
～9/26㊐

期間　～9月26日(日)
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。ご好評につき期間
延長し、9/26 ㊐まで体験できます！2 個
陶あかりを制作し、1 つはご自宅用、もう
1 つは陶芸館に寄贈していただきイルミ
ネーションイベントで展示します。

会期　9月14日(火)～11月28日(日)
場所　福井県陶芸館　資料館
料金　一般　800円（陶芸館、古窯博物館関連展示含む）
　　　高校生以下・70歳以上　300円
問合　福井県陶芸館　0778-32-3262（学芸）

中世・近世とは異なる色絵、磁器といった新しい
やきものへの挑戦が行われた明治から昭和にかけ
ての福井のやきものの様相に迫ります。

9/14㊋
～11/28 ㊐

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

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

古窯
陶芸館

古窯
陶芸館

9/11㊏
～10/24㊐

期間　9月11日(土)～10月24日(日)
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

福井県陶芸館で 5 年ぶりとなる山田和氏の
個展を開催。陶器とオブジェなど『山田和の
創造の世界』をこの機会にぜひご高覧くだ
さい。

山田 和　展 古窯
陶芸館

会期　9月10日(金)～11月7日(日)
場所　越前焼の館

窓辺のギャラリー『てにをは』。作り手の想
いをお客様に伝えたい。互いを繋げる展示。
9月、10月は風来窯　大屋宇一郎氏です。

Window Gal lery
「てにをは」

9/10㊎
～11/7㊐

焼の
館

会期　9月29日(水)～11月28日(日)
場所　越前焼の館

越前焼を担う若手作家達の作品展。
伝統を守りながらも、斬新で洗練
された器たちをご覧ください。

Gal lery　ＣＵＢＥ
越前焼青年部７人展

9/29㊌
～11/28㊐

焼の
館

会期　9月10日(金)～11月7日(日)
場所　越前焼の館

私のいちおし展9月、10月の展示作家は
国成窯（前田）、あかね陶房（山路）、
柳瀬陶房（柳瀬）。窯元おすすめの器たち
を展示販売。気になる器がいっぱいです。

わたしのいちおし展9/10㊎
～11/7㊐

焼の
館

会期　9月4日(土)～9月26日(日)

越前焼を買って窯元を応援しよう！
窯元応援プロジェクト9/4㊏

～9/26㊐
焼の
館

会期　9月4日(土)～11月28日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館 ロビー
料金　入館無料

実りの秋、芸術の秋・・・さまざまな「秋」。おう
ち時間の増えた今年の「秋」は、食卓を
おいしい器で彩りませんか？　毎日、おな
かを満たしてくれる器をちょっぴり変える
だけで、ぐっと心が踊りだすはず！
約 20 窯元のさまざまな「秋の器」を探し
におでかけしませんか。

美味しい器展
9/4㊏
～11/28㊐

交流
会館

会期　10月2日(土)～11月28日(日)
場所　越前陶芸村文化交流会館　ロビー
料金　入館無料

多くのお客様が「窯元応援プロジェクト」に
ご賛同いただき作品をご購入いただきました。
今度は窯元から、ここでしか出会えない品を
取り揃え、今年一年の感謝の気持ちを込めて
感謝プライスにてお届けします。

越前焼感謝祭2021
10/2㊏
～11/28㊐

交流
会館

9/4㊏、5㊐、
11㊏、12㊐

期間　9月4日(土)、5日(日)、
　　　11日(土)、12日(日)
時間　10：00～、14：00～
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1,800円
定員　各回10組(1組3名まで)　事前予約優先

おばけ・ジャックオーランタンなどのかわい
いプレート皿を作って、おうちでハロウィーン
パーティーを楽しもう。手づくりのお皿で
今年のハロウィーンは特別な 1日に！

かわいい
ハロウィーンプレートづくり2021

古窯
陶芸館

10/31㊐

期間　10月31日(日)
時間　10：00～、13：00～、15：00～
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　3,800円
定員　各回15名　事前予約優先

越前焼の伝統工芸士 風来窯の大屋宇一郎
先生に教えてもらい、動物の形のグリーン
ポットを作ります。前回よりも粘土を増量し、
完成サイズは前回比 1.5 倍！

古窯
陶芸館

10/31㊐

期間　10月31日(日)
時間　10：00～、13：00～、15：00～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　1,500円　生菓子2個制作・お抹茶付
定員　各回15名　事前予約優先

ハロウィーンをイメージして、おばけのお饅頭と
月夜のきんとんを作ります。出来立ての生菓子を
お抹茶と共にお楽しみいただきます。

ハロウィーンの和菓子づくり体験 古窯
陶芸館

9/12㊐

期日　9月12日(日)
時間　10：00～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,300円 お抹茶・干菓子付
定員　8名　事前予約優先

トルコ伝統刺しゅうのお花モチーフを飾り
付けたピンクッション作り。縫い針 1 本で
作るトルコ伝統刺しゅうの実演もあります。

えちぜん焼とitoの手しごとシリーズ

「トルコ刺しゅうのお花の
miniピンクッションを作ろう」

古窯
陶芸館

10/17㊐

期日　10月17日(日)
時間　10：00～
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,300円　ほうじ茶・むかし菓子付
定員　8名　事前予約優先

