
福井県陶芸館
越前古窯博物館

越前陶芸村
文化交流会館 越前焼の館 だいこん舎イ

ベ
ン
ト

問
合
せ
先

0778-32-2174 0778-32-3200 0778-32-2199 0778-32-3735
9：00～17：00
(最終入館16:30 )

9：00～17：00
(最終入館16:30 )

平日　 10：00～16：00
土日祝　9：00～17：00

平日　 11：00～15：00
土日祝　11：00～17：00

古窯
陶芸館 交流

会館
焼の
館

だい
こん

1/15㊏
　 16㊐

期日　1月15日(土)、16日(日)
時間　14：00～
所要時間　1時間30分
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,000円
定員　各回10組(1組3名まで)　事前予約優先

越前焼の土台に粘土で烏帽子や笏、着物
や桧扇などを作って貼り付け、オリジナルの
陶びなを作ります。ウサギや猫の変わり雛を
作ったり、自分好みの雛人形作りにチャレ
ンジしよう。

越前焼の雛人形を作ろう 古窯
陶芸館

期間　1月15日(土)～1月30日(日)
時間　9:00～17 :00 (最終入館は16：30)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

京都に生まれ、福井の地で故・木村盛和氏に
師事し、陶芸村に桃山窯を築窯し45 年。繊細
で気品溢れる作品を作り続ける木村好博氏の
作陶展を、越前陶芸村文化交流会館・新春
展示として開催します。日々の暮らしに溶け込
む器から、茶の湯の器まで、木村好博氏の優
美な「たからもの」の数々をお楽しみください。

桃山窯・木村好博　作陶展
「たからもの」

1/15㊏
～1/30㊐

交流
会館

1/16㊐

期日　1月16日(日)
時間　10：00～、13：00～
所要時間　2時間
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,500円　ホット抹茶ミルク・クッキー付
定員　各回6名　事前予約優先

陶芸公園の植物で草木染した毛糸を使って、
卓上織り機でコースター作りをします。優
しい天然の色味でかわいらしいコースター
を 2 枚作ります。

草木染の毛糸で作るコースター 古窯
陶芸館

期間　1月14日（金）～3月13日(日)
場所　越前焼の館

Window Gal lery
「てにをは」

焼の
館

作り手とお客様を繋ぎたい。そんな想いが
詰まった窓辺のギャラリーを彩る作家、
今回は奈々司窯　佐藤裕司氏です。

1/14㊎
～3/13㊊

期間　～3月6日(日)
場所　越前焼の館

Gal lery　CUBE
越前窯

みんなで焼いたんやっ展２

～3/6㊐ 焼の
館

今年 2 度目のあな窯焼成に若手陶
芸家たちが挑戦。作品作り、窯詰、
窯焚き、窯出しと越前焼の伝統を
守りながら生まれた作品をぜひご
覧ください。

わたしのいちおし展
焼の
館

窯元がひとつひとつ作り上げた器たちをご覧ください。今しか巡りあえ
ないかも…そんな器を見つけにお越しください。
柳瀬陶房（柳瀬）、竜仙窯（岩間）、踏青舎（泉）３窯元の展示です。

～1/30㊐の
金土日祝

期間　～1月30日(日)の金土日祝
時間　17：00～19：00（最終入場18：30）
場所　福井県陶芸館　幽石庭
料金　一般700円、高校生以下300円
　　　資料館入館可　※未就学児無料

越前焼『陶あかり』が創り出す幻想的な
光の空間。夏にお客様が作った 3000 個
の手作り陶あかりが日本庭園を色鮮やか
に染め上げます。12 月より冬をイメージし
たイルミネーションがスタートし、秋とは
異なる趣の光の景色を楽しめます。

西日本最大　越前焼
『三千色の陶あかり』 古窯

陶芸館

1/23㊐

特別講師　茨木小夜美氏
期日　1月23日(日)
時間　10：00～、13：00～
所要時間　1時間半
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,800円　お抹茶・季節の生菓子付
定員　各回8名　事前予約優先

黒釉薬で焼き上げた越前焼の皿に金箔を箔
押しします。好きな模様のステンシルシート
を選び、漆代わりの薬を塗って金箔を貼り、
オリジナルデザインの飾り皿を作ります。

越前焼に金箔押し体験 古窯
陶芸館

1/30㊐

特別講師　ハナムスビ　水野氏
期日　1月30日(日)
時間　10：00～、13：00～
所要時間　2時間
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　3,000円　ホット抹茶ミルク・クッキー付
定員　各回6名　事前予約優先

