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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
アルコールによる手指消毒、マスク着用を徹底し、
感染症対策を行ったうえで開催します。

福井県陶芸館公式HP

【住　　所】福井県丹生郡越前町小曽原120-61
【開館時間】9：00 ～ 17：00( 最終入館 16:30）
【休 館 日 】月曜日、祝日の翌日

時間
場所

10：00~16：00
陶芸教室前広場

イベントの最新情報や
天候によるイベント中止は
当日公式HPにて発表します。

時間
場所
定員
対象

9：00~12：00
越前陶芸公園（引換：資料館正面玄関）
先着 100 名（引換はお 1人様 1回限り）
中学生以下

時間
場所
定員
対象

14：00~14：30（整理券配布 13：00 ～）
福井県陶芸館エントランス
先着 50名　※当日先着順
小学生以下

時間
料金

9：00~16：00
入場料 200 円

時間
料金

9：00~16：00
5 個 200 円

時間 9：00~16：30（受付）

時間
料金
定員

9：00~16：00（随時受付）
700 円
先着 100 個　※なくなり次第終了

時間
場所
定員
対象

10：00 ～（整理券配布 9：30 ～）
福井県陶芸館エントランス
先着 120 名
中学生以下

時間
場所
定員
対象

10：00~11：00
越前陶芸公園（受付：公園内芝生広場）
先着親子ペア 20組（事前予約優先）
小学生以下のお子様と保護者

時間
場所
料金
対象

①13：00 ～　②13：30 ～　③14：00 ～　表彰式 15：30 ～
越前陶芸公園（受付：資料館受付）
1家族 1,500 円　　　各回 4家族（事前予約優先）
小学生以下のお子様を含む家族

定員

カメラ付き小型ドローン、鬼滅の刃ドンジャラ、一輪車、竹馬など
みんな嬉しい豪華景品が当たるかも！！

無料

無料

無料

無料

参加
方法

事前の申し込みは必要ありません。
当日、公園内に隠されているお宝の球を見つけて、
福井県陶芸館にお持ちください。景品と引換できます。

家族で協力してグランドゴルフに挑戦！総合優勝の
チームには、これからのシーズンにぴったりの賞品を
はぴりゅうからプレゼント！

親子でくつ飛ばしにチャレンジ！誰が一番遠くにくつを
飛ばせるかな？親子の合計飛距離で競って上位チームに
は景品をご用意！

楽しいお菓子まきを開催！
みんなの大好きなお菓子をたくさんゲットしよう♪
※グループに分けて開催します。参加には整理券が
　必要です。

はぴりゅうと一緒に、食べ物ビンゴ大会で楽しもう！
好きな食べ物を選んでビンゴカードに書き込み、列が
そろったら「ビンゴ！」

昨年完売した、越前焼の立体塗り絵がGW限定で復活！
越前焼のふくろう型土鈴に、ポスカなどで色を塗り分け、
立体の塗り絵として、オリジナルの作品を作ってみよう。

だるま落とし、かるた、お手玉、おはじきなど、
昔ながらの懐かしい遊びを体験してみよう。 茶苑大広間（むかし遊び会場内）に天神様や

五月人形を展示します。※入場制限を実施する場合があります。

※雨天時は屋内にて異なる内容で開催します。

駄菓子セット

限定 5食 粽とお抹茶　　
季節の生菓子とお抹茶
駄菓子セット
（さわやかorりんごジュース）

季節の干菓子とお抹茶

ちまき

600 円
600 円

500 円

400 円

限定5食！
粽セット

雨天中止
中止の場合は当日
HPにてご案内します

雨天中止
中止の場合は当日
HPにてご案内します



福井県陶芸館・越前古窯博物館福井県陶芸館・越前古窯博物館

5 月 6月のイベント案内5月 6月のイベント案内

桃山窯　師弟展 陶とミニ盆栽市

木村好博氏と桃山窯引継ぎ者の三田村珠美氏
による師弟二人展。木村盛和先生に師事し、
天目釉を中心に作陶してきた木村好博氏に
とって最後の個展となる。

文山窯・舘山窯による盆栽鉢、花木の盆栽、
苔テラリウムの展示販売を開催します。すて
きなガーデンを演出する手作りの盆栽鉢をお
求めいただけます。

お母さんに美味しい
お抹茶をプレゼント

母の日を特別な 1日にする「日本文化」の
体験。和室での立ち居振る舞いを学び、お
母さんに美味しいお抹茶を点ててプレゼント
しましょう。

時間　10：30 ～、13：30 ～
所要時間　1時間半
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　親子ペアで 1,500 円
　　　(お抹茶・生菓子付 2名分、母の日の干菓子付）
定員　各回親子ペア 10組

