
展示
販売

越前焼の館では２ヶ月ごとに3～4窯元に
スポットをあてたプチ個展を開催中。
１、２月は柳瀬陶房（柳瀬）、国成窯（前田）、
踏青舎（泉）。常設展示とはひと味違う
魅力をご覧ください。

私のいちおし展

会期　1月6日(水)～2月28日（日）
時間　平日　10時～16時
　　　土日祝　9時～17時
場所　越前焼の館
料金　入場無料
問合　越前焼の館　0778-32 -2199

会期　1月6日(水)～2月28日（日）
時間　平日　10時～16時
　　　土日祝　9時～17時
場所　越前焼の館
料金　入場無料
問合　越前焼の館　0778-32 -2199

展示
販売

世界と焼物をつなぐ窓辺のギャラリー
『てにをは』。作家の想いとお客様を
つなぎます。２ヶ月ごとに新作をお届け。
１月、２月はRICCA KITAZAKI 北﨑立夏氏
です。

Window Gal lery

「てにをは」

展示
販売

越前焼作家の陶あかり作品を展示販売します。
作家ごとに異なるデザインの灯りとりが並び、
おしゃれな空間を演出する灯りをお求めいた
だけます。

越前焼　陶あかり展

柳瀬陶房

国成窯

踏青舎

2/28（日）
3/7（日）

特別講師　菓子処　江雲堂
日程　2月28日(日)、3月7日(日)
時間　13時30分～、15時30分～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1,500円（生菓子2個制作　お抹茶付き）
定員　各回15名
持ち物　エプロン、三角巾、タオル
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

1月6日(水)
～2月28日（日）

春到来！
お花の和菓子作り

̃1/31(日)

会期　～1月31日(日)
時間　9時～17時(最終入館16時半）
料金　入場無料
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

【DAY2】
2/14(日)

2/21(日) 予約
体験

予約
体験

予約
体験

日程　2月13日(土)
開始時間　10時～、13時30分～
所要時間　約1時間
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1,500円（2個製作、お飲み物付き）
定員　各回15名　事前予約優先
持ち物　エプロン、三角巾
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

陶芸村の手作りバレンタインDAY

日程　2月14日（日)
受付時間　10時～15時
所要時間　約1時間30分
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　800円
定員　40名　事前予約優先　
　　　※当日受付は、混み具合により体験できない場合もございます。
持ち物　エプロン、三角巾
お問合せ　福井県陶芸館　0778-32 -2174

越前焼のおしゃれな
キッチン・ミニプランター

日程　2月21日(日）
時間　10時～、14時～
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,500円
定員　各回20名　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

̃1/31(日) イベ
ント

北陸最大！越前焼
『二千色の陶あかり』

キッチンの窓辺にぴったり！おしゃれなミニ
プランターを越前焼で作ります。
5 月にはプランター作り参加者限定の
ハーブの寄せ植え体験開催。

予約
体験

期間　～1月31日(日)の 金・土・日曜・祝日（年末年始を除く）
時間　17時～19時（最終入館18時半）
場所　福井県陶芸館
料金　大人700円　高校生以下300円　未就学児無料
　　　（資料館入館料 込み）
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

ひとつひとつ手づくりした2300灯の
越前焼の間接照明「陶あかり」が
日本庭園を色鮮やかに染上げる
イルミネーション。
雪景色とのコラボレーションも福井
ならではの見どころです。

待ちわびた春の到来、あちらこちらで花が
咲きだします。和菓子作りの色々な手法で
春の花を咲かせましょう。

1月6日(水)
～2月28日（日）

展示

2月6日(土)
～3月3日（水）

展示
販売越前 陶びな展

古き良き　ひな人形展

期間　2月6日(土)～3月3日（水）
時間　9時～17時（最終入館16時半)
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　無料
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

期間　2月6日(土)～3月3日（水）
時間　9時～17時（最終入館16時半)
場所　福井県陶芸館資料館ロビー
料金　無料
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

女の子の幸せを願い贈られたお雛様。
古民家にて昭和から平成時代のひな人形の
段飾りなど約 300 体を展示します。
畳敷きの部屋でゆっくりとご観覧いただけ
ます。

