
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。作り手の個性とこだわりが
つまったプチ個展。普段使いの器が並びます。9 月、10 月展示作家は
やわらぎ工房（清水）、杏里窯（宇野）、あかね陶房（山路）です。

期間　9月15日（木）～11月13日(日)
場所　越前焼の館

Gal lery CUBE
深秋のカルテット　4人展

焼の
館

それぞれの個性が光る窯元　鐵仙窯、焔奏窯、夕陶房、
奈々司窯の作品展を開催します。越前焼を盛り上げる
ハーモニーが聞こえてきそうです。

期間　9月23日（金）～11月20日(日)
場所　越前焼の館

9/23㊎
～11/20㊐

Window Gal lery
「てにをは」

焼の
館

窓辺のギャラリー「てにをは」。作りの思いをお客様に伝えたい。互いを
つなげる展示。風来窯の動物の世界が窓辺に広がります。ほんわか
心が温まる楽しい展示です。９月、10月は大屋宇一郎氏です。　

期間　9月15日（木）～11月13日(日)
場所　越前焼の館

9/15㊍
～11/13㊐

9/15㊍
～11/13㊐

期日　 9月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11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　1,800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

おばけ、こうもり、ジャックオーランタンなどのかわいいプレート皿を
作って、ハロウィンパーティーを楽しもう！手作りのお皿でハロウィンを
特別な 1 日に。

かわいい
ハロウィンプレートづくり2022

陶芸館

期間　10月8日(土)～23日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　観覧無料

宇野ふみ
陶の手仕事　いろいろ展

10/8㊏
　～23㊐

交流
会館

宇野ふみ氏 ( 宇野陶房 ) による作陶展。日常使いの食器から、
愛嬌のある猫のオブジェまで、手仕事のぬくもりを感じる
いろいろな作品が会場でお待ちしています。
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9/3㊏ 4㊐
　10㊏11㊐

特別講師　風来窯　大屋宇一郎先生
期日　10月30日(日)
時間　10：00～、13：00～、15：00～（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　3,800円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回15名　事前予約優先
対象　小学5年生以上

動物の造形を得意とする伝統工芸士の
大屋宇一郎先生に教えてもらい、かわいい
動物のグリーンポットを作ります。かわいく
作るコツを直接教えてもらえます。

宇一郎先生に教えてもらう
『ちょっと大きな』

かわいい動物のグリーンポットづくり

陶芸館10/30㊐

期日　9月4日(日)
時間　9：30～、13：30～（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　2,300円（飲み物、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

陶芸公園に咲いているマリーゴールドの花を煮出してトートバックを
染めます。黄色や橙色の優しい風合いをお楽しみください。　

マリーゴールドの花で
トートバックを染めよう

陶芸館9/4㊐

期間　9月3日(土)～10月2日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館　2階「資料館展示室」　
料金　一般800円
　　　（陶芸館常設展、古窯博物館関連展示・常設展含む)
問合　0778-32 -3262（学芸員室）

講師　当館学芸員　倉澤佑佳
期日　9月10日(土)、18日(日)、25日(日)
時間　各日11：00～(所要1時間）
場所　福井県陶芸館　2階「資料館展示室」　
料金　本展観覧券　　定員　各回先着15名　事前予約不要
問合　0778-32 -3262（学芸員室）

講師　山田和氏（陶芸家）、畑中英二氏（京都市立芸術大学教授）
聞き手　当館学芸員　倉澤佑佳
期日　9月17日(土)
時間　14：00～15：30
場所　越前古窯博物館　天心堂　
料金　本展観覧券　　定員　20名（電話にて事前予約　先着順）
申込・問合　0778-32 -3262（学芸員室）

角のとれた形や、ゆるい絵や文様が魅力の
桃山陶器。京都や福井出土の桃山陶器のほか、
桃山デザインにインスピレーションを受け制作
された京都市立芸術大学学生作品、県内の
陶芸家・山田和さんの作品が並びます。

陶芸家、研究者の視点からそれぞれの桃山デザインの魅力について語ります。

夏期企画展
いにしえの陶工とあそぶ
-桃山デザイン‐

陶芸館9/3㊏
～10/2㊐

期日　10月9日(日)
時間　9：30～13：30
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　3,800円（バケットサンドのランチボックス付き）
キャンセル料　3日前から100％
定員　14名　事前予約優先
持ち物　ゴム手袋、汚れてもよい服装

秋になると道端で鮮やかな黄色の花が咲く
「セイタカアワダチソウ」でストールを染めます。
草木染ならではの優しい自然の色をお楽しみ
ください。　

セイタカアワダチソウで染める
オーガンジーストール

陶芸館10/9㊐

期日　 9月10日(土)
時間　17：30～、18：30～、19：30～（所要1時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅・天心庵
受付　越前古窯博物館　旧水野家住宅　
料金　1名あたり1,500円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回6名　事前予約優先
持ち物　白ソックス

