
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 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。個性が光る作品ばかりです。
７月、８月展示作家はあかね陶房（山路）、奈々司窯（佐藤）、
RICCA KITAZAKI（北﨑）です。

期間　7月14日（木）～9月11日(日)
場所　越前焼の館

7/14㊍
～9/11㊐

あかね陶房
（山路）

RICCA KITAZAKI
（北﨑）

奈々司窯
（佐藤）

Gal lery CUBE
国成窯　前田義郎・和伸二人展

焼の
館

越前焼を代表する国成窯・前田さん親子。
作り手の思い・手作りの良さが使い手に届くよう
日々作陶中。普段使いの器から花器、作品まで
ご覧いただける二人展を開催します。　

期間　7月14日（木）～8月16日(火)
場所　越前焼の館

7/14㊍
～8/16㊋

Gal lery CUBE
山月窯　村田紀之展

焼の
館

人気作家の作品展。越前の土を巧みに操り、
デザイン性にあふれた器たちは魅力たっぷりです。
料理を盛る、花を活ける、楽しみが増える器たち
が勢ぞろいです。　
期間　8月19日（金）～9月20日(火)
場所　越前焼の館

8/19㊎
～9/20㊋

Window Gal lery
「てにをは」

焼の
館

窓辺のギャラリー「てにをは」。作り手とお客様を繋げる
展示。越前焼の伝統を守りながら、現代の生活にも
なじむモダンな器たちが窓辺を彩ります。
７月、８月は焔奏窯　福島宏治・繭子夫妻です。

期間　7月14日（木）～9月11日(日)
場所　越前焼の館

7/14㊍
～9/11㊐

期日　～9月4日(日)
時間　9:00～17:00（最終入館16:30）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　入場料300円、未就学児無料

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
共に陶芸館夏の風物詩をご堪能ください。

素敵な写真を撮って、最高の1枚を Instagramに
投稿しよう！入選された方には抽選で若狭牛
A5 霜降り肉 1kg やアラジントースターなど
豪華賞品をプレゼント！

西日本最大！
越前焼『陶ふうりん』三千の音色♪～9/4㊐ 古窯

【応募方法】
①福井県陶芸館の公式アカウント@tougeikanをフォロー
②会場で素敵な写真をパシャリ!
③「＃陶ふうりん」「＃陶ふうりんフォトコン2022」この2つのハッシュタグをつけて投稿
　※必ず公開アカウントで、1投稿1枚まで。何度でも投稿OK！
【応募期間】　～ 9月 11 日 ( 日 )　

同時開催　Instagram　フォトコンテスト2022

7/3㊐

特別講師　針と糸　手仕事　itot te　砂原かおりさん
期日　7月3日(日)
時間　10：00～（所要2時間）
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1名あたり2,300円
　　　アイスグリーンティー、金平糖付き　
キャンセル料　3日前から100％
定員　15名　事前予約優先
持ち物　糸切ハサミ、針穴の大きい刺繍針

麻バックに素朴な色合いの越前焼のパーツをカラフルな刺繍糸で
縫い付けて、夏にお出かけしたくなるバックを作ります。

星のカケラ★itoの夏バック 古窯
7/23㊏24㊐

期日　7月23日(土)、24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　1名あたり1,800円
　　　抹茶みるくフロート、陶ふうりん入場券付き　
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回12名　事前予約優先 ※小学生以下の場合、保護者同伴

専用の道具を使ってグラスに絵やメッセージを
彫ってオリジナルデザインのコップを作ろう！
体験後は夏限定の「抹茶みるくフロート」を
陶ふうりんを見ながらお楽しみください。

お手軽！グラス彫刻で
オリジナルグラスコップ作り

古窯

7/2㊏

特別講師　菓子処　江雲堂
期日　7月2日(土)
時間　10：00～、13：30～（所要2時間）
場所　福井県陶芸館　茶苑
料金　1名あたり1,800円
　　　生菓子2個製作、お抹茶2服、陶ふうりん入場券1名分付き　
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回20名　事前予約優先
持ち物　エプロン、三角巾