越前焼作家が手作りした「やきもの」の
ひな人形を展示販売します。温かみのある
可愛らしい陶びなをお求めいただけます。

2月6日(土)
～3月3日（水）

関連企画

期間限定　特別呈茶
ひな祭りにちなんだ季節の生菓子とお抹茶を
お楽しみいただけます。
料金　600円

特別講師　越前指物職人　長尾創氏
日程　1月31日(日)
時間　10時～　13時半～（所要時間2時間）
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　2,500円（お抹茶・豆菓子付き）
定員　各回15名　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

1/23(土)
　 24(日)

予約
体験

期間　1月23日(土)、24日(日)
時間　10時～　11時～　14時～　15時～（所要時間約1時間）
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,500円　お抹茶生菓子付き
定員　各回8名　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

古民家ではたおり体験

1/31(日) 予約
体験豆鬼が住むお家を作ろう

秋に陶芸公園内の植物で染めた毛糸を
使って、卓上はたおり機でコースターを
作ります。体験後はお抹茶とお菓子で
ゆっくりと。古民家でのひとときをお楽し
みください。

越前指物の様々な木の端材で小さな鬼の
お家を作ろう。越前焼の豆鬼（約10㎝）に
服を着せて、豆鬼の箱庭が完成！
職人と一緒に工作体験に挑戦しよう。

はじめ

焼きドーナツに
チョコデコレーション2/13(土)

【DAY1】

2 種類の焼きドーナツにチョコをかけて
クランチやチョコペンでデコレーション♪
1つはラッピングしてプレゼントに、もう
1つはその場で温かい飲み物と一緒に
お楽しみください。

越前焼に愛を刻む
ホットチョコスプーン

越前焼のスプーンにルーターで愛のメッ
セージを彫り込み、甘いチョコレートで
包んでプレゼント。
温かいミルクに溶かせば、サプライズ
メッセージが浮かび上がります。

展示
販売

越前焼を代表する日展作家 4 人展を
開催します。普段は見られない造形の
美をご覧いただけます。

Gal lery　ＣＵＢＥ

日展作家　造形展

会期　1月6日(水)～2月28日（日）
時間　平日　10時～16時
　　　土日祝　9時～17時
場所　越前焼の館
料金　入場無料
問合　越前焼の館　0778-32 -2199　

日程　1月10日(日)
時間　18時～
場所　福井県陶芸館　資料館ロビー
料金　二千色の陶あかり入場券でご鑑賞いただけます
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

1/16(土)
 　17(日)

予約
体験

越前焼の
陶びなをつくろう

期間　1月16日(土)、17日(日)
時間　14時～　（所要時間約1時間）
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,000円
定員　各日20名　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

1/17(日)
2/7（日）

イベ
ント

日程　1月17日(日)／2月7日（日）
時間　9時～17時
場所　越前焼の館
問合　越前焼の館　0778-32 -2199

窯元接客DAY
SNSフォローで

じゃんけん対決！

1/10(日) 演奏i ror i

粘土でお雛様の髪や服、小道具を作って
ボディに貼り付けて自分だけの陶びなを
作ります。焼き上がり後ご自宅で装飾でき
ます。手作りの陶びなを飾ってひな祭りを
楽しみませんか？

若手作家が作品の説明や想いを語りながら接客する「窯元接客DAY」。
普段とは違うおもてなしをお楽しみいただけます。SNSで「越前焼の館」を
フォローして、じゃんけん対決。勝てば、キャッシュバック⁉のチャンス！

二胡・マリンバ・ハープによる異色ユニット
「irori」が、華やかに新春を彩ります。 

New Year Special Concert

二　胡：小林寛明
マリンバ：ふくだなるみ
ハープ：佐々木美香

光　窯　司辻　光男
光　窯　司辻　健司
国成窯　前田　和伸
豊彩窯　吉田　豊一

※入館者の皆様が密にならないようエリア制限を実施する場合がございます。

※写真は焼き上がり後に
　装飾しています

1月6日(水)
～2月28日（日）

光窯  司辻健司・宗山窯  宗倉克幸・踏青舎  泉直樹1/17 の窯元

竜仙窯  岩間竜・椿窯  五島彩子・踏青舎  泉直樹2/7   の窯元



電話　0778-32-2199
営業　平　日　10：00～16：00
　　　土日祝　10：00～17：00
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　0778-32-3200（平日9：00～17：00）

