
会期　7月6日(水)～9月7日(火)
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

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。
７月、８月は山月窯　村田紀之です。

会期　7月3日(土)～7月18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　ホール
料金　入館無料

越前焼の灯りとりと、越前町内園児と
小学 1 年生の願いが込められた七夕
飾りを展示する「陶の涼感」。幻想的
な空間演出で開催します。短冊に願い
を書き入れて飾るコーナーもあります。

全国で 13 人目の名誉伝統工芸士に
認定された淡竹窯 武澤信雄の作品
を展示販売。完成度にこだわった作
品をご高覧ください。

Gal lery　ＣＵＢＥ
淡竹窯 武澤信雄　新作発表

「線刻象嵌」

会期　7月6日（火）～8月4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

～8/29（日）

会期　～8月29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　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・お抹茶利用の方は無料

古民家に越前焼の「陶ふうりん」の涼
しげな音色、その数北陸最大 2000 個。
色、形、音色…全てが手作りの一点
ものが並びます。

北陸最大！越前焼
『陶ふうりん』二千の音色♪

◇陶ふうりん特別メニュー

◇陶ふうりん絵付け体験

陶の涼感2021
～未来へ～

わたしのいちおし展

7/1(木)
～8/31（火）

7/3(土)
～7/18（日）

7/6(火)
～9/7（火）

7/6(火)
～8/4（水）

期間　7月1日(木)～8月31日(火)
受付時間　9：00～15：00
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1,000円

あなたの作った越前焼の陶あかりが光の
景色を作り出します。今年は 3000 個の
陶あかりを目指して陶あかり作りを期間
限定で開催します。この講座では 2 個
陶あかりを制作し、1 つはご自宅分、もう
1 つは陶芸館に寄贈していただき秋冬の
イルミネーションイベントで展示します。

会期　～8月29日(日)
時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館　資料館
料金　福井県陶芸館入館券　　600円
　　　高校生以下・70歳以上　300円
問合　福井県陶芸館　0778-32-3262（学芸）

　　　　「ＥＣＨＩＺＥＮ　ＢＲＡＮＤ」をテーマ
　　　　に、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。

風鈴の音色を聴きながら期間限定和スイーツを
お楽しみください。

名物アイス抹茶ぜんざい　600 円
抹茶みるくフロート　　　 500 円　他

関連企画

越前焼陶ふうりんに絵付けをしてオリジナル
陶ふうりんを作ります。
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1,500円

400 個
限定！

令和３年度福井県陶芸館開館５０周年特別展前期

ＥＣＨＩＺＥＮ　ＢＲＡＮＤ
―海をわたる褐色のやきもの―

～8/29（日）

◇担当学芸員によるギャラリートーク
期日　7月 23 日 ( 土 )、8 月 28 日 ( 土 )
時間　11 時～（1 時間程度）
場所　福井県陶芸館　資料館１階集合
料金　＊聴講無料（ただし本展観覧券が必要です）
定員　先着 15 名　事前申込不要

関連企画

◇越前焼を自由研究にしよう！
夏休みに伝統工芸の越前焼を研究テーマにしてみよう。
学芸員から越前焼の歴史や特徴を教えてもらい、ワークシートを完成させよう。

期日　8月 15 日（日）、8月 22 日（日）
時間 10 時～（１時間程度）
場所　特別展展示室内　
対象　小学生　
参加費　本展観覧券
定員　10 名（子供１人につき、付添者１名まで可）
※事前予約制、先着順　電話申し込み (0778-32-3262)

陶あかりを作って
イルミネーションイベントに

参加しよう

7/8(木)

期間　7月8日(木)
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　2,000円　カフェ付
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）

葛の葉や茎を煮出してクッションカバーを
染めます。優しい自然の色を楽しみましょう。

会期　7月7日(水)～9月7日(火)
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

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。
７月、８月は山月窯　村田紀之です。

Window Gal lery
「てにをは」

7/7(水)
～9/7（火）

陶芸公園で草木染とガーデンカフェ

「葛で染めるクッションカバー」

8/8(日)

特別講師　
　　日本舞踊藤間流師範　藤間百之祐氏
期間　8月8日(日)
時間　10：00～12：00
場所　福井県陶芸館　茶苑　大広間
料金　1,500円　お抹茶と花こおり付
定員　15名　事前予約優先
対象　小学生までのお子様
持ち物　浴衣一式・白ソックス

浴衣を着てで手踊りを楽しみましょう。
小学生までのお子様を対象に日本舞踊の
師範がお教えします。

8/7(土)
～9/5(日)

期間　8月7日(土)～9月5日(日)  　
在廊日　8月7日(土)、8日(日)、15日（日）、22日(日)、29日（日）、9月5日(日)
時間　9：00～17：00(最終入館16：30）
場所　福井県陶芸館資料館ロビー　越前焼セレクトショップClays
料金　観覧無料

