
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

越前焼を代表する窯元の一押し展。おすすめ器や新作、季節を
彩る器を展示販売。窯元の個性とこだわりが詰まったプチ個展を
2 か月ごとに開催しています。11、12 月は踏青舎（泉）、宗山窯（宗倉）、
国成窯（前田）です。

期間　11月17日（木）～1月10日(火)
場所　越前焼の館

11/17㊍
～1/10㊋

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
繋げる展示コーナー。懐かしさを秘めた深い藍色の
器を生み出したい。藍の世界が広がる展示。
11月、12月はあかね陶房　山路茜氏です。

Gal lery　CUBE
越前焼伝統工芸士酒器展

焼の
館

「お酒と器を楽しむ。」越前焼伝統工芸士 8 名の
酒器展を開催します。技を磨き、作品を作り上げ、
その技と文化を後世に語り継ぐ役割を担った
伝統工芸士の逸品が揃った作品展です。

11/25㊎
～1/10㊐

期間　11月11日(金)～12月25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

越前焼感謝祭2022
11/11㊎
～12/25㊐

交流
会館

昨年大好評だった「越前焼感謝祭」を今年もやります‼窯元は常に
新しいものへ挑戦しています。そんな中で現在は作っていない形や釉薬。
組皿でバラ売りしてしまったものなど。越前焼窯元から、この一年の感謝を
込めて、お求めやすい価格で提供します。
すべてが一品もの。同じもの、同じ価格
では手に入らないこの感謝祭にどうぞ
いらしてください。（窯元によっては品物が
無くなり次第終了する場合がございます )

期間　12月10日(土)～25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

水仙と越前花器の
甘いささやき展

12/10㊏
　～25㊐

交流
会館

福井を代表する「越前焼」と「越前水仙」のコラボ展示会。会場に一歩
足を踏み入れると越前焼の花器に活けられた越前水仙の甘い香りが
漂います。窯元力作、約 200 点の花器の中から、新年を迎えるための
花器を探してみてはいかがでしょうか。
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期日　11月5日(土)、6日(日)
時間　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

2023 年の干支「うさぎ」を越前焼で作って、新年に飾ろう！新しい年に
向けて、飛躍や安全の願いを込めて作ってみませんか？　

2023年の干支づくり
越前焼の『うさぎ』を作ろう

陶芸館11/5㊏6㊐

期間　～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

陶芸村の冬といえば、越前焼『陶あかり』。
みんなで作った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。高さ2.5mの
雛壇「大段飾り」や願い事の短冊を掛ける
「短冊掛所」など新スポットも登場します。
幻想的な光の空間を、ご家族やご友人、カップルなど大切な人と
お楽しみください。

西日本最大
越前焼『四千色の陶あかり』

～1/29㊐ 陶芸館
㊏㊐㊗

期日　11月6日(日)
時間　11：00～、14：00～（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　茶苑　
料金　2,500円
キャンセル料　5日前から100％
定員　各回18名　要事前予約

色鮮やかな紅葉を眺めながらゆっくりとした時間を過ごしませんか？
地元のものを中心に 5 種の和洋菓子や軽食を越前焼のうつわで
お楽しみいただけます。　

紅葉のアフタヌーンティー 陶芸館11/6㊐

特別講師　針と糸　手しごと　itot te　砂原かおりさん
期日　11月13日(日)
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　2300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

陶のパーツに糸やトルコ刺しゅうのお花やビーズを付けて、秋の装いに
合うペンダントを作ります。紐は取り外し可能です。ペンダントトップを
ブローチとしても使用できるように仕上げます。　

古窯11/13㊐

期日　12月3日(土)、4日(日)
時間　3日/13：30～　4日/10：00～、13：30～（所要2時間）
場所　越前古窯博物館　天心堂　
料金　2,800円
　　　　（季節の生菓子、お抹茶付き）
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回15名　事前予約優先

かわいい越前焼の陶ペンダントが付いたクリスマスリースを作ります。
ヒバの葉やコニファー、ユーカリなどの植物を使った、ナチュラル
テイストのリースです。　

陶ペンダントの
クリスマスリースを作ろう

12/3㊏4㊐

らせん模様に編んだ紐を作り、ワンポイントに陶のパーツとトルコ刺しゅう
のお花が付いたブレスレットを作ります。クリスマスカラーや華やかな
ゴールドの刺しゅう花をご用意します。　