お雛様が展示された古民家で、つまみ細工
のかわいらしいお雛様を作ります。日本の
伝統文化をゆっくりとお楽しみいただけます。

つまみ細工のお雛様作り 古窯
陶芸館

2/5㊏
～3/6㊐

期間　2月5日(土)～3月6日(日)
時間　9：00～17：00(最終入場16：30）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　無料

女の子の幸せを願い贈られたお雛様。
古民家に雛人形段飾りなど約 400 体を
展示します。
また期間限定呈茶を同時開催し、お雛
菓子とお抹茶をお楽しみいただけます。

古き良きひな人形展

期間限定呈茶

古窯
陶芸館

2/19㊏
　20㊐

期日　2月19日(土)、20日(日)
時間　14：00～
所要時間　2時間
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,000円
定員　各回10組(1組3名まで)　事前予約優先

家の四方に置くと魔を寄せ付けないとされる
鬼瓦。この体験では越前焼の粘土 1 ㎏で、
家の玄関などに飾れるミニ鬼瓦をつくります。

魔を払う
越前焼のミニ鬼瓦をつくろう

古窯
陶芸館

2/23
　・27㊐

特別講師　菓子処　江雲堂
期日　2月23日(水・祝)、27日(日)
時間　10：00～、13：30～
所要時間　2時間
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1,500円　生菓子2個制作・お抹茶付き
定員　各回20名　事前予約優先

和菓子作りの技術を教えてもらい、かわいら
しいお雛様の生菓子を手作りしてみましょう。

お雛様の和菓子作り 古窯
陶芸館水祝

期間　1月14日（金）～3月13日(日)
場所　越前焼の館

1/14㊎
～3/13㊊

2/5㊏
～3/6㊐ 越前　陶びな展 古窯

陶芸館

～3/31㊍

期日　～3月31日(木)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館　資料館
料金　一般500円
　　　（越前古窯博物館との共通入館券）
問合　0778-32 -3262（学芸員室）

福井県陶芸館が昨年度新たに収蔵した作品の
お披露目を行います。後期となる今回は、越前
町内で活躍した田村民籐氏の作品などを展示
します。常設展示も同時開催中！

令和３年度
新規収蔵作品展（後期） 古窯

陶芸館

柳瀬陶房（柳瀬） 竜仙窯（岩間） 踏青舎（泉）

同時開催 越前焼　陶あかり展
越前焼作家の陶あかり作品を展示販売
します。新作を中心に美しい陶あかりを
お楽しみいただけます。

同時開催

越前焼作家のやきものの雛人形を展示販売します。
全て手作りの一点物の作品です。

場所　福井県陶芸館ロビー
　　　越前焼セレクトショップ Clays

おひな菓子とお抹茶 600 円

1/5㊌
～1/30㊐

期日　1月5日(水)～1月30日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　越前古窯博物館2階　企画展示室
料金　一般500円（陶芸館との共通入館券）
問合　0778-32 -3262（学芸員室）

2022 年の干支は寅。十二支にちなんだ陶彫を集
めた特別展示を開催します。自分や家族の干支が
どのように表現されているか探してみて下さい。

新春！干支展 古窯
陶芸館

期間　2月5日(土)～2月27日(日)
時間　9:00～17 :00 (最終入館は16：30)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

越前焼作家・宇野 直 (うの ただし）が作品
づくりにインスピレーションを受ける、植物や
鳥。シリーズ 3 期となる今期は、植物や鳥に
加え、景色にスポットをあてた作品の数々で、
まるで心地よい鳥のさえずりが聞こえる中、の
んびりとひなたぼっこしているようなやきものの
世界にお連れします。

宇野 直　作陶展
「ひなたぼっこ」

2/5㊏
～2/27㊐

交流
会館

期間　2月5日(土)～3月27日(日)
時間　9:00～17 :00 (最終入館は16：30)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

越前焼の現代作家が丹精を込めて作り上げた
こだわりの逸品「酒器」を、出会いと別れが
交錯する「春」をしたためた「絵手紙」と共に
展示します。情緒溢れる世界をお楽しみいただ
くとともに、来場者自らが日々の暮らしの中に、
新たな『和』の響きを生み出していただけるよ
う作品の中から、しっくりと馴染む、あなただけ
の逸品をお探しください。

響きあう酒器展
2/5㊏
～3/27㊐

交流
会館

おひな様を眺めながら、おひな様にちなんだ
お菓子とともにお抹茶をお楽しみいただけます。

期間　2月5日(土)～3月6日(日)
時間　9：00～17：00(最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館ロビー
　　　越前焼セレクトショップClays

新 春
干
支

展 2022



電話　0778-32-2199
営業　平　日　10：00～16：00
　　　土日祝　  9：00～17：00
休業　年末年始のみ

越前町の観光については

0778-37-1234
(越前町観光連盟)