越前焼で楽しむ苔玉
「苔玉の皿を作ろう」

自分で作った越前焼の皿に、手作りの苔玉
を飾る 2回シリーズ。1回目は越前の土で
自分の好きな形の皿を作ります。2回目の
苔玉作りは 9月 18日 ( 日 ) に開催（別途
2,500 円）。

時間　10：00 ～、14：00 ～
所要時間　1時間 30分
場所　福井県陶芸館　陶芸教室
料金　1名あたり 1,800 円
定員　各回 10組 (1 組 3名まで )

時間　10：00 ～、13：00 ～
所要時間　2時間
場所　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,500 円（お抹茶・干菓子付）
定員　各回 6名

つまみ細工で作る
紫陽花のブローチ

陶芸村で炭焼き
バームクーヘン作り

落水紙と草木染の和紙で作る
「涼うちわ」

西日本最大！越前焼
『陶ふうりん』三千の音色♪

5/8 日

6/5 日 6/12日

5/8 日 6/4　5土 日

ご予約・お問合せ

0778-32-2174
（福井県陶芸館）

事前予約優先
キャンセル料　3日前から 100％

全てのワークショップ

6/18　  9/4土 日

4/29　  5/29金祝 日 5/1　  5/5 木祝日 6/4　  7/10土 日第 1期
7/15　  8/21金 日第 2期
8/26　  9/19金 月祝第 3 期

暮らしを豊かになる

日々のうつわ展

福井県陶芸館　越前焼セレクトショップClays福井県陶芸館　越前焼セレクトショップClays 9：00～ 17：00( 最終入館 16：30）　観覧無料9：00～ 17：00( 最終入館 16：30）　観覧無料

※5月 2日 ( 月 ) は休館※月曜日、5月 6日 ( 金 ) は休館

日本の伝統工芸であるつまみ細工で季節
の花「紫陽花」のブローチを作ります。
梅雨時の静かな佇まいの古民家で手工芸を
楽しみませんか。

緑いっぱいの陶芸公園で楽しむお菓子作り。
一層一層生地を重ねてクルクル焼こう！
木の年輪のようにうまく焼けるかな？焼き
あがったら越前焼のお皿でいただきます♪

時間　10:00 ～、13:00 ～
所要時間　1時間 30分
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組 2,000 円　（飲み物付）
定員　各回 5組（1組 3名まで）

越前和紙の「落水紙」と陶芸公園の植物で
草木染した和紙を使ってうちわを作ります。
草木染で模様を付けて、あなた好みの涼う
ちわで夏を楽しみませんか。

時間　10:00 ～、13:00 ～
所要時間　1時間 30分
場所　越前古窯博物館　天心堂
受付　越前古窯博物館　旧水野家住宅
料金　2,200 円　（お抹茶・干菓子付）
定員　各回 15名

一つひとつ手作りの陶ふうりん 3,000 個が
古民家で涼しげな音色を響かせます。今年は
新たな展示スポットも加わり、写真映えも
間違えなし。陶ふうりんの絵付け体験や、
夏限定の特別呈茶などと共に陶芸館夏の
風物詩をご堪能ください。

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　入場料 300 円　未就学児無料

特別講師　柳瀬良三製紙所　伝統工芸士　柳瀬京子氏

特別講師　ハナムスビ　水野氏

毎日の暮らしを彩る越前焼のうつわを
3期に分けて展示販売します。

【第 1期】和工房・信田窯
【第 2期】陶や・星川佳寿美
【第 3期】陶房多福・月見清楽・夕陶房


