
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

～6/12㊐

期間　～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

～5/29㊐

期日　～5月29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

木村好博氏と桃山窯引継ぎ者の
三田村珠美氏による師弟二人展。
木村盛和先生に師事し、天目釉を
中心に作陶してきた木村好博氏に
とって最後の個展となる。

桃山窯　師弟展 古窯
陶芸館

期間　5月1日(日)～5月5日（木・祝）
　　　※5月2日(月)は休館
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

文山窯・舘山窯による盆栽鉢、花木の盆栽、
苔テラリウムの展示販売を開催します。
すてきなガーデンを演出する手作りの
盆栽鉢をお求めいただけます。

陶とミニ盆栽市 古窯
陶芸館5/1㊐

～5/5 木祝

期間　5月3日(火・祝)～5月5日(木・祝)
時間　9：00～16：00
場所　福井県陶芸館・越前古窯博物館

GW は越前陶芸村に行こう！
カメラ付き小型ドローンなど豪華賞品が
当たる「GWお宝探し」や、はぴりゅうと
一緒に楽しむ企画、むかし遊びなど
家族みんなで楽しめる催しがたくさん♪

ゴールデンウィーク
にぎわいパーク 古窯

陶芸館5/3
～5/5 木祝

火祝

5/8㊐

期日　5月8日(日)
時間　10：30～、13：30～（所要1時間半）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　親子ペアで1,500円
　　　お抹茶・生菓子2名様分、母の日の干菓子付　
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

母の日を特別な 1日にする「日本文化」の体験。
和室での立ち居振る舞いを学び、お母さんに
美味しいお抹茶を点ててプレゼントしましょう。

お母さんに
美味しいお抹茶をプレゼント 古窯

陶芸館

5/8㊐

期日　5月8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皿に、手作りの苔玉を
飾る2 回シリーズ。1 回目は越前の土で自分の
好きな形の皿を作ります。2 回目の苔玉作りは
9 月 18 日 ( 日 ) に開催（別途 2,500 円）。

越前焼で楽しむ苔玉
「苔玉の皿を作ろう」 古窯

陶芸館

期日　第1期　6月4日(土)～7月10日(日)
　　   第2期　7月15日(金)～8月21日(日)
　　      第3期　8月26日(金)～9月19日(月・祝)
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

毎日の暮らしを彩る越前焼のうつわを
3 期に分けて展示販売します。窯元の
新作が多数並びます。
【第 1 期】陶「和工房」・信田窯
【第 2 期】陶や・星川佳寿美
【第 3 期】月見清楽・陶房多福・夕陶房

暮らしが豊かになる
日々のうつわ展 古窯

陶芸館6/4㊏
～9/19 月祝

6/4㊏5㊐

特別講師　ハナムスビ　水野氏
期日　6月4日(土)、5日(日)
時間　10：00～、13：00～（所要2時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,500円　お抹茶と季節の干菓子付
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回6名　事前予約優先

日本の伝統工芸であるつまみ細工で
季節の花「紫陽花」のブローチを
作ります。梅雨時の静かな佇まいの
古民家で手工芸を楽しみませんか。

つまみ細工で作る
紫陽花のブローチ 古窯

陶芸館

6/5㊐

期日　6月5日(日)
時間　10：00～、13：00～（所要1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　1組2,000円　飲み物付
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回5組（1組3名まで）　事前予約優先

緑いっぱいの陶芸公園で楽しむお菓子作り。
一層一層生地を重ねてクルクル焼こう！
木の年輪のようにうまく焼けるかな？
焼きあがったら越前焼のお皿でいただきます♪

陶芸村で
炭焼きバームクーヘン作り 古窯

陶芸館

6/12㊐

特別講師　柳瀬良三製紙所　伝統工芸士　柳瀬京子氏
期日　6月12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　2,200円　お抹茶と季節の干菓子付
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回15名　事前予約優先

