
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。
５，６月は椿窯（五島）、豊彩窯（吉田）、
山月窯（村田）。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　5月1日(土)～6月30日（水）
時間　平日　10：00～16：00
　　　土日祝　9：00～17：00
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　5月1日(土)～6月30日（水）
時間　平日　10：00～16：00
　　　土日祝　9：00～17：00
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。
５月、６月は焔奏窯　福島宏治氏です。

Window Gal lery
「てにをは」

5/1(土)
～6/30(水)

展示
販売

会期　～6月6日(日)
時間　9:00～17 :00　(最終入館は16:30 )
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　入館無料
問合　越前陶芸村文化交流会館　0778-32 -3200

SAKURA
COLLECTION　2021

さくら咲くこの時期、陶芸村にも春がやってきま
した。越前焼をはじめ、越前和紙・漆器など、
さくらモチーフの作品を展示販売します。さくらの
映像と共に、陶芸村の春をお楽しみください。

～6/6(日)

～6/6(日)

展示
販売

会期　～6月6日(日)
時間　9:00～17 :00　(最終入館は16:30 )
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　入館無料
問合　越前陶芸村文化交流会館　0778-32 -3200

越前焼窯元展

越前焼窯元の新作を含む作品の数々を
一堂に集めて開催します。会期中は、窯元
自身が在廊 (※)しますので、作品への
思い入れやこだわりを聞く絶好のチャンス！
(※在廊日・作家はHPにて )

展示
販売

3 月に若手陶芸家たちが昼夜を問わず
4日間、薪を投げ入れた窖窯（あながま）で
焼き上げた作品を展示・販売致します。
越前焼伝統の焼成で生まれた作品たちを
ぜひご覧ください。

Gal lery　ＣＵＢＥ
越前窯

みんなで焼いたんやっ展

6/13(日) イベ
ント

日程　6月13日(日)
時間　9：00～17：00
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！

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！

6月は竜仙窯 岩間竜仁、椿窯 五島彩子、踏青舎 泉直樹が担当です。

5/1(土)
～6/30(水)

～6/30(水)

会期　～6月30日（水）
時間　平日　10：00～16：00
　　　土日祝　9：00～17：00
場所　越前焼の館
料金　入場無料
問合　越前焼の館　0778-32 -2199

～5/31（月）
展示
販売

会期　～5月31日(月)
時間　9：00～17：00(最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館ロビー 越前焼セレクトショップClays
料金　観覧無料
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

土本 訓寛 久美子
陶展

焼締め、象嵌などの技法で器をつくる
土本訓寛氏・久美子氏の新作を展示
販売します。福井県での個展は 3 年
ぶりとなります。二人の手でひとつひ
とつ丁寧に作られた器をゆっくりとご覧
ください。

特別講師　グリーンアドバイザー　
　　　　　伊豆蔵真由子氏
日程　5月2日(日)
時間　9:30～、13 :30～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　2,800円　お抹茶・春のお干菓子付
定員　各回20名　事前予約優先
持ち物　寄せ植え用の器（直径12㎝×高さ10㎝程度）
　　　　※陶器以外もOK
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

母の日に贈る
多肉植物の寄せ植え

5/2(日)

【椿窯】
五島

【豊彩窯】
吉田

【山月窯】
村田

母の日に女性に人気の育てやすい多肉植物
をプレゼント。お好きな器を持ち寄って可愛
らしく寄せ植えします。器はセットに含まれ
ませんので、ご自身で準備お願いします。

日程　5月9日(日)
時間　10：30～、13：30～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,500円（親子2名分のお抹茶・母の日の生菓子付、
　　　懐紙セットプチギフト付）
定員　各回6組の親子　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

お母さんに美味しい
お抹茶をプレゼント

5/9(日)

お盆の上で棗（なつめ）よりお茶をお
茶碗に入れお抹茶を点てお母さんに
お運びします。
普段とは少し違う緊張感の中で、感謝
の気持ちを伝えましょう。

特別講師　フラワーアレンジメント講師
　　　　　田中久美子氏（癒す＊花）
期間　5月8日(土)9日(日)
時間　10：00～、14：00～
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　2,500円（越前焼カップ＆フラワーアレンジメント体験料）
定員　各回5組※1組3名まで　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

母の日 越前焼のカップで
フラワーアレンジメント

5/8(土)
　 9(日)

越前焼フリーカップに感謝のメッセージを
かいて、カーネーションなどをフラワーア
レンジしてみよう。お母さんへの手作り
プレゼントにぴったり！母の日に家族一緒
での体験もおすすめ。

日程　6月19日(土)20日(日)
受付時間　9：00～16：00
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　マグカップ・ビアカップ　各1,500円（紙箱・リボン付）
　　　飾り皿　1,800円（皿立・紙箱・リボン付）
　　　おうち制作キット（マグカップorビアカップ・
　　　専用マーカー5色・紙箱・リボン）　2,500円
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

お父さんに感謝のメッセージを
父の日のマーカー絵付け

6/19(土)
　 20(日)

越前焼のカップなどにやきもの用マー
カーで感謝のメッセージを書いてお父
さんに贈ろう！紙箱に入れてリボンをか
けて素敵なギフトを手作りします。ご自
宅で制作できるキット販売も行います。

日程　5月13日(木)
時間　10：00～、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　2,000円　ワンドリンク付
定員　各回8名　事前予約優先
持ち物　ゴム手袋　※汚れてもよい服装でご参加ください
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

陶芸公園で藍染とガーデンカフェ

「藍染マスク」
5/13(木)

