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のどかな里山と田園、夜空を見上げれば満天の星空。

緑ってこんな香りだったんだ。天の川ってこんなに近かったんだ。

願いかなうまちで、あなたの素敵な旅の思い出をつくりませんか？

I B A R A

星降るまち願いかなうまち

それは遥か昔むかし。

静かな山村が、夜のとばりに包まれた頃、ひとすじの星が光跡を描きました。

その流星は、この村にどんどん近づいてきました。

「大きな流れ星だなあ」と夜空を見上げていた村人たちもしだいに騒ぎはじめました。

まもなくその光は、空中で３つに分かれ、この村の北槙（きたまき）、八日市（ようかいち）、

本村（ほんむら）、というところに落ちました。

人びとは、これを神様の使いと信じて、星尾神社、高星神社、明神社を建て厚く信仰しました。

お星様の神社に届けられた願い事は、大切に奉納され星空に届けられます。

「星の郷」美星は「願いかなうまち」として多くの人が訪れます。

星
尾

美しい自然、息づく文化

伝説

降
神



天神峡

天神峡

　

元気発信都市 井原

高梁川上流県立自然公園。小田川渓谷約1kmにわたり、楓、樅、樫などの巨
樹・老木が清流に影を落とす天神峡。自然の変化が四季折々の姿を見せて
くれます。

●天神峡

弓の名手として名高い源平合戦の英雄、那須与一を偲んで毎年行われて
います。古典芸能祭では、琴と尺八の音に合わせた舞が舞われ、最後に射
手が見事に弓矢で的を射貫きます。

備中神楽は、中世から伝わる森羅万象への崇拝と先祖の霊に対しての信仰
から生まれた神事と、古事記・日本書紀をもとに近世に構成された神話劇が
複合して行われる郷土芸能です。

●与一まつり ●備中神楽

願い事を書いた灯籠を並べ、地上に天の川を作ります。祭りは願いを天に届
けるため、神主が祈祷する「御炊きあげ」でクライマックスを迎えます。

山あいを流れる川の中州から打ち上げられる花火は、音がまわりの山にこだ
まして、臨場感満点の大迫力を体験できます。

●天の川まつり ●納涼花火大会

約２キロの桜並木が続く井原堤のほか、井原市は毎年桜の時期に多くの
人で賑わう桜の名所に恵まれています。井原市ではさくらを市の花として
います。

●井原堤



人間味あふれる彫刻作品を数多く生み出した平櫛田中。「鏡獅子」は伝
統と近代が融合した彫刻史に残る名作として知られています。この作品
は、歌舞伎界で名舞台と評価の高かった六代目尾上菊五郎演じる「鏡
獅子」をモデルとして、昭和11年に制作をはじめ、幾多の苦心と曲折を
経て、昭和33年に完成しました。制作時、田中は歌舞伎座に25日間も
通い詰め、その秀でた観察眼をもって生涯の大作に挑みました。また、
木彫に彩色を施すという挑戦を行い、その圧倒的な芸術性が認められ
評価につながったことも有名です。高さ2メートルもある「鏡獅子」は、
現在国立劇場のロビーに展示され、今なお訪れる人々を魅了し続けて
います。

明治5（1872）年、岡山県後月郡西江原村（現在の井原市西江原町）の田中
家に生まれ、本名は田中倬太郎ですが、明治15（1882）年に平櫛家に養子
入りして改名。明治26（1893）年、21歳で木彫の道を志し、大阪の人形師・中
谷省古に弟子入りして以来、その類まれな写実性と精神性を兼ね備えた
芸術性で彫刻界をリードし続けました。田中の創作意欲は衰えることがな
く、100歳を超えてもなお作品をつくり続け、107歳でその生涯を終えるまで
一心不乱に現役を貫いた世界最高齢の芸術家となりました。「早世した二
人の子どもの分まで生きる」が口癖だった田中の最期近くの言葉は、「一
人で行きます。供はいりません」であったといわれています。

彫刻に人生をかけた近代彫刻界の巨匠
「平櫛田中」ものがたり

田中美術館

完成まで二十余年を費やした
名彫刻「鏡獅子」

近代彫刻家
平櫛田中の生涯

近代彫刻界の巨匠・平櫛田中の作品を保存・展示
し、永くその偉業をたたえ、郷土文化の向上に役立
てるため、昭和44年に「田中館」として開館。その
後、昭和48年に「田中美術館」と改称し、昭和58
年の市制30周年を記念して新館を開館しました。