越前和紙の「落水紙」と陶芸公園の植物で
草木染した和紙を使ってうちわを作ります。
草木染で模様を付けて、あなた好みの
涼うちわで夏を楽しみませんか。

落水紙と草木染の和紙で作る
「涼うちわ」 古窯

陶芸館

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。互いをつなげる展示。
5月、6月は国成窯　前田義郎・和伸氏です。　

期間　5月13日（金）～7月10日(日)
場所　越前焼の館

5/13㊎
～7/10㊐

期間　6月25日(土)～8月21日(日)
場所　福井県陶芸館　資料館
料金　一般800円（越前古窯博物館との共通入館券）
問合　0778-32 -3262（学芸員室)　　

福井城跡などの近世の遺跡から発掘された
やきものと、兵庫県豊岡市からの里帰り展示を
含む、同時代の越前焼の名品を展示します。

春期企画展
「近世の福井を彩ったやきもの」

6/25㊏
～8/21㊐ 古窯

陶芸館

Gal lery CUBE
踏青舎　泉直樹・洋子作陶展

焼の
館

お互いの個性を大事にしているお二人。
それぞれの感性が光る新作を揃えました。　

期間　5月13日（金）～7月10日(日)
場所　越前焼の館

5/13㊎
～7/10㊐

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とってご覧ください。５月、６月展示作家は
椿窯（五島）、豊彩窯（吉田）、山月窯（村田）です。

期間　5月13日（金）～7月10日(日)
場所　越前焼の館

椿窯（五島） 豊彩窯（吉田） 山月窯（村田）

5/13㊎
～7/10㊐

期間　～5月29日(日)
　　　※期間延長の場合あり
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

越前焼窯元展～5/29㊐ 交流
会館

うつわ選びの楽しみを、今あらためて感じる
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、手に触れる、心に触れるプライドをかけた「ものづくり」
の逸品を個性豊かな 24窯元 28 作家がお届けします。

期間　～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

～6/26㊐ 交流
会館

期日　5月22日(日)、6月25日(土)
時間　14：00～15：00（両日）
場所　越前陶芸村文化交流会館
料金　観覧無料

花音ティータイムコンサート
5/22㊐
6/25㊏

交流
会館

二胡の優しい音色が心地好く響く空間で、
ゆったりとしたティータイムを過ごしに
いらっしゃいませんか。



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。

越前陶芸村 ガーデン

詳しくは福井県陶芸館まで
0778-32-2174

越前焼陶板でバーベキュー
※ご利用 3日前までにご予約下さい

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。

福井県陶芸館　0778-32-2174

1人 500円
スティック・ボール付

グランドゴルフグランドゴルフ
越前陶芸村

お子様サイズあります

大人も子供も楽しめる
屋外アクティビティ
大人も子供も楽しめる
屋外アクティビティ

売り切れ閉店の場合あり。予約できます。

陶芸村『夏』の風物詩

西日本最大 越前焼

開催
期間 6/18【土】- 9/4【日】2022.

一つひとつ手作りの陶ふうりん 3,000 個が
古民家で涼しげな音色を響かせます。

陶ふうりんの絵付け体験や、
夏限定の特別呈茶などと共に

陶芸村 夏の風物詩をご堪能ください。

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　一般 300 円、未就学児無料

名物アイス抹茶ぜんざい　600 円
抹茶みるくフロート　　　500 円
季節の生菓子とお抹茶　　600 円
季節の干菓子とお抹茶　　400 円

陶ふうりんの音色を聴きながら期間限定

和スイーツをお楽しみください。

会場内に展示している3,000個の

陶ふうりんはどれでもお買い求めいただけます。

陶ふうりんをご自宅で

期間限定　特別呈茶

ご自宅でも

陶ふうりんの涼やかな音色を

お楽しみください。

陶ふうりん絵付け体験
風鈴にマーカーやアクリル絵の具で
絵付けして自分だけのオリジ ナ ル
陶ふうりんを作れます。
絵付け後、パーツを選んで組み立てます。
当日お持ち帰り可。

時間　9：00 ～ 16：00（受付）

場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1 個 1,500 円

先着
600 個限定！

事前予約不可

2022.05-06 Vol.46