発行
越前陶芸村歩の歩の会

電話　0778-32-2174(福井県陶芸館)
開館　9：00～17：00(最終入館は16：30）
休業　月曜(祝日を除く)、祝日の翌日
　　　年末年始

お好みの越前焼作家のカップで、珈琲を
楽しめるコーナー「越前焼で珈琲時間」が
人気。ロビーでは様々な展示企画を開催。

電話　0778-32-3200
営業　9：00～17：00（最終入館は16：30）
休業　月曜(祝日を除く)、祝日の翌日、
　　　年末年始

越前焼作家の作品を展示販売しているショップ。
一点ものを多く取り扱っています。

四畳半の小間、八畳の広間、立礼席からなる
「越知庵（おちあん）」と 48 畳の大広間があり
幅広い用途にご利用いただけます。

越前焼の粘土で本格的な陶芸体験ができる
電動ろくろ体験から、自由な形を作る
手ひねり体験や、絵付け体験が楽しめる。

日本六古窯のひとつ、越前焼を体感できる。
窯元の電動ろくろ実演も不定期開催する。

国登録有形文化財の越前焼資料「水野コレ
クション」を展示しています。

電話　0778-32-3735
営業　平　日　11：00～15：00
　　　土日祝　11：00～17：00
休業　月曜(祝日を除く)、祝日の翌日

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。

越前焼工業協同組合が運営する越前焼の
直売所。お土産や贈答、また家庭用に数
多くの種類の越前焼を取り揃えている。

越前焼セレクトショップ Clays (クレイズ)

茶苑

資料館

旧水野九右衛門家住宅

天心堂・天心庵

水野九右衛門氏が居住した古民家を移築・
復元。趣のある空間の中、越前焼の茶碗で
お抹茶をお楽しみいただけます。

約 40 名が利用できる立礼式の茶室「天心
堂」と草庵茶室「天心庵」の本格的茶室。

売り切れ閉店の場合あり。予約できます。

9:00 ～12：00　　　越前陶芸公園（引換：資料館ロビー）
先着100名（引換は1人 1回限り）　　　　中学生以下

時間 場所

定員 対象

はぴりゅうチャレンジはぴりゅうチャレンジ

紙コップつみ大会紙コップつみ大会

申込不要参加無料

観覧無料

当日先着順参加無料

事前予約優先参加無料

キッチンカー広場キッチンカー広場

八田獅子舞
11:00 ～11：30　　陶芸館前エントランス
　　　　　　　　　　　　　　　　 雨天時／越前古窯博物館　天心堂

時間 場所

新春お宝探し

10 : 00 ～11：00　　　越前古窯博物館　天心堂
30家族 (1家族 5名まで )　　　中学生以下の子供を含む家族

時間 場所

定員 対象

新春福引

お菓子まき 
10:00 ～（整理券配布 9：30 ～）
陶芸館前エントランス
先着 120名　　　中学生以下

時間
場所

定員 対象

土88 月・祝・10・10日・9・9

土
88

日
99

月祝
1010

資料館の入館、陶芸教室の体験などで福引券を
進呈。お米や地酒、お餅セットなど越前町の特産
品が当たる！

9:00～17：00　　　陶芸館ロビー時間 場所

特賞特賞 有機コシヒカリ有機コシヒカリ 自然米コシヒカリ【田んぼの天使】
日本酒720ml【丹生酒造】
お餅セット【雪んこ餅】
日本酒180ml【丹生酒造】

1等1等
2等2等
3等3等
4等4等

越前町の「おいしい」豪華賞品

大分唐揚げ・チーズハットグ
・富士宮焼きそば K＆K

焼き芋 ヒゲ商店

山うにたこ焼き ほやっ亭

プラスカフェクレープ
UMATEAクロッフル

土88 月・祝・10・10日・9・9

10:00～16：00　　陶芸教室前時間 場所

荒天中止

20222022

1 /8　9　101 /8　9　10
2022.2022.

時間 9：00　16：009：00　16：00 福井県陶芸館福井県陶芸館会場

農薬、化学肥料、除草剤を一切
使用せず育てた特別なお米です。

はぴりゅうとあそぼう！

むかし遊びむかし遊び
新春特別メニュー新春特別メニュー

福を招く越前焼「まねきねこ」を作ろう
デコ羽子板作り

当日先着順参加無料

14: 00 ～15：00（整理券配布 13：00 ～）
陶芸館前エントランス
各日先着 50名　　　　中学生以下

時間

場所

定員 対象

【田んぼの天使】


