
 

 

 

 

 

 

 

 

明治 150年 特別展「工芸の冒険」開場式について 

 

小松市立本陣記念美術館、小松市立博物館、小松市立錦窯展示館において開催さ

れる明治 150年特別展「工芸の冒険」について、開場式を下記の通り実施しますので、

ご案内します。 

 

記 

１ 日 時 

平成３０年９月２９日（土） １０：００～   

           

２ 場 所 

  小松市立本陣記念美術館 １階 ロビー 

  （小松市丸の内公園町１９番地） 

 

３ 内 容 

 （１）挨拶   小松市長        和田 愼司   

         東京国立近代美術館長  神代 浩  

          石川県県民文化スポーツ部次長   中野 俊一 

          重要無形文化財保持者・出品作家  𠮷田 美統 

  （２）来賓祝辞   

（３）来賓紹介 

（４）祝電披露 

（５）テープカット 

 

４ その他 

     開会式終了後、本陣記念美術館にて東京国立近代美術館工芸課長の唐澤昌宏氏によ

るオープニングトークを開催。その後、博物館にて𠮷田美統氏による作品解説を予定

しています。 

   ※詳細は、添付パンフレットをご参照下さい。 

（資料提供） 

平成３０年９月２７日（木） 

県民文化スポーツ部文化振興課 

直通：０７６－２２５－１３７１ 内線：３８３８ 

小松市立本陣記念美術館 

直通：０７６１－２２－３３８４ 

小松市立博物館 

直通：０７６１－２２－０７１４ 

 

 



三代宮永東山 《立方体の会話》  1978年  東京国立近代美術館蔵

小松市立博物館小松市立錦窯展示館

主催：小松市、東京国立近代美術館／共催：石川県／後援：北國新聞社

𠮷田美統 《釉裏金彩牡丹唐草瑞鳥文平鉢》（部分）  2010年  小松市立博物館蔵

〒923-0903 石川県小松市丸の内公園町19

☎0761-22-0714

〒923-0931 石川県小松市大文字町95-1

☎0761-23-2668

主催：小松市 主催：小松市

小松市立本陣記念美術館
〒923-0903 石川県小松市丸の内公園町19

☎0761-22-3384

2018

9.29㊏～11.18㊐

2018

9.29㊏～11.18㊐

冒険

月曜日（月曜日祝日の場合は、翌日火曜日）

午前9時～午後5時（入館は午後4時半まで）

一般500円（本陣記念美術館・博物館・錦窯展示館の3館共通）※こまつミュージアム・パス利用不可

高校生以下無料／障がい者手帳をお持ちの方と介助者1人まで無料

休館日

開館時間

入館料

月曜日（月曜日祝日の場合は、翌日火曜日）

午前9時～午後5時（入館は午後4時半まで）

一般500円（本陣記念美術館・博物館・錦窯展示館の3館共通）※こまつミュージアム・パス利用不可

高校生以下無料／障がい者手帳をお持ちの方と介助者1人まで無料

休館日

開館時間

入館料

─錦山窯と𠮷田美統の仕事─

第3会場 第2会場 第1会場

明治150年 特別展

工芸の冒険
三館同時開催

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業

色きらめく
の冒険

上：中田博士 《真珠光彩 壷》  2017年　個人蔵

下：牟田陽日 《夫婦龍雷海図 徳利・ぐい吞》  2016年　個人蔵
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明治150年 特別展

