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0778-32-2174 0778-32-3200 0778-32-2199
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

福井県陶芸館
越前古窯博物館古窯

陶芸館 越前陶芸村
文化交流会館

交流
会館 越前焼の館焼の

館

2023.01-02　Vol.50

期間　～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
㊏㊐㊗

関連企画
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！？入選された方

には抽選で、T-fal 電気圧力鍋や越前焼作家が

作った陶あかりなど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】　～2月5日(日 )

期日　1月28日(土)、29日(日)
時間　9:00～15:00
　　　 随時受付　（所要1時間）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室　
料金　3,000円
定員　先着20名　なくなり次第終了

20 セット限定！越前焼のひな人形に絵の具や色紙、マジックなどで
デコレーションして自分だけのオリジナルひな人形を作ろう！　

20セット限定！
ひな人形デコ体験

陶芸館1/28㊏
　29㊐

特別講師　越前府中昔菓子　朝倉製菓
期日　1月29日(日)
時間　10：00～、13：00～（所要1時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅　
料金　1,200円（お抹茶付き）
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　エプロン、三角巾

古民家で昔から親しみのある駄菓子を作ってみませんか？今回は
節分間近、大豆菓子のきな粉菓子を作ります。こねて、のばして、
丸めて好きな形に作りましょう。　

古民家で昔菓子を作りましょう1/29㊐ 古窯

期日　2月23日(木・祝)、26日(日)
時間　11：00～、14：00～（所要1時間）
場所　越前古窯博物館　天心堂　
料金　1,500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

雛人形を眺めながら、ゆっくりとした時間を過ごしませんか？生菓子や
干菓子など小さな 5 種のお菓子とお抹茶をご用意。椅子席の茶席
「立礼」でお子様でもお楽しみいただけます。　

雛茶会2/23
　26㊐

古窯
木祝

期日　2月4日(土)～3月5日(日)
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　観覧無料

時間　9:00～17 :00 (最終入場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

おひな菓子とお抹茶　600円　

女の子の幸せを願い贈られたおひな様。珍しい御殿飾りを含むひな人形を
古民家に約 500 体展示します。

おひな様を眺めながらゆったりと、おひな菓子と
お抹茶をお楽しみいただけます。

越前焼作家のやきものの雛人形を展示販売します。
全て手作りの一点物です。

古き良き　ひな人形展2/4㊏
　～3/5㊐

同時開催

古窯

期間限定 特別呈茶

越前　陶びな展

期日　2月18日(土)、19日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要2時間30分）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,000円
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回30名　事前予約優先

越前焼の粘土でミニ鬼瓦を作ってみませんか？上部に穴を開け、壁に
かけて飾れるように制作します。迫力満点の鬼瓦を魔除けとして飾って
みては。

魔を払う
越前焼のミニ鬼瓦を作ろう2023

2/18㊏
　19㊐ 陶芸館

特別講師　福井グッド・トイ委員会顧問・東京おもちゃ美術館学芸員
　　　　　日野岡金治氏
期日　2月19日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要1時間30分）
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1,800円（駄菓子付き）　
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回16名　事前予約優先

杉とヒノキのパーツを使っておひなさまを作ろう！木の肌目が柔らかく、
優しい雰囲気のおひなさまを飾ってみませんか？

木でつくるかわいいおひなさま2/19㊐ 古窯
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。土と釉と技で作り
上げた RICCA KITAZAKI( 北﨑立夏 ) の
世界をお楽しみいただけます。

1/14㊏
～3/12㊐

期間　1月14日（土）～3月12日(日)
場所　越前焼の館

わたしのいちおし展

越前焼を代表する窯元の作品展。作家がおすすめする新作や、
想いの詰まった器、花瓶など展示販売しています。普段は
出会えない作品に見つかるプチ個展。１、２月は国成窯（前田）、
豊彩窯（吉田）、踏青舎（泉）です。

焼の
館

期間　1月14日（土）～3月12日(日)
場所　越前焼の館

1/14㊏
～3/12㊐

国成窯（前田）　　　 豊彩窯（吉田）　　　　踏青舎（泉）

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

handful of happiness 
- 手のひらサイズの幸せ -

交流
会館

ハンドメイドならではのあたたかさと、
ほっこり幸せを感じる手のひらにのる
サイズの小さな「素敵」を集めました。
期間限定作品もありますので、あなたの
「幸せ」を探しにいらしてください。