2 色の刺しゅう糸を編み込んで作るタッセルと
えちぜん焼のビーズを組み合わせた、オリジ
ナルキーホルダーを作ります。

えちぜん焼とitoの手しごとシリーズ

「touビーズと刺しゅう糸で
キーホルダーを作ろう」

古窯
陶芸館

9/19㊐

期日　9月19日(日)
時間　10：00～、14：00～
場所　越前古窯博物館　天心堂
料金　3,200円　お抹茶と干菓子付
定員　各回10名　事前予約優先

瑞々しさを感じる癒しグリーンとして人気の
苔玉を作ります。苔玉の器は陶芸館オリジ
ナルの越前焼の皿です。

敬老の日に贈る苔玉 古窯
陶芸館

9/19㊐

期日　9月19日(日)
時間　18：00～、19：00～、20：00～
場所　越前古窯博物館 旧水野家住宅・天心庵
料金　1組　6,000円
定員　各回1組(1組5名まで)　事前予約優先

一客一亭の特別なおもてなし。名月、虫の音など、
夜の風情を感じながら、路地や茶室の灯りの中
お茶席をお楽しみいただきます。

観月の夕べ 古窯
陶芸館

交流
会館

9/9㊍

期間　9月9日(木)
時間　9：30～、13：30～
場所　越前陶芸公園
料金　2,000円　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）

鮮やかな黄色や橙色の花を咲かせる
マリーゴールドを使い、トートバッグの
草木染に挑戦しましょう。優しい風合い
を楽しみます。

陶芸公園で草木染とガーデンカフェ

「マリーゴールドで染めるトートバッグ」
古窯
陶芸館

10/21㊍

期間　10月21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　3,000円　お抹茶・干菓子付
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

秋になるとあちらこちらで黄色の花を咲か
せるセイタカアワダチソウ。その美しい黄色
の花を活用して草木染をします。

陶芸公園で草木染とガーデンカフェ

「セイタカアワダチソウで染める
シルクストール」

古窯
陶芸館

期間　9月5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⁉

9/5㊐ 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

越前陶芸村文化交流会館

越前焼の館

陶房多福、淡竹窯、ほたる窯、
桝田屋陶房、やわらぎ工房

さくら工房

特別講師
針と糸 手仕事　itot te

砂原かおりさん

特別講師
針と糸 手仕事　itot te

砂原かおりさん

国成窯

あかね陶房

柳瀬陶房

特別講師
今立盆栽の会会員
五十嵐孝治氏

特別講師
風来窯
大屋宇一郎先生

特別講師

御菓子司
野木

宇一郎先生に教えてもらう、
ちょっと大きな　かわいい動物

グリーンポットつくり

ご好
評に
つき

期
間
延
長
！

期
間
延
長
！

令和３年度福井県陶芸館開館５０周年特別展後期

ＥＣＨＩＺＥＮ　ＢＲＡＮＤ
―新しいやきものへの挑戦―

担当学芸員によるギャラリートーク
会場：福井県陶芸館資料館
日時：9/18（土）、9/23（木・祝）、10/3（日）、10/30 (土)  各日11時～
聴講料：無料（ただし本展観覧券が必要です）　先着15名（事前予約不要）

講師：福井県陶芸館学芸員　倉澤佑佳



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

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。

越前陶芸村謎謎 解き

陶芸 の に 迫 れ ！！村 謎

お問い
合わせ

越前陶芸村歩の歩の会
（越前陶芸村文化交流会館）

0778-32-3200

お食事券
1,000 円分

福井県産
いちほまれ（新米）

「越前焼で珈琲時間」
コーヒーカップ

福井県陶芸館
越前古窯博物館
スペシャルパスポート
ペアチケット

越前焼
『三千色の陶あかり』
ペア入場券

越前焼の館 越前古窯博物館
越前陶芸村
文化交流会館

福井県陶芸館
越前古窯博物館 福井県陶芸館 十割蕎麦 だいこん舎

あなたは越
前陶芸村の

5つの謎が解
けるか⁉あなたは越

前陶芸村の

5つの謎が解
けるか⁉

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

越前焼
薄作り越前漆器
コラボ盃

賞品

9.18satー20mon
10：00ー 16：00

参加

無料

これまでの感謝の気持ちを込めて、
色々な企画商品を販売致します。
お得な記念福袋や 5,500 円（税込）
以上お買い上げの方に、抽選でお
食事券プレゼントなどご用意して
います。

設立５０周年記念
イベント

10/2㊏～ 10/31㊐

越前焼工業協同組合

越前焼の館前広場にてミニ陶芸市を開
催します。陶芸祭に出品予定だった新作や、
窯元の個性あふれる作品を展示販売します。

10/9㊏・10㊐

ミニ
陶芸市陶芸市

9：00～ 16：00

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

売り切れ閉店の場合あり。予約できます。

STEP 1
各施設で出される
5つの謎を解いて
用紙に必要事項を
記入し、投票箱に
用紙を入れて応募
完了！

STEP 2
全問正解者の中
から抽選で
35名様に豪華
賞品が当たる！

STEP 3
越前陶芸村の5つ
の施設で「解答用
紙」をGETしよう！

解答用紙設置施設

・越前焼の館
・越前陶芸村文化交流会館
・だいこん舎
・福井県陶芸館
・越前古窯博物館

※応募箱は各施設に
　設置してあります。

１万円相当の東京オ
リンピック記念盃や
福井県のブランド米
「いちほまれ」新米が
当たります！

・福井県陶芸館入館
・越前古窯博物館入館
・お抹茶生菓子付

2名様 5名様 10名様 5名様8名様5名様

東京オリンピック
2020 の関係者記
念品採用作品です！