12/11㊐

期日　12月17日(土)、18日(日)
時間　10：00～、14：00～
　　　（所要1時間）
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

やきもののクリスマスツリーを、絵の具・モール・シールなどで
デコレーションして自分だけのツリーを作ろう！明かりを灯して
クリスマスを楽しもう！　

灯りがともるやきものの
クリスマスツリーをデコろう2022

陶芸館12/17㊏18㊐

特別講師　日本サロネーゼ協会　haruca fe　西岡晴香氏
期日　12月18日(日)
時間　10：00～、13：00～、15：00～
　　　（所要1時間半）
場所　福井県陶芸館　茶苑　
料金　2,000円（飲み物付き）
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　三角巾、エプロン

クリスマスを彩る飾ってもかわいい、サンタやツリーのアイシングクッキーを
作ります。製作後は講師が作ったクッキーと温かい飲み物でほっと一息。　

飾れて　食べられる
クリスマスのアイシングクッキー作り

陶芸館12/18㊐

期間　～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）

期日　11月12日(土)、12月4日(日)、18日(日)、1月8日(日)　
時間　各日11：00～
場所　福井県陶芸館　1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）

期日　～2023年1月9日(月・祝)　
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　本展観覧券

敦賀市に拠点を置く企業・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。

当館所蔵品から、竹中浩氏をはじめ本展にも関係の深い福井ゆかりの
陶芸家たちの作品を展示します。

陶芸館

関連企画

関連企画

～1/9 月祝 秋期企画展
ジャクエツ・コレクションの現代陶芸

古窯

古窯
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-

「トルコ刺しゅうのお花と陶のブレスレット」

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-

「トルコ刺しゅうのお花と陶のリングペンダント」

特別講師　針と糸　手しごと　itot te　砂原かおりさん
期日　12月11日(日)
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　2300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

11/17㊍
～1/10㊋

期間　11月17日（木）～1月10日(火)
場所　越前焼の館

期間　11月25日（金）～1月10日(火)
場所　越前焼の館

踏青舎（泉）　　　　 宗山窯（宗倉）　　　国成窯（前田）

学芸員によるギャラリートーク

関連展示
「福井と現代陶芸　-塚原芥山・喜多村作太郎・竹中浩・田村民藤-」展

Instagram　陶あかりフォトコンテスト2022

4000 個の陶あかりが創り出す幻想的な光の
空間で素敵な写真を撮ろう！あなたの最高の
1枚が広報写真に選ばれるかも！？Instagramに
投稿して、入選された 20 名様には抽選で豪華

賞品をプレゼントします。

【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「＃陶あかり」「＃四千色の陶あかりフォトコン」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】　～2023年 2月5日(日 )

※写真はイメージです



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。

【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

モルック

レンタルはじめました
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越前焼のあかりとり 『陶あかり』
越前焼作家の陶あかり作品を展示販売します。
手作業で作られた優しいあかりをお楽しみください。

越前焼　陶あかり展

期間　2022年10月29日　　　　～ 2023年1月29日

時間　　　　　　　　　　　9:00～ 17:00 （最終入館　16:30）

　　　　　　　　　　　　　　　　9:00～ 20:00 （最終入館　19:30）

場所　福井県陶芸館　越前焼セレクトショップClays　

水 木 金火

祝日土

日土

越前焼 『四千色の陶あかり』 関連企画

福井県陶芸館・越前古窯博物館

だいこん舎

越前焼の館

越前陶芸村文化交流会館

12/28㊌～1/4㊌

12/28㊌～1/4㊌

12/29㊍～1/3㊋

直接お問合せください

年末年始のお休み

新春の福井県陶芸館は
地元の皆様への感謝を込めて、
毎年恒例の新春福引や福札作りなど
おめでたい催事が盛りだくさん！
ご家族でお楽しみください。

2023
陶芸館
新春！

年

1　7　8　9月日 日 日土 日 月

2023

会場
時9 時16

福井県陶芸館