【出展 SHOP】
・mｇm ・葵屋・Pink Moon・安藤喜代子
陶器や刺繍・水引のアクセサリー etc
※出展ショップは期間によって異なります。

期間　1月28日（土）～3月26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

響きあう酒器展
交流
会館

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」の数々の
展示販売会です。情緒溢れる世界を
お楽しみいただくとともに、日々の
暮らしの中に、新たな『和』の響きを
生み出していただける提案をいたします。

期日　1月8日(日)
時間　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　先着15名　事前予約不要

期間　～1月9日(月・祝)
場所　越前古窯博物館　2階「企画展示室」　
料金　本展観覧券

期間　～1月9日(月・祝)
場所　福井県陶芸館1階「体験コーナー」　
料金　本展観覧券

期間　～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）

コレクション蒐集の経緯や作家紹介を交えつつ、展示の見どころを
お伝えします。

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、
現代陶芸作品を展示します。

秋期企画展
ジャクエツ・コレクションの現代陶芸

～1/9 陶芸館月祝

関連企画

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　

学芸員によるギャラリートーク

当館所蔵品から、竹中浩氏をはじめ福井にゆかりの深い現代陶芸の
作家たちの作品を展示します。

越前の土でつくられた、ミニチュアレンガの試作品で遊ぶことが出来ます。
シンプルな形だけど、意外と難しいレンガ積み。手と頭をつかって、
自分にしか作れないかたちに積み上げてみよう！

特別講師　KIKARA　茨木小代美氏
期日　1月22日(日)
時間　10：00～、14：00～（所要1時間半）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅　
料金　2,800円（飲み物、焼きドーナツ付き）
キャンセル料　3日前から100％
定員　各回10名　事前予約優先

うるしを塗ったフレームに越前和紙を貼り
付けて自由に模様を作ります。うるしと
和紙が合わさった、他にはないフォト
フレームに仕上げます。制作後は飲み物
と焼きドーナツでほっと一息♪　

うるしと和紙のフォトフレームづくり1/22㊐ 古窯

1/28㊏
～3/26㊐

さわれる展示
越前焼であそんでみよう〈ミニチュアレンガ積み体験〉



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。

2023.01-02 Vol.50

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

新春の陶芸館は、新春福引や獅子舞などおめでたい催事が盛りだくさん！
日頃の感謝を込めて、お子様から大人の方まで楽しめる催し物をご用意しました

新春！福引抽選会

時間

場所 資料館ロビー

資料館の入館、陶芸教室の体験などで
福引券をプレゼント。お米やお餅など
地元の豪華景品が当たる！

9:00 ～ 17:00

時間

場所

定員

対象

家族で協力して優勝を目指そう！
上位入賞者には豪華景品をプレゼント！

地元の農産組合「雪んこ餅」にお越し頂き、
つきたてのお餅をふるまいます。

陶芸館エントランス
11:00 ～ 11:30

時間

場所 越前古窯博物館　天心堂
30家族（1家族5名まで）事前予約優先
中学生以下のお子様を含む家族

11:00 ～ 12:00

定員

時間

場所 陶芸館エントランス
先着 150 名

11:00 ～

県指定無形民俗文化財の獅子舞の勇壮な舞を
ご覧いただけます。

はぴりゅうチャレンジ

紙コップつみ大会
日8

参加無料

新春つきたてふるまい餅月9
参加無料

八田獅子舞土7
観覧無料

来場者の皆さま同士が密にならないようエリア制限を実施する場合があります。

福井県陶芸館 検索
その他催し物は
HPにてご紹介！

キッチンカー広場

クレープ【プラスカフェ】

山うにたこ焼き【ほやっ停】

クロッフル【UMATEA】
とんこつラーメン【らーめん虹】
インド風カレー【本道坊】

大分からあげ・チーズハットグ・
富士宮焼きそば【K&K】

※9日のみ

特
賞

1 等
2等
3等
4等

若狭牛A5霜降りすき焼き肉1kg

お餅セット（雪んこ餅）
洋菓子セット（NOUVEAU）

水ようかん（朝日風月堂）

自然米コシヒカリ 5kg（田んぼの天使）
（肉の末廣）


