
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

3/6㊐

期日　3月6日(日)
時間　11：00～、14：00～
所要時間　1時間
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　親子ペアで1,500円(お抹茶生菓子付2名分・雛菓子付）
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回親子ペア10組　事前予約優先
対象　中学生までの子供とその保護者

親子で日本の文化を体験してみよう。お茶
の点て方、お菓子やお茶のいただき方を
教えてもらい、親子でそれぞれ相手のため
にお抹茶を点ててみましょう。

親子ではじめてのお抹茶体験 古窯
陶芸館

期間　3月17日（木）～5月10日(火)
場所　越前焼の館

Window Gal lery
「てにをは」

焼の
館

窓辺のギャラリー「てにをは」。作り手の思いを
お客様に伝えたい。互いを繋げる展示。
RICCA KITAZAKI 北﨑立夏氏の作品展示です。

わたしのいちおし展
焼の
館

窯元おすすめの器や新作たちを展示販売。ひとつひとつ丹精込めて
作り上げた作品を手に取ってご覧ください。春を彩る展示作家は
山月窯（村田）、夕陶房（もうり）、柳瀬陶房（柳瀬）です。

期間　3月17日（木）～5月10日(火)
場所　越前焼の館

3/6㊐

期日　3月6日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1名あたり1,800円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回10組(1組3名まで)　事前予約優先

自分で作った越前焼の器に、多肉植物の
寄せ植えをする 2 回シリーズ。1 回目は
越前の粘土で自分の好きな形の器を作り
ます。2 回目の寄せ植えは 5 月15日(日)
に開催（別途 2,000 円）。

多肉植物のうつわを作ろう 古窯
陶芸館

3/13㊐

期日　3月13日(日)
時間　10：00～、13：00～（所要1時間半）
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　2,500円　お抹茶と季節の生菓子付
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回12名　事前予約優先

春を呼ぶ黄色のミモザの花でスワッグを作
り、越前焼の陶板に飾ります。おしゃれな
インテリアとしてお部屋のワンポイントに
おすすめです。

陶板に飾る
ミモザのスワッグ作り 古窯

陶芸館

3/16㊌～
全10回

日程　3月16日、3月30日、4月13日
　　　、4月27日、5月11日、5月25日
　　　、6月1日、6月15日、7月6日
　　　、7月20日（全水曜日）
時間　10：30～（所要1時間半）
場所　越前古窯博物館
料金　1回あたり1,000円
定員　6名　先着順
持ち物　白ソックス

全 10 回の講座で、茶道の一番最初の種目
「茶盆点」をお稽古します。特別な道具が
なくてもでき、親しみやすい「茶盆点」を
マスターして、暮しの中で気軽にお抹茶を
楽しみましょう。

お茶のお稽古はじめましょう
「茶盆点」 古窯

陶芸館

3/27㊐

特別講師　design labo chica 辻麻美さん
期日　3月27日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要2時間）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1名あたり2,500円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回10組(1組3名まで)　事前予約優先

デザイナーの辻麻美さんを特別講師に迎え、
インドの職人がひとつひとつ手彫りしたウッド
ブロックスタンプを使い、オリジナルデザイン
の越前焼の皿を作ります。

インド×エチゼン
スタンプ模様のやきもの　2022 古窯

陶芸館

4/2㊏

期日　4月2日(土)
時間　9：30～、13：00～（所要2時間半）
場所　越前陶芸公園　（受付　越前古窯博物館　旧水野家住宅）
料金　3,000円　お抹茶と春の生菓子付
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回10名　事前予約優先
持ち物　ゴム手袋、汚れてもよい服装

陶芸公園の桜の枝などでやわらかいシルク
ストール（30cm×130cm）を草木染めし
ます。春らしい淡いピンクベージュの色味を
お楽しみいただけます。

さくら染めの春のストール 古窯
陶芸館

4/3㊐

期日　4月3日(日)
時間　11：00～、14：00～（所要2時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1名あたり 2 ,500円
キャンセル料　7日前から100％
定員　各回6組（1組3名まで）　事前予約優先

古民家の一本桜を眺めながら、越前焼の
春の小皿に盛り付けられた、和洋菓子や
軽食など「春の 5 種セット」をお楽しみ
いただけます。お友達やご家族とゆったり
春のひと時をお過ごしください。

しだれ桜のもとでアフタヌーンティー 古窯
陶芸館

4/2㊏
　 3㊐

期日　4月2日(土)3日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1名あたり2,000円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回10組(1組3名まで)事前予約優先