宇宙で瞬く美しい星空の世界を器の中に
表現する星川佳寿美さんの個展を初開催
します。一つ一つ異なる神秘的な結晶釉
の器をお手に取ってゆっくりとご覧ください。

7/11(日)

特別講師　ハナムスビ　水野氏
期間　7月11日(日)
時間　10：00～、13：30～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　2,700円
定員　各回5名　事前予約優先

さがり飾り付きで可愛らしく揺れる髪飾り
を手作りします。オプションでお花ピンも
作れます。

つまみ細工で作る
「浴衣の髪飾り」

7/22(木・祝)
～7/25（日）

期間　7月22日(木・祝)～25日(日)
時間　14：00～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　1,500円（抹茶みるくフロート付）
定員　各日10名　事前予約優先

専用の道具を使ってグラスに絵やメッセージ
を彫ってオリジナルデザインのコップを作ろう。
夏限定スイーツ「抹茶みるくフロート」付き！

7/18(土)
　19(日)

特別講師　墨絵アーティスト上田みゆき氏
期間　【陶ふうりんの短冊】7月17日(土)
　　　【越前和紙のうちわ】7月18日(日)
時間　10：00～、14：00～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　2,800円　陶ふうりん入場券付
定員　各回15名　事前予約優先

墨絵アーティスト上田みゆきさんと越前和紙
に自由に楽しく描きましょう。18日は福井の
伝統工芸を題材にした紙芝居の口演あり。

上田みゆき的
涼風を呼ぶ

手軽に名入れグラス作り！
グラス彫刻体験

8/1(日)

期間　8月1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　3,000円
定員　各回12名　事前予約優先
持ち物　ゴム手袋（汚れてもよい服装で）

自然いっぱいの陶芸公園で藍染にチャレンジ！
世界に一つのオリジナル模様の Tシャツを
作ります。

陶芸公園で藍染
オリジナルTシャツを染めよう！

星川 佳寿美　陶展

浴衣で手踊りを楽しみましょう

な
る
ほ
ど
！

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
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0778-32-2174 0778-32-3200 0778-32-2199 0778-32-3735
9：00～17：00 9：00～17：00 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
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会期　8月6日(金)～10月6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

昨年から組合に加入した４窯元の
作品を特集します。感性豊かなそ
れぞれの個性をわかりやすく展示。
お気に入りを見つけに来てください。

Gal lery　ＣＵＢＥ
新加入作家特集

8/6(金)
～10/6（水）

焼の
館

焼の
館

会期　8月22日(日)
時間　9：00～17：00
場所　越前焼の館

若手作家が作品の説明や想いを語りながら接客します。また SNS を
フォローすると、じゃんけん対決できます。勝てば、キャッシュバック
のチャンス⁉

8/22（日） 焼の
館

窯元接客DAYと
SNSフォローでじゃんけん対決！

竜仙窯　岩間竜仁
椿窯　五島彩子
踏青舎　泉直樹

th



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

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

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

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。

越前陶芸村
文化交流会館

越前焼の館

6/12土

7/4日

第 1期 

7/10土

8/1日

第 2期 

8/7 土

8/29日

第 3期 

福井県陶芸館
越前焼セレクトショップ

Clays

焔奏窯
洗心窯
風来窯
脇谷窯

　

青ノ木窯
社会福祉法人光道園
ライトワークセンター 
のぞみ焼き

うの花窯
信田窯
豊彩窯
百合工房

黒越前 榮山窯
陶や
鳥越窯
柳瀬陶房

宇野陶房
陶「和工房」
陶彩窯
日向工房
星川窯

橙

塩越窯
奈々司窯

イリエイワサワ
宗山窯
陶房 里
陶優窯
夕陶房
RICCA KITAZAKI

越前陶芸まつりの中止を受け、越前陶

芸村の3施設が協力して越前焼の販売

イベントを実施します。

お気に入りの器を購入することが窯元

の応援につながります。

8/13金　15日

夏休みは越前陶芸村に行こう！

楽しい企画がたくさん！
キッチンカーも来るよ♪

13 金・14 土・15 日

13 金・14 土・15 日

13 金

はぴりゅうとクイズ大会

マイふうりんづくり

お宝ゴールドラッシュ

場所

料金 定員

時間 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 50名

場所

料金 定員

時間 10：00 ～ 12：00/13：30 ～ 15：00（受付）
越前古窯博物館
1,500 円 随時（同時に 6組まで体験可）

料金

定員

時間 9：00交換スタート　12：00終了 
無料
先着 100 名 ※受付・申込不要

交換場所

陶芸公園に隠されたお宝カプセルを探せ！ニンテンドープリペイド
カードなど豪華賞品が当たる♪

はぴりゅうと一緒にク イズに挑戦しよう！
上位者に、はぴりゅうからプレゼントあり。

様々な種類からパーツを選んで自分だけのマイ陶ふうりんを作ろう！

賞品総額　
77,777円分 !!福井県陶芸館前


