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越前陶芸村については　…越前陶芸村文化交流会館 0778-32-3200

越前町の観光については…越前町観光連盟 0778-37-1234

※全て市外局番 0778※②…祝日の場合は翌日休み※①…最終入館は 16:30 まで

越前陶芸村

④だいこん舎
地元の玄蕎麦を石臼で自家製粉して、

繋ぎを使わず十割蕎麦を手打ちして

いる蕎麦屋。そばがきぜんざいや

黒蜜蕎麦団子も好評。

11:00 ～ 17:00 月曜日※② 32-3735

①越前陶芸村

好みの越前焼作家のカップ (約 130 点 )

で、コーヒーを楽しめるセルフコー
ナー「越前焼で珈琲時間」が人気。
陶芸公園やロビー展示を眺めながら、
ゆったりとした時間を過ごせる。

9:00 ～ 17:00※① 月曜日※② 32-3200

文化交流会館
②福井県陶芸館

日本六古窯のひとつ、

越前焼を体感できる施設。

週末には窯元の電動ろく

ろ実演も開催。

9:00 ～ 17:00※① 月曜日※② 32-2174

越前焼の茶碗で抹茶を

楽しむことができる。

季節の和菓子と一緒に

一服どうぞ。

越前焼の粘土で自由に作

品を作る手ひねり体験や、

絵付けが楽しめる。

思い出の作品を作ろう。

資料館 陶芸教室 茶苑

③越前焼の館
越前焼工業協同組合が運営する越前焼

の直売所。お土産用や贈答用に、また

家庭用に数多くの種類の越前焼を取り

揃えている。

8:30 ～ 17:00 年末年始のみ 32-2199
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陶芸公園
陶芸公園はきれいな芝生が広がる

行楽スポット。陶彫広場には 15 点

のアート作品が点在し、のんびり

と散策するのにオススメ。こども

広場にはアスレチックもあり、家族

でのピクニックに最適！



クリスマス茶会　
～和菓子を作ってみましょう～

日時：12/23[金・祝]
午前の部10：30～/午後の部13：30～

定員：各15名
料金：1,200円

＠福井県陶芸館　茶苑
予約 0778-32-2174（代）

今年は茶苑でのクリスマスはいかが
でしょうか。和菓子職人の指導のもと、
クリスマスにちなんだ「和菓子づくり
体験」をしていただき、お抹茶で一服
暖かい灯りの中ひと時をお楽しみい
ただきたくご案内申しあげます。

⑥①

＠福井県陶芸館　資料館

②
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⑥クリスマス茶会

①人間国宝　濱田庄司「健かな美」

②特別展記念講演会「濱田庄司の生活スタイル」

④「箸まつり」

～12/2０頃まで開催

＠越前焼の館

美味しいご飯にはお気に入り
の飯碗…そしてお箸！越前焼の
館では、おみやげにも喜ばれる
若狭のお箸をたくさん集めて
「箸まつり」を開催中です。箸に
限り表示価格より１割引！
そして、飯碗と組み合わせてギ
フト購入される方には化粧箱
代サービスとさせていただき
ます♪

箸まつり

④

講師：濱田友緒
　　（公益財団法人　濱田庄司記念館　
　　　益子参考館　館長）
会場：福井県陶芸館　茶苑
定員：30名（電話にて要予約）
料金：無料

特別展記念講演会
「濱田庄司の生活スタイル」

＠福井県陶芸館　茶苑
予約0778-32-2174（代）

11／5[土]13：30～

③
⑤

11／6[日]19：00～

③信夫のそばで語り愛と朗読会

信夫のそばで語り愛と朗読会
～蕎麦屋がラジオのスタジオに？～

ことばのスペシャリスト、元ＮＨＫエグ
ゼクティブアナウンサー村上信夫さん
を囲んでの語りと朗読会。
昨年開催された『信夫のそばで蕎麦
の会』が好評につき、今年もだいこん
舎で語りあいます。「今年も一緒にど
う？」

食事付（お蕎麦とまこも料理）3,000円
食事なし　2,000円

ご予約お問い合わせ
0778－32－3735（だいこん舎　南）

⑤水仙と越前花器の甘いささやき展

＠だいこん舎

12月

11月 淡竹窯　武澤信雄

陶房遙　吉田信介

月替個展 スケジュール

月替個展は、資料館一階のロビーで
開催する越前焼の現代作家による
1ヶ月限定の個展。

＠福井県陶芸館　資料館

手作りの越前焼を贈るブライダ
ルプラン。電動ろくろを使い、越
前焼のお湯のみか、お茶碗を計
4個作ります。魅力あふれる贈り
物づくりを、スタッフが丁寧にサ
ポート！作品作りをよりお楽しみ
いただけるよう職人気分を味わ
える作務衣の貸し出しも。

FUREAUギフト
Bridal陶芸

日時：11月19日（土）
　　　12月17日（土）
　　　午前（9時～12時）
　　　午後（13時～16時）
定員：午前・午後　先着各2組まで
料金：　15,000円（税込）

＠福井県陶芸館　陶芸教室
要予約　0778-32-2174（代）

毎月第 3 土曜日

凛とした立ち姿と薫り高さ。
「越前水仙」は日本の三大水仙群生地
の一つとして選ばれている越前町、そし
て福井県が誇る冬の花です。その水仙
とともに福井県を代表する「越前焼」。
越前焼の花器に水仙を活けるこの展示
会は、越前焼と水仙の素朴な中にもお
互いの秘める想いの溢れ芳香が漂う、
華やかな展示会です。

【ご利用にあたって】
個人での練習利用に限ります。営利目的、観客を伴う
利用や、大人数での利用はできません。ご利用の際の
入場者は5名までとします。ホール内での飲食・喫煙は
禁止です。その他、係員の指示に従えない場合は、ご
利用中であっても利用をお断りする場合があります。

越前陶芸村文化交流会館のクリスマスプレゼント企画として、日頃ご好
評いただいている「ピアノトレーニングプラン」をクリスマス特別価格に
て提供いたします。是非この機会に、世界のコンサートホールでも採用さ
れているSTEINWAY＆SONGSのピアノでレベルアップしませんか。

STEINWAY&SONGS  ピアノトレーニングプラン
Xmas プレゼントフェア（12月22～25日）

日時：12月22日・23日・24日・25日　9:00～17:00
料金：1時間　￥1,000（1日最大2時間まで）
※上記価格にはホール・ピアノ・音響反射板・空調使用料が含まれます

申し込み受付　：　12月7日（水）9:00～　
※電話受付のみとなります。直接ご来館または郵送でのお申込み、受付
　開始時間前のお申込みはお受けできませんのでご注意ください。

＠越前陶芸村文化交流会館　ご予約　0778-32-3200＠越前陶芸村文化交流会館

第42回水仙まつり 連動企画
水仙と越前花器の

　　　　　　甘いささやき展

会 期　：12月10日（土）～25日（日）
　　　（会期中休館日）12日・20日
時 間　：9:00～17：00（最終入館は16:30）
入場無料
展示作品は購入いただけます。すべて1点物
となりますので、お早目にご高覧ください。
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ピアノトレーニングプラン
Xmasプレゼントフェア