田中苑
桜、箱柳、ツツジ、萩、椿などの樹木の中に配置さ
れた田中作品を身近に触れながら、四季おりおり
の自然を楽しむことができます。とりわけ学問の
木・楷（かい）の紅葉は見事で、市民の憩いの場
となっています。

歴史・文化
古くから受け継がれる

井原市立 田中美術館・田中苑

田中碑文 幼児狗張子（ようじいぬはりこ）

尋牛（じんぎゅう）

でんちゅうくんのモデルにもなった名彫刻

「鏡獅子」
井原市のマスコットキャラクター「でんちゅうくん」は、平櫛田中の名彫
刻「鏡獅子」をモデルに、平成２５（２０１３）年６月に誕生しました。勇壮
華麗な獅子の精のイメージを大切に、ゆるくて愛らしいデザインに仕上
げています。

●開館時間/9:00～17:00
●休館日/月曜日（祝日のときはその翌日）、12/28～1/4
●入館料/400円

井原市マスコットキャラクター
でんちゅうくん国立劇場ロビーの「鏡獅子」
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天神峡
鳴滝峡

井原駅

小田川

井原リフレッシュ公園

井原デニムストア

田中美術館

経ヶ丸グリーンパーク

高原荘

明治ごんぼう村
ふれあい広場

嫁いらず観音院

歴史を動かした郷土の先人達

井原ってこんなまち
井原市は、岡山県の西南部に位置し、西は広島県に接しています。自然豊かな里山や田園が広がる文化都

市で、市内を高梁川支流の小田川が貫流し、その流域の平野部に市街地が形成されています。

瀬戸内地域の温暖な気候に恵まれ、年間を通して晴れの日が多く、自然災害も少ない、安全・安心なまちです。

また、スポーツ、文化・芸術活動や市民活動も活発で、まちには笑顔と元気があふれています。

い ば ら

名の由来は、嫁の手をわずらわせることなく健
康で長生きできる霊験があることから。

１１８５年、源平屋島の戦いで見事扇の的を射た功績で、
井原市東部の荏原郷など５つの荘園の地頭職を拝領しまし
た。那須氏が来地後多くの史跡が残されています。

●那須与一

●北条早雲
１４３２年（※１４５６年
説もある）、備中高越城城主
の子として生まれ、青年期
まで荏原郷で武芸と学問に
励みました。
武勇と情勢判断に優れた
早雲は、領国経営にも手腕
を発揮し、戦国大名の魁と
なりました。

●井原駅

●嫁いらず観音院

夢やすらぎ号
「ななつ星in九州」のデザ
インでも知られる水戸岡
鋭治氏デザインのディー
セル車。
外装は夕焼けをイメージ
した茜色一色で、内装も天
然木の温かみを活かした
作りとなっています。

シンボルタワー
扇の的を射落とした那須与一の遺徳を偲び、弓矢をイメージしたシンボ
ルタワー。
その矢は、約３キロ北方の扇をイメージした井原バスセンターを見据え
ています。

広島県福山市から岡山県総社市の
41.7㎞を結ぶローカル列車「井原鉄
道」の基幹駅。
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至総社

星の郷青空市鳴滝峡

中世夢が原

井原鉄道

美星天文台

高越城址

葡萄浪漫館

自然が育む
井原の水

市場や職人の家、武士の館など、中世の「むら」の様子を豊かな緑の中
に忠実に再現した本格的な歴史パーク。映画のロケ地に使われるほ
か、コンサートなどのイベントが随時開催されます。

●中世夢が原

最高の星空を最高の条件で見ることができるように作られた中国
地方最大級・国内有数の公開天文台です。スタッフの説明により、
誰でも気軽にスターウォッチングを楽しむことができます。

井原市は、豊富できれい
な地下水に恵まれてお
り、水道水はとても美味
しいです。

●美星天文台井原市は西日本有数のぶど
うの産地。ニューピオーネ・瀬
戸ジャイアンツ・シャインマ
スカットなどハウス栽培から
露地ものまで多くの種類のブ
ドウが栽培されています。