夜の静かな雰囲気で、虫の音や秋の風を感じながら中秋の名月を
楽しむお茶席です。ご家族やご友人と気軽にお楽しみいただけます。

観月の夕べ9/10㊏ 古窯

期日　10月30日(日)
時間　11：00～、14：00～（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　茶苑　大広間　
料金　1,500円（2個製作、お抹茶付き）
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回25名　事前予約優先
持ち物　エプロン、三角巾

和菓子でハロウィンを楽しもう！和菓子
職人さんに直接教えてもらい、ハロウィンに
ちなんだ生菓子を 2 個作ります。

ハロウィンの生菓子作り10/30㊐

期間　10月29日(土)～2023年1月29日(日)の土・日・祝日
時間　17：00～20：00（最終入場19：30）
場所　福井県陶芸館　幽石庭　
料金　一般800円、高校生以下400円、未就学児無料

期間　10月29日(土)～2023年1月29日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
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

陶芸村の冬といえば、越前焼『陶あかり』。
みんなが作った4000 個のあかりとりが日本
庭園を色鮮やかに染め上げます。幻想的な
光の空間を大切な人とお楽しみください。

越前焼の作家が製作した陶あかりを展示
します。気に入ったものはその場でご購入
できるので、ご自宅でも、　優しいあかりを
お楽しみいただけます。

西日本最大
越前焼『四千色の陶あかり』

陶あかり展

10/29㊏
～1/29㊐

古窯

特別講師　針と糸　手しごとitotte　砂原かおりさん
期日　10月10日(月・祝)
時間　10：00（所要2時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅　
料金　2,300円（季節のお干菓子・お抹茶付き）
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　針、糸切はさみ

手しごとで女子のお出かけコーディネートを作る
3 回シリーズ。1 回目は麻バックにマクラメの糸で
編んだタッセルに、陶のパーツを付けてオリジナル
手提げバックを作ります。

えちぜん焼とitoの手しごとシリーズ
-女子のお出かけコーディネート作り-
「陶の実とitoの手提げバック」

古窯

期間　9月23日(金・祝)～10月23日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
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

入江紳好・英代夫妻にとっての初個展。色や模様が
楽しいやきものを二人で考えられ、優しい風合いを
感じていただける作品が並びます。

入江紳好・英代　陶展
楽しいやきものいっぱい作りました。

陶芸館

陶芸館

9/23
～10/23㊐

金祝

10/10 月祝

㊏㊐㊗

関連企画 見どころを
ご紹介！

ギャラリートーク

特別対談「わたしの桃山デザイン」

やわらぎ工房（清水） 杏里窯（宇野） あかね陶房（山路）

期間　10月15日(土)～2023年1月9日(月・祝)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館　1階「資料館展示室」　
料金　一般800円
　　　（陶芸館常設展、古窯博物館関連展示・常設展含む)
問合　0778-32 -3262（学芸員室）

敦賀の企業・ジャクエツが県立美術館に寄贈した、現代陶芸コレクションを
展示します。

10/15㊏
～1/9

陶芸館

関連企画

期間　～11月6日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　観覧無料

美味しい器展～11/6㊐ 交流
会館

おいしい食材と素敵な器。食欲の秋にぴったりな越前焼の「おいしい器」を
一堂に集めた展示販売会を開催中。毎日使う食器だからこそ、気に入ったものを
お手元に。

【出展作家】いいだくにこ・入江紳好・英代・岩国英子
岩間竜仁・宇野直・宇野義明・大森正人・大屋宇一郎
北島和幸・久美子・川岸和彦・北﨑立夏・近藤修康・早苗
桜井慶子・佐藤裕司・中村豊・福島宏治・繭子・福嶋伸彦
星川佳寿美・柳瀬和之・山田宗兵衞
光道園ライトワークセンター　　　　　※作家五十音順 

月祝

秋期企画展
ジャクエツ・コレクションの現代陶芸



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。

モルック

レンタルはじめました

名誉伝統工芸士 武澤信雄氏の
越前焼 焼き締め菓子器や
新米の福井県ブランド米
「いちほまれ」、各施設で
使えるお買物券や
チケットが当たる！

Anniversary

第10回

2022年

10/1   ・2 日土

9:00-17:00 9:00-16:00

越前陶芸村会場
〒916-0273　福井県丹生郡越前町小曽原

入場
無料

3 年ぶりに開催される秋の陶芸祭！
全国のやきものやクラフト作品が大集結！
丁寧に作られた手仕事の逸品との出会いや、

美味しいグルメを満喫できます

☎0778-32-2174
越前秋季陶芸祭実行委員会

（福井県陶芸館内） 越前秋季陶芸祭

出展者情報は公式HPにて


