅（益子）川崎萌（益子）寺村光輔（益子）岩下宗晶（益子）豊田雅代（益子）
吉田丈（益子） 二階堂明弘（益子）谷島潤（茨城）柴田裕子（笠間）根本幸一（笠間）
廣田哲哉（笠間）鈴木明日美（笠間）藤原里子（笠間）阿部慎太郎（笠間）松本良太（笠間）
Keicondo（笠間）菅原佳苗（笠間）井上塁（笠間）今井梨絵（笠間）
●中部地方／藤村佳澄（多治見）人見和樹（多治見）村上祐仁（多治見）吉野徹（多治見）
加藤貴也（多治見）松村淳（美濃）竹下努（土岐）堀内大介（長野）大澤哲哉（常滑）
伊藤友紀（常滑）増田光（常滑）柳本美帆（瀬戸）阿部未来（瀬戸）青柳江実子（瀬戸）
廣川温（信楽）井口淳（静岡）
●近畿地方／田中雅文（大阪）粟田尚子（大阪）小幡知弘（大阪）楢木野淑子（大阪）阪本健（大阪）
奥田美紀（大阪）堀口彩花（大阪）飯田万綾（大阪）.Sue（大阪）田中元将（大阪）
大上裕樹（丹波）児玉みなみ（京都）種田真紀（京都）大石早矢香（京都）
天野知恵美（京都）潮桂子（京都）平岡仁（和歌山）馬川裕輔（兵庫）
●九州地方／中村真由美（宮崎）
●特別招待作家／若杉集（益子） 福野道隆（笠間）

協賛企業（76企業）

●東北地方

◯晩翠画廊○ギャラリー克泉○うつわ茜○CASAICO

●関東地方

○ギャラリー FUURO○CONTRASTO GALLERIA○うつわ謙心○麻布十番ギャラリー○gallery ten
○ハーブや たちばな○石の蔵○井中居○hotsumi GALLERY○益古時計○GALLERY ヌーベル
○懐石・ギャラリー 燈々庵○やまに大塚○株式会社山口陶器店○陶庫○ギャルリーワッツ○直や
○株式会社つかもと○hibi○野田耕一編集デザイン工房○回廊ギャラリー門○Gallery Yamamoto
○gallery a○くらしの知恵と道具 jokogumo○AC ギャラリー○KAURI( か・う・り）○MCAA6gallery
○株式会社ふた葉○gallery re:tail○せいかつ道具店 womb○“器とギャラリー『さんて』
○Mámica - Galería Cerámica y Caf マミカ・陶のギャラリーとカフェ○Neutron tokyo
○株式会社 JAHUSC○ギャラリーソラノハコ○PETITLUXE○艶ふ（イロウ）irou gallery 一宮海岸
○㈱三越恵比寿店

クロスイー○Maison de Chapeau メゾンドシャポー○RAWS

○L'essentiel○きらら館○株式会社ビジネスバース○もえぎ ○ ＮＰＯ法人グラウンドワーク笠間
○ヒジノワ○ GALLERY 敬
●中部地方

○司電気炉製作所○手仕事扱い処

●近畿地方

○たち吉○アートサロン山木○ギャラリー米田○ギャラリーみやがわ○株式会社オオエックス

ゆこもり○日本陶彩株式会社○うつろいの間 碧

○ギャラリーからひね○作家の手仕事にこだわったギャラリーストア「ゆるりら」

陶ISM2014実行委員

●中国地方

○アートスペース油亀

●Web

○一品更屋○酒器道楽○陶工房○CRAFT CROWD

●メディア

○へうげもの○個展なび○陶業時報

●飲食店

○アンリロ○ゾーファンチィ○pain de musha musha and coﬀee○WORK SHOP 770○MUKUBAR

●個人

○スタジオ木瓜

寺村光輔（陶ISM2014 実行委員長） 岩下宗晶（陶ISM2014 事務局スタッフ） 二階堂明弘
（陶ISM代表）
松本良太
八島怜子

KeiCondo

豊田雅代

吉田丈

菅原佳苗

今井梨絵

井上塁

栗谷昌克（ウェブサイト作成管理）