工芸の冒険
三館同時開催



　東京国立近代美術館工芸館が2020年に石川県金沢市に移転します。それに先立ち、小松市に工芸の名品が

やってきます。日本の工芸史を彩る精鋭たちの作品を、小松市立本陣記念美術館の館蔵品を含めて約40点、5つ

のテーマに分けてご紹介します。楽しく、ユーモラスで不思議な作品をとおして、みなさんを「か・た・ち をめ

ぐる冒険」へと誘います。

東京国立近代美術館　唐澤昌宏工芸課長による作品解説

　1906（明治39）年に𠮷田庄作が興した錦山

窯。初代・二代共に金の扱いに優れ、その時々

に金を使った独自の技法を生み出してきまし

た。三代美統は、「釉裏金彩」の技法で2001（平

成13）年に国の重要無形文化財保持者（人間国

宝）に認定されました。錦山窯の歴史も絡めな

がら、𠮷田美統のこれまでの仕事をふりかえり

ます。

　色・かたちにこだわり制作する若手陶芸

家14人の意欲作をご紹介します。九谷焼

の「今」を伝える作品と錦窯を残す伝統的

町家との競演をお楽しみ下さい。

浅蔵一華、上出惠吾、北村和義、齋藤まゆ、竹内瑠璃、田中陽子、

田村星都、多田幸史、中田博士、中田雅巳、見附正康、南絢子、

宮本雅夫、牟田陽日  （50音順）

第1会場

小松市立本陣記念美術館 

〒923-0903 石川県小松市丸の内公園町19 

☎0761-22-3384

小松市立本陣記念美術館 小松市立博物館 小松市立錦窯展示館

第2会場

小松市立博物館 

〒923-0903 石川県小松市丸の内公園町19 

☎0761-22-0714

第3会場

小松市立錦窯展示館 

〒923-0931 石川県小松市大文字町95-1

☎0761-23-2668  

─錦山窯と𠮷田美統の仕事─

─九谷NOW─

小松市立本陣記念美術館

か･た･ち をめぐる冒険

きらめく色の冒険

若き陶芸家たちの冒険
小松市立錦窯展示館

主催：小松市、東京国立近代美術館／共催：石川県／後援：北國新聞社

小松市立博物館 主催：小松市

川口淳  《Box－Pandora》 1994年
撮影:斎城卓

熊倉順吉  《夏の雲》 1985年
撮影:斎城卓

鈴木治  《鳥》 1980年

《WORK-0602》 2006年

※掲載作品は全て東京国立近代美術館蔵

主催：小松市

出品作家

3館合同ホームページ

KOMATSU CITY MUSEUM  http://www.kcm.gr.jp

■講師／東京国立近代美術館 工芸課長　唐澤 昌宏

■場所／小松市立本陣記念美術館

■要入館料　　■予約不要

■問合せ／小松市立本陣記念美術館  ☎0761-22-3384

■要入館料　　■予約不要　　■問合せ／各館　※時間までに各会場にお集まり下さい。

9/29㊏ 10:45～

10/6㊏・11/4㊐ ①10:00～  ②14:00～ 10/13㊏・11/10㊏ 10:00～ 10/13㊏・11/10㊏ 14:00～

月曜日（月曜日祝日の場合は、翌日火曜日）

午前9時～午後5時（入館は午後4時半まで）

一般500円（本陣記念美術館・博物館・錦窯展示館の3館共通）
※こまつミュージアム・パス利用不可

高校生以下無料／障がい者手帳をお持ちの方と介助者1人まで無料

関連行事

金沢→←福井

小松市役所
末広体育館

小松郵便局

宮本三郎美術館 公会堂

京町北

松任町細工町

上小松

京町

園町

本陣記念
美術館

小松合同庁舎
サイエンスヒルズこまつ

博物館

305

360

こまつ芸術劇場
うらら

錦窯展示館

休館日

開館時間

入館料

第1会場

第2会場

第3会場

絵本館

芦城公園

松雲堂 夢の本棚

図書館
P

PP

P

10/28㊐ 16:00～

■会場／ジャパン九谷のふるさと松雲堂　■入場無料　　■予約不要

■問合せ／小松市立博物館  ☎0761-22-0714

東京国立近代美術館工芸課  花井久穂主任研究員と九谷焼若手作家に

よる工芸トーク

トークセッション

11/7㊌ 9:00～15:00
■定員20名（先着順、10/10より受付開始）

■参加費／ 3,000円（昼食代・絵付け代）

■申込み／小松市立博物館  ☎0761-22-0714

●JR小松駅より徒歩15分
●JR小松駅より寺井方面行きバスに乗車、京町下車。
●JR小松駅より市内循環バスに乗車し、市役所前下車
●小松空港よりJR小松駅行きバスに乗車し、西町下車徒歩5分
●駐車場：乗用車の方は市役所駐車場をご利用ください。

●JR小松駅より徒歩10分

アクセス
（第1.2会場共通）

アクセス

錦山窯と周辺の陶房を散策＆見学、九谷焼の絵付けを体験するバスツアー。

陶房見学と絵付け体験

9/29㊏～11/18㊐ 会期中無休

こまつ茶の湯物語 ～明治150年の美にふれて～

明治期の名品と今スタイルの茶道具を特別公開

芦城公園周辺を散歩しながらミニコンサートのリレーを楽しもう！

■会場／宮本三郎美術館　2階 多目的室

■入館料／一般400円 ※市民茶会（11/3開催）の茶券提示で入館無料

　工芸の冒険展の入館券提示で割引あり

■問合せ／小松市観光文化課  ☎0761-24-8130

10/21㊐ 10:00～16:00

One Day Concert 音さんぽ

11/10㊏ ①13:00～14:00 ②14:00～15:00

伝統工芸制作体験ワークショップ

「九谷焼のお皿に絵を描こう」

■定員／各回15名

■会場／市民ギャラリールフレ（小松市立博物館1F）　

■参加費／ 1,500円（送料別途）

■申込み／石川県文化振興課  ☎076-225-1371

■備考／作品は乾燥させ焼成後発送

JR小松駅

み のり

オープニングトーク

11/11㊐ 14:00～15:00

学芸員が各展覧会のみどころを解説します。ギャラリートーク

スペシャル講演会「素材とかたち」

■いしかわ県民文化の日（石川県民は証明書の提示で入場無料）

■予約不要　　■会場／空とこども絵本館・宮本三郎美術館・博物館

　本陣記念美術館・図書館・絵本館ホール夢の本棚（演奏順ではありません）

■演奏／小松シティ・フィルハーモニック

■問合せ／小松市立博物館  ☎0761-22-0714

𠮷田美統  《釉裏金彩牡丹唐草文壷》
1993年頃  小松市蔵

𠮷田美統  《釉裏金彩芙蓉文鉢》
2001年  小松市立博物館蔵

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業

■会場／市民ギャラリールフレ（小松市立博物館1F）

■定員／ 100名 

■参加費／無料　　■予約不要

■問合せ／石川県文化振興課  ☎076-225-1371

■講師／中島晴美

　（陶芸家・多治見市陶磁器意匠研修所所長）

工芸の冒険 三館同時開催
2018/9.29㊏～11.18㊐明治150年 特別展
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