古くから伝わる妖怪、自分が考えたオリジ
ナル妖怪など、想像を膨らませて、越前の
土で制作しよう。講座で作った作品で妖怪
コンテストを開催（5月下旬）。入賞者に妖
怪グッズプレゼント！

やきものの妖怪 古窯
陶芸館

4/2㊏
～4/24㊐

期間　4月2日(土)～24日(日)
場所　福井県陶芸館
　　　越前焼セレクトショップClays
料金　観覧無料

大森氏の個展を初開催します。今回の個展では
そば殻を使用した炭化焼成によって生み出される
新感覚越前焼に挑戦されており、大森氏の新たな
表現手法の作品をご覧いただけます。

大森正人陶展
「新たなる陶芸の世界」 古窯

陶芸館

～4/1㊎

期間　～4月1日(金)
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

4/5㊋
～6/12㊐

期間　4月5日(火)～6月12日(日)
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)

古越前、色絵、白磁、染付など多岐にわたる陶芸
館の館蔵品を五つに色分けして展示します。新しい
季節、春を彩る色をきっかけに、やきものの世界に
触れてみてはいかがでしょうか。

館蔵品展
「春の色で楽しむやきもの」 古窯

陶芸館

期間　～3月21日(月・祝)
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」の数 と々、春の出会い
と別れを「絵手紙」にしたためた展示会を開催
中。あなたの生活に溶け込むやきものを見つけ
てください。ちょっと目線を変えて、徳利を一輪
挿しに…、おちょこを小皿やアクセサリートレイ
に・・・といったおしゃれな活用も。

響きあう酒器展～3/21㊗ 交流
会館

期間　3月5日(土)～3月13日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

越前町内年長園児が越前焼の茶碗に、思い
思いの絵付けを施した「こどもまいちゃわん」
の展示。ひとりひとりの思いの詰まった「お
ちゃわん」をご覧ください。※コロナウイルス
感染症拡大の影響により、展示保育施設に
変更がある場合があります。

こどもまいちゃわん
3/5㊏
～3/13㊐

交流
会館

期間　4月1日(金)～6月26日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

越前の伝統的な焼締め作品から、カラフルなやき
ものの心ときめく作品まで、25 窯元の個性豊かな
越前焼の作品展。窯元のプライドをかけた「もの
づくり」が集結します。

越前焼窯元展
4/1㊎
～6/26㊐

交流
会館

期間　4月1日(金)～6月26日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

日本の春を象徴する「さくら」をテーマ
に、越前焼をはじめとして、ウキウキ・
ワクワクするような雑貨小物など、柄・
形・色が「さくら」を基調とした
「かわいい SAKURA」を集めました。

SAKURA
COLLECTION

交流
会館

3/17㊍
～5/10㊋

ギフトコレクション
NOMU-HAMU展

焼の
館

春は出会いと別れの季節。越前焼に気持ちを
託して贈りませんか。

期間　3月10日（木）～5月10日(火)
場所　越前焼の館

3/10㊍
～5/10㊋

3/17㊍
～5/10㊋

4/1㊎
～6/26㊐

HAMU
NOMU

3 10 5 10

GIFT COLLECTION

山月窯 ( 村田 ) 夕陶房 (もうり） 柳瀬陶房 ( 柳瀬 )



クラフト

112
フード・その他

27

クラフト作家

が大集合！

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。

越前陶芸村会場

入場
無料 9 10

10：00-17：00 10：00-16：00

17：00-20：00ナイトイベント土曜は 開催！

4/

回
ANNIVERSARY
第

土 日

2022.

�月�日（土）

越前陶芸村　さくら広場
（スカイランタンリリースは 19：15 ごろ）

日時

場所

�����������

�����円（2名様分 入場券付き）
スカイランタンエリア入場券

参加
方法

スカイランタンが無くなりしだい受付終了します。
お早目の当日受付をお勧めします。

受付　4月9日(土) 10：00～16：00
　　　当日先着順
場所　しだれ桜まつり本部テント
※16：00以降はスカイランタン入口テントにて受付

3 年ぶりに越前陶芸村の大クラフト市を
開催！約 140 のブースが出展し、丁寧に
作られた手仕事の逸品や美味しいグルメ
が集まります。4/9(土) には夜桜の中で
スカイランタンの打ち上げを行い、幻想
的な光景をお楽しみいただけます。

越前陶芸村しだれ桜まつり実行委員会
☎0778-32-2174（福井県陶芸館内）

お問合せ

出展者の紹介は
公式HPをチェック♪