陶芸公園の自然の中で楽しむ藍染体験。
藍には消臭・抗菌作用があり、今回は
今治ガーゼマスクを藍染してオリジナル
マスクを作ります。体験後は風を感じな
がらガーデンカフェでのひと時をどうぞ。

日程　5月7日(金)～9日(日)
時間　9：00～16：30
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,000円　生誕100年記念懐紙付(各日先着20名)
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

特別
呈茶

水野九右衛門先生
生誕100年お祝いの呈茶

5/7（金）
  ～9(日)

令和 3 年 5 月 7 日は、越前焼研究の
第一人者 水野九右衛門氏の生誕100 年
目となることから、ゆかりある作品で
設えた和室で水野先生が愛した和菓
子の特別呈茶を実施。併せて水野コ
レクション写真展も開催。

日程　6月20日(日)
時間　10：30～、13：30～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,500円（親子2名分のお抹茶・父の日の生菓子付、
　　　懐紙セットプチギフト付）
定員　各回6組の親子　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

お父さんに美味しい
お抹茶を点てましょう

6/20(日)

お父さんへ心を込めて点てたお抹茶を
お運びします。「いただきます」「おい
しゅうございます」など感謝の言葉をお
互いに伝えましょう。立つ、座るなど和
室の約束事もお伝えします。

特別講師　日本絵手紙協会公認講師
　　　　　神内八重氏
期間　6月23日(水)
時間　10：00～、13：30～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,200円（夏の干菓子とお抹茶付）
定員　各回5名　事前予約優先
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

夏の絵手紙教室
「ミニうちわに夏の花を描こう」

6/23(水)

紫陽花をテーマに、夏らしい「ミニ
うちわ」に絵を描き言葉を添えます。
古民家の落ち着いた雰囲気の中で、
目・心で感じたことを表現しましょう。

日程　6月10日(木)
時間　10：00～、13：30～
所要時間　約2時間
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　1,500円　クマ笹茶付
定員　各回8名　事前予約優先
持ち物　ゴム手袋　※汚れてもよい服装でご参加ください
問合　福井県陶芸館　0778-32 -2174

予約
体験

陶芸公園で草木染とガーデンカフェ

「笹で染めるバンダナ」
6/10(木)

6 月に最も鮮やかな緑色に色づく竹笹を
煮出して染液を作りバンダナを染め上げ
ます。父の日のプレゼントにもおすすめ。
草木染の後はガーデンカフェでクマ笹茶
をお楽しみください。



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

4/10土～
1人 500円
スティック
ボール付

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

福井県陶芸館　0778-32-2174

1人 500円
スティック
ボール付

グランドゴルフグランドゴルフ
越前陶芸村

お子様サイズ
あります

5/1土~5 水・祝

開 催 期 間

イベント詳細は
公式HPをチェック！

福井県陶芸館開館 50 周年を記念し
「ＥＣＨＩＺＥＮ　ＢＲＡＮＤ」をテーマに、
前期・後期に分け開催する特別展。前期
では越前焼が最も華ひらいた中世を中心
に、消費地から見た越前焼の価値に迫っ
ていきます。
会期　6月 26 日 ( 土 ) ～ 8 月 29 日 ( 日 )
時間　9：00～17：00（最終入館 16：30）
会場　福井県陶芸館 資料館

【入館料】　
スペシャルパスポート（共通入館・お抹茶）　1,300 円
共通入館券（福井県陶芸館・越前古窯博物館）　800 円
福井県陶芸館入館券　600 円　
高校生以下・70 歳以上　300 円　未就学児無料
身体障害者手帳等をお持ちの方と介護者１名は無料

福井県陶芸館・越前古窯博物館

3
月

はぴりゅうと
ゲーム大会
はぴりゅうと
ゲーム大会
11:00～ ※参加券配布10：30～
福井県陶芸館前
エントランス
無料
先着50名　

場所

時間

料金

定員

3
月

4
火

宝探し宝探し
10：00～ 16：00
越前陶芸公園（引換：陶芸館受付）
無料
先着50名（引換1人1回限り）
中学生以下対象

場所

時間

料金

定員

提供　㈱テイクオフ

お菓子まき  お菓子まき  4
火 14:00～ ※整理券配布13：30～

福井県陶芸館前
エントランス
無料
先着120名          
中学生以下対象

場所

時間

料金

定員

ミニ屋台村
10：00～16：005/1土~5 水・祝

陶芸教室前広場

からあげ
チーズハットグ
かき氷
クロワッサンたい焼き くじ引き・縁日

クレープ（～5/4 まで）

石焼き芋・ぜんざい
焼き芋団子

期間中毎日開催 9：00～16：00

「立体塗り絵」
ふくろうの土鈴に色を付けよう
場所：陶芸教室
料金：700円

古民家で昔遊び

駄菓子屋さん

場所：越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金：入場料 200円 

場所：越前古窯博物館　昔遊び会場内
料金：お好きな駄菓子 5個 200円

北陸最大！越前焼
「陶ふうりん」二千の音色♪

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　資料館入館券でご覧いただけます（300円～）
　　　高校生以下・70 歳以上・お抹茶ご利用の方は無料

6/19土
～8/29日

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

越前陶芸村へ
遊びに行こう！
越前陶芸村へ
遊びに行こう！

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。

th

ＥＣＨＩＺＥＮ　ＢＲＡＮＤ
―海をわたる褐色のやきもの―

令和３年度　福井県陶芸館
開館５０周年特別展 前期

問合　福井県陶芸館　0778-32-3262（学芸）