七夕にちなんだ生菓子を 2 個作ります。製作後は涼やかな設えの
お茶室で、お抹茶と一緒に作りたてのお菓子をお楽しみください。
時節柄、お持ち帰りはできませんので、
その場でお召し上がりください。

七夕を彩る和菓子作り
陶芸館

期日　8月21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名あたり3,000円　
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回12名　事前予約優先
対象　小学5年生以上
持ち物　ゴム手袋、汚れてもよい服装
※水分補給できる物をお持ちください

世界に 1 枚！オリジナル藍染 T シャツを自然いっぱいの陶芸公園で
作りませんか？折ったり、絞ったりすることでできる様々な模様を
お楽しみください。

藍染のオリジナルTシャツを作ろう 陶芸館8/21㊐

特別講師　日本舞踊藤間流師範　藤間百之祐氏
期日　8月7日(日)
時間　10：00～（所要2時間）
場所　福井県陶芸館　茶苑大広間
料金　1名あたり1,500円
　　　お抹茶・季節の干菓子付き　
キャンセル料　3日前から100％
定員　15名　事前予約優先
持ち物　浴衣一式、足袋または白ソックス

日本舞踊の師範に教えてもらい、お子様から大人の方までみんなで
手踊りを楽しみます。浴衣を着て伝統芸能に触れてみませんか？

浴衣で手踊りを楽しみましょう 陶芸館8/7㊐

期間　～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」

～8/21㊐ 陶芸館

7月24日(日)、8月21日(日)　両日11時～
ギャラリートーク

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

陶芸館～9/19 月祝

期日　第1期　～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

期日　7月1日（金）～8月31日（水）
時間　9:00～15 :00（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1,000円（2個制作）　
定員　毎時5組（1組3名まで）　事前予約優先

釣り鐘型の粘土の土台を抜き型などでくり抜いて、オリジナルの陶製の
あかりとりを作ります。2 個のうち1個は秋冬のイルミネーションイベントで
展示します。

陶あかりを作ろう2022
陶芸館7/1㊎

～8/31㊌

期間　8月11日(木・祝)
時間　10:00～16 :00
場所　越前陶芸村文化交流会館　コロネード

限定復活！のんびり市
交流
会館

越前陶芸村文化交流会館コロネードで毎月開催して
いた「のんびり市」が期間限定で復活します！雑貨
からお野菜までさまざまなジャンルの出店が集結。
ワークショップや演奏会で夏休みを楽しもう！

8/11木・祝

期間　7月17日(日)
時間　14:00～15 :00
場所　越前陶芸村文化交流会館　「陶灯展」会場内
料金　観覧無料

花音  special コンサート7/17㊐ 交流
会館

灯りとりと七夕飾りの幻想的な空間で、
二胡の優しい音色のハーモニーが心地よく
響く「花音 special コンサート」

期間　7月1日(金)～7月31日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　観覧無料

陶の涼感
～越前焼の灯りとり2022～

交流
会館

快晴の空のもと、夏木立の日陰で心地よい風を感じる景色に溶け込む
ような涼しげな越前焼の灯りとり。夕暮れからは、優しいひかりが一日
の疲れを癒してくれる灯りとり。越前焼作家の灯りとりが一堂に並んで
いる会場で、あなただけの癒しの灯りとりを探しにいらしてください。

7/1㊎
～7/31㊐

期間　7月1日(金)～7月18日(月・祝)
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　観覧無料

陶灯展　ーTOUBIー
交流
会館

2023 年第 1 回「陶灯展」のプレ開催。来年、
初めて全国からやきもので作った「灯りとり」
を公募する「陶灯展」を開催するにあたり、
1年前のプレ開催として、福井県の陶芸教室で
作陶された灯りとりを展示。会場内では地元の
子供たちの願い事が書かれた約 2,000 枚の七夕
飾りが幻想的な世界へいざないます。来場者用
の「願い事」コーナーも設置。