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

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

越前陶芸村文化交流会館は施設の耐震補強
工事を実施するため、以下の日程で休館いたします。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。

【休館期間】
令和3年3月31日(予定)まで

20212021

1/9 10 11
時間 10：00　16：00
福井県陶芸館・越前古窯博物館会場

0778-32-2174問合

福井県陶芸館

陶芸教室やお抹茶のご利用などで福引券をプレゼント。
お米やお餅セットなど福井ならではの豪華景品が当たる！

八田獅子舞
11:00～
陶芸館前エントランス
無料
観覧者の皆様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

時間
場所

料金

定員

土9

11:00～（参加チケット配布10：30～）
陶芸館前エントランス
無料
先着50名　

はぴりゅうとゲーム大会
10　11月・祝日

時間
場所

料金

定員

お菓子まき 
14:00 ～（整理券配布 13：30～）
陶芸館前エントランス
無料
先着 120名
中学生以下

時間
場所

料金

定員

対象

日10

むかし遊び
9:00 ～16:00
越前古窯博物館　旧水野家住宅 
入場料 200円

・お餅入りぜんざい（緑茶付き）
・水ようかんの食べくらべ（抹茶付き）
・正月の縁起菓子福梅と辻占（抹茶付き）

旧水野家住宅
新春特別メニュー
9:00 ～ 16:30

各600円

土9 日･10 月・祝･11
福を招く
越前焼「招き猫」を作ろう
10:00～※所要時間約1時間半 　　
陶芸教室（手ひねり教室）
1,800円
14組/日（1組3名まで）　
※事前予約優先

時間
場所

料金

定員

デコ羽子板
10:00～12:00
13:00～16:00 
※所要時間約30分

陶芸教室（絵付け教室）
1,200円
30名 /日　
※事前予約優先

時間

場所

料金

定員

時間
場所

料金

身近なもので凧づくり
10:00～16:00
※所要時間約1時間 　　

むかし遊び会場内
200円
先着 30名 /日　※事前予約優先　

ミニ駄菓子屋さん
10:00 ～16:00
むかし遊び会場内
お好きな駄菓子 5個 200円

時間
場所

料金

時間

場所

料金

定員

♥♥

土9 日･10 月・祝･11

新春！

福引抽選会
新春！

福引抽選会

新春！陶芸館に参加して
福引に挑戦しよう
土9 日･10 月・祝･11
10:00～ 17：00
福井県陶芸館ロビー

時間

場所

陶芸教室やお抹茶のご利用などで福引券をプレゼント。
お米やお餅セットなど福井ならではの豪華景品が当たる！

新春お宝探し
11月・祝

10:00 ～16：00
越前陶芸公園（引換：資料館ロビー）
無料
先着50名（引換はお1人様 1回限り）
高校生以下

時間
場所

料金

定員

対象

食器買い
替え革命「Ｒｅ-ｋ
ａｅｒｕ」

食器棚に眠っている使わなくなった器を、
1㎏当たり５０円のお買い物割引券と交換。
回収した食器は、被害地の支援物資や、
再販売した収益を地域のボランティア
団体に寄付します。0778 -32 -2199

越前焼の館

応募期間

2021年1月31日(日)まで

陶あかり フォトコンテスト陶あかり フォトコンテスト

グラ
ンプリ

グラ
ンプリ

グラ
ンプリ

H.I.S.旅行券

3万円『二千色の陶あかり』『二千色の陶あかり』『二千色の陶あかり』『二千色の陶あかり』『二千色の陶あかり』

インスタグラムから簡単に
エントリーできるフォトコンテスト

詳しくは福井県陶芸館のHPをチェック！