●ぶどう農園

井原市の特産品
豊かな自然の恵みから生み出される逸品。

明治ごんぼう

豚肉加工品

乳製品

井原市への
アクセス

●開園時間/9:30～16:00
●休園日/木曜日（祝日のときはその翌日）、12/29～1/3　●入園料/500円

●開館時間/9:30～16:00、18:00～22:00
●休館日/木曜日（祝日のときはその翌日）、12/29～1/3　●入館料/300円

新見

清音

神辺

尾道

笠岡

山陽新
幹線

芸備線

井原線

福塩線

伯
備
線

伯備線

芸備線

岡山 大阪
神戸

姫路

福山

三次

米子松江

出雲

高松

今治

広島

山口

北九州

倉敷

岡山自動車道

山陽自動車道

瀬戸中央自動車道

山陽自動車道

西瀬戸自動車道

中国自動車道

中国自
動車道

米子自動車道

中国横断自動車道

中国自動車道

落合JCT

北房JCT

三次東JCT

広島JCT

山口JCT

広島北JCT

千代田JCT

井原線30分伯備線（清音駅）25分

飛
行
機

お
車

新
幹
線

広島空港から（山陽自動車道）

大阪（中国・山陽自動車道）
岡山（山陽自動車道）
広島（山陽自動車道）

新大阪駅

広島駅（山陽新幹線）

車で20分

車で40分

（山陽新幹線）

井原線20分福塩線（神辺駅）

井原線30分伯備線（清音駅）

井
原
市

岡山空港から（山陽自動車道）
車で50分

2時間40分

40分

1時間30分

45分

東京駅（東海道・山陽新幹線） 3時間20分

25分 13分

25分

笠岡IC

福山駅

岡山駅



HISTORY

デニムと裏白・備中小倉には共通点があります。どちらも蛇除
け、虫除けの効能がある「藍」で染めている作業着。（インディゴ
染料と天然藍の違いは不純物の有無で、化学組成は同じ。）そし
てどちらも表が紺・裏が白の厚地木綿であること。ただ、井原で
はそのルーツはLIVI’Sよりも200年も古いのです。現在、衣料品の
大多数は輸入品となっていますが、根強いファンを持つ高級な
国産デニムの半分以上がここ井原市やその周辺で作られていま
す。その背景はきっと、長い織物の歴史と、人々の創意工夫への
情熱。それは今もなお続いています。またジーンズの縫製にも日
本ジーンズ草創期から携わっており、一時期は国内シェア70％
以上の時期もありました。日本製デニムは世界最高品質と認め
られています。（ここ井原は、その品質の高さから「日本のデニム
の聖地」とも呼ばれています。）

デニムの聖地 井原デニム

特産品
井原の逸品

世界に誇る
「井原デニム」

井原デニムヒストリー

江戸時代初期から、手紡ぎ・手織りによる衣服の制作
を開始し、慶安3（1650）年頃からは綿花の栽培に加え
て藍の栽培がはじまりました。

江戸時代

嘉永7（1854）年の鎖国終了後、厚地綿織物の輸出を東
南アジアやアメリカに向けて開始し、明治24（1891）年
には、地方初の電動機械を導入した井原織物所設立。

明治時代から生産がはじまった小倉服地は主に学生
服として用いられ、第二次世界大戦まで「備中小倉」と
して世界各国へ送られました。

明治時代
〉〉

大正時代
〉〉

厚地織物の生産・縫製技術を生かし、昭和35年から
ジーンズ生産を開始。国産ジーンズ発祥の地と呼ばれ
るほど発展し、まちは藍色に染まりました。

昭和時代
〉〉

今日に受け継がれる丁寧かつ確かなものづくりの技術
は、国内はもとより海外メーカーからも高い信頼を得てお
り、今後もその歩みはさらなる未来へと続いていきます。

平成時代
〉〉井原産デニムを使ったデニム製品を販売する

「井原デニムストア」
井原駅構内にある井原被服協同組合による井原
産デニムのお店です。ショップには組合加盟各社の
井原産ジーンズや小物類が並びます。
また、２階にはオープンスタイルの作業スペースや井
原デニムの歴史を紹介するミュージアムコーナーも
設けられています。生地・裁縫、仕様など細部にこだ
わったオリジナルジーンズやスーツの作成も可能。

日本文化を世界に発信

●営業時間/11:00～18:00
●定休日/水曜日（祝日のときはその翌日）

日本のデニムの聖地で織り
なされた生地を使用し、作成
される着物、風呂敷などの和
柄のデニム製品。日本の伝統
文化と井原市の長い織物の
歴史とそれを支えた人々の情
熱が融合した珠玉の逸品の
数々は、国内のみならず欧米
をはじめ海外でも高い評価
をうけています。



〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 TEL 0866-62-8850 FAX 0866-62-8853
E-mail : sousei@city.ibara.lg.jp

●お問い合わせ

井原市役所　地域創生課

I B A R A
OKA Y A M A  J A P A N

http://www.city.ibara.okayama.jp

https://twitter.com/denchukun_ibara

https://www.facebook.com/denchukun/