7/1㊎
～7/18 月・祝

期間　7月1日(金)～7月18日(月・祝)
場所　越前陶芸村文化交流会館　ホール
料金　観覧無料

陶灯展　ーTOUBIー
交流
会館

2023 年第 1 回「陶灯展」のプレ開催。来年、
初めて全国からやきもので作った「灯りとり」
を公募する「陶灯展」を開催するにあたり、
1年前のプレ開催として、福井県の陶芸教室で
作陶された灯りとりを展示。会場内では地元の
子供たちの願い事が書かれた約 2,000 枚の七夕
飾りが幻想的な世界へいざないます。来場者用
の「願い事」コーナーも設置。

7/1㊎
～7/18 月・祝

申込み受付　8月2日(火)9 :00～
　　　　　　※来館受付のみ。電話・メール申込み不可　　　
受付場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー

STEINWAY＆SONS　
無料開放DAY！

～8/17㊌18㊍ 交流
会館

世界的なコンクールにも使用される「スタインウェイピアノ」。響きに
こだわった座席数714席の大きなホールで思いっきり練習できるように
この夏、スタインウェイピアノを無料でお貸出しします。

8月17日(水)、18日(木)10 :00～17 :00
おひとり貸出時間：50分　最大14名様

無料開放日



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。

【受付】福井県陶芸館　（0778-32-2174）

1人 500円
スティック・ボール付

1時間 1000円 /1 組

グランドゴルフグランドゴルフ

越前陶芸村で思いっきり体を動かそう！

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。

2022.07-08 Vol.47

キッチンカー広場
木 日11　　14

時間
場所
10:00 ～ 16:00
陶芸教室前
夏祭り気分で

お腹を満たして楽しもう！

9:00‐16:00
8/11 木・祝 日14

夏休みは越前陶芸村へ
行
こ

う
！

お菓子まき
お菓子ざっくざく。大好きなお菓子をゲットしよう♪
グループに分けて開催します。
時間

定員
対象

場所
10:00 ～（整理券配布　9:30 ～）
福井県陶芸館エントランス
先着 120 名
中学生以下限定

金12 無料 雨天中止

グランドゴルフ大会

「はぴりゅうカップ」
家族で協力してグランドゴルフに挑戦！
総合優勝のチームには豪華景品をはぴりゅうからプレゼント！
時間

定員
対象

場所
料金

①13:00～　②13:30～　③14:00～　
表彰式15:30～
越前陶芸公園（受付：資料館受付）
1家族 1,500 円
各回 4家族　事前予約優先
小学生以下のお子様を含む家族

土13
雨天中止

はぴりゅうウォーターチャレンジ

家族で水運びリレーに挑戦！
時間内に一番たくさんの水を運んで景品をゲットしよう！

時間

定員
対象

場所

土13
雨天中止無料

はぴりゅうとあそぼう！
はぴりゅうと楽しいゲームをしてあそぼう！
毎日違うあそびをするよ
時間

定員
場所

14:00 ～ 14:30（整理券配布　13:00 ～）
福井県陶芸館エントランス
先着 50名　※当日先着順

木11 金12 日14

無料

お宝ゴールドラッシュ
越前陶芸公園内に隠されたお宝を探そう！
豪華賞品を目指して宝探しにチャレンジしよう！
時間

定員
対象

場所
9:00 ～ 11:00
越前陶芸公園（引換：資料館正面玄関）
先着 100 名（引換はお 1人様 1回限り）
中学生以下

木11 無料 雨天中止

　　　事前の申込は必要あり
　　　ません。当日、公園内に
　　　隠されている金色の
カプセルを見つけて福井県
陶芸館にお持ちください。
景品と交換できます。

参加
方法

10:00 ～ 11:00
越前陶芸公園（受付：公園内芝生広場）
先着 20家族　事前予約優先
小学生以下のお子様のいる家族限定

福井県陶芸館公式HP

イベントの最新情報や
天候によるイベント
中止は当日公式 HP
にて発表します。

モルック

レンタルはじめました


