
石川県立伝統産業工芸館企画展 

平成 30 年度石川県デザインセンター選定商品展 

きもちとかたち 

取材のお願い 

石川県立伝統産業工芸館では、「いしかわの伝統と新しい感性」というコンセプトのもとに集めた商品

展「平成 30 年度石川県デザインセンター選定商品展 きもちとかたち」を開催致します。この企画展は

(公財)石川県デザインセンターが主催する「石川県デザインセンター選定商品事業」で昨年選ばれた商品

をご紹介するものです。 

石川県デザインセンター選定商品事業は、石川のものづくりの伝統を受け継ぐとともに、新しい生活を

提案する優れたデザインの商品を選定・普及することで、新たな販路開拓を行うことを目的としていま

す。この企画展をきっかけに、石川県の地域特性を生かした魅力的な作品を、より多くの方々にご覧いた

だきたいと思います。ぜひ取材して頂けますようお願い致します。 

 

◇タイトル：平成 30 年度石川県デザインセンター選定商品展 きもちとかたち 

◇内容紹介：（公財）石川県デザインセンターが選定した「平成 30 年度石川県デザインセンター選定商

品」の展示・販売（展示は 18 業者、販売は 11 業者） 

◇出 展 者：甲斐晋（木工）、陶工房つばめ 平井悠一（陶芸）、㈱九谷陶泉（九谷焼）、松本石太郎漆工房

松本昌夫（輪島塗）、平岡結納舗 平岡慎子（水引）、㈱三輪 三輪毅（バッグ）、㈱山崎麻織

物工房（能登上布）、中島石材店 中島正士（石工）、㈱池田大佛堂（木工）、㈲シーブレー

ン（腕時計）、加賀木材㈱ 増江世圭（木工）、erika miyake（金工）、㈱山越（紙製品）、 

㈲白鷺木工（山中漆器）、輪島塗ぬり工房 楽 引持力雄（漆芸）、加賀友禅アトリエ桃梨 早

津由美（加賀友禅）、㈲ミランテイジャパン 九谷焼窯元 結（九谷焼）、㈲浅田漆器工芸 浅

田明彦（山中漆器） 

◇関連イベント：－電動ろくろ体験― 電動ろくろで湯のみ、お皿などが作れます。 

日時 9 月 8 日（日）10:00～17:00 （所要時間 15 分） ※12:00～13:00 はお休み 

料金 2000 円～2500 円  講師 陶工房つばめ 平井悠一 

◇会  期：2019 年８月 30 日(金)～10 月 15 日(火)  ※会期中９月 19 日(木)のみ休館 

9:00～17:00（最終日は 15:00 終了） 

◇会  場：石川県立伝統産業工芸館 1F ギャラリー 

◇入  場：無料 

 

〈問い合わせ及び取材申し込み先〉 

石川県立伝統産業工芸館 金沢市兼六町 1-1  ℡076-262-2020 

http://www.ishikawa-densankan.jp    指定管理者 ナカダ・クラフトプロジェクト 

広報担当 E-mail:info@ishikawa-densankan.jp 

令和元年 8 月 28 日 

（ 事 務 担 当 ） 

 伝統産業振興室 石田 

TEL:076-225-1526（内 4465） 

http://www.ishikawa-densankan.jp/
tel:076-225-1526


□企画展「きもちとかたち」フォト 

 輪島塗ぬり工房 楽（輪島塗） 

 

 甲斐 晋（木工） 

 

 平岡結納舗（水引細工） 
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金 火

石川県立伝統産業工芸館

兼六園周辺文化の森



10月１日以降 210円

１階：無料

：有料２階

年末・年始（12/31～1/3）

開館時間  

午前9時～午後5時
（入館は午後4時45分まで）

JR金沢駅より北鉄バス小立野方面行きに乗車
約15分。出羽町で下車。徒歩1分。

JR金沢駅から約15分。

北陸自動車道金沢東または金沢西インターから30分。

駐車場有（無料）

（祝日の木曜日は除く）

9
月

［実演時間］午前10時から午後3時まで
(正午から午後1時までは休憩)

［受付時間］

※5人以上で体験希望の場合は
3日前までに電話予約をお願い
致します。TEL:076-262-2020

※上記の体験はいずれも当館2F
への入館が条件となっております。
入館料は下記をご覧下さい。

❶9:00～11:00 ❷13:30～16:00

［所要時間］

いずれも約20分程度

1階エントランスホール

マークは体験あります。

［実演場所］

※日程は変更となる場合がございます。詳細は石川県立伝統産業工芸館までお問い合わせ下さい。

月

伝 統 工芸士による実 演・体 験の日程
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石川県立伝統産業工芸館 金沢市兼六町 1番 1号（成巽閣隣り）

TARDITIONAL ARTS & CRAFTS OF ISHIKAWA

Flyer design : Noriko Yokoyama    Professional illustrator : Yoko Shibasaki

Tel.076-262-2020  Fax.076-262-8690 

「ねこ好きの皆さん集まれー！」と号令をかけたくなる位、楽しくて

ちょっとクスッと笑えるかわいい「ねこ」たちが集まりました。

We can't help shouting, “Come around all cat lovers!" because in this exhibition 

we showcase a variety of “Lovely Cats" created by local artisans.

「いしかわの伝統と新しい感性」というコンセプトのもとに集め

た商品展「平成30年度石川県デザインセンター選定商品展きもち

とかたち」を開催致します。

この企画展は（公財）石川県デザインセンターが主催する「選

定商品事業」において昨年選ばれた商品をご紹介しています。

We will hold a special exhibition "Shape and Mind, Design Center Ishikawa 

Selection 2018-2019". In this exhibition, we showcase items selected annually by 

Design Center Ishikawa based on the concept "Tradition and New Sensitivity of 

Ishikawa Prefecture".

2019年8月30日（金）～ 10月15日（火）※第3木曜日は休館

9：00～17：00（最終日のみ15時まで）

有料  大人（18才以上260円、65才以上200円※10月１日以降 210円）小人（17才以下100円）

企画展関連イベント！ 当日飛び入り参加大歓迎！ 予約も可（TEL:076-262-2020)

企画展関連イベント！ 当日飛び入り参加大歓迎！ 予約も可（TEL:076-262-2020)

型紙を使って猫ポーチを作ろう

9月1日(日)10:00～、13:00～、15:00～（所要時間１時間）

1,000円

出展者：AOI（陶芸）、北井真衣（九谷焼）、濱田泰史（加賀友禅）、東早苗（九谷焼）、

　　   （有）マルヨネ和陶房（九谷焼）、宮嶋千恵（加賀友禅）、森内瑞恵（加賀友禅）（五十音順）

次 回 企 画 展
10/18（金）～12/9（月）

ChikuChiku展

国際漆展・石川
コレクション作品展

交通案内

休館日

入館料

4月～11月

12月～3月

毎月第3木曜日

毎週木曜日および

 

バ ス

タクシー

車

http://www.ishikawa

-densankan.jp

期 間

日 時

参加費 加賀友禅作家　宮嶋千恵講 師

時 間 2F第4企画室会 場

入館料

2019年8月30日（金）～ 10月15日（火）※第3木曜日は休館

9：00～17：00（ 最終日のみ 15 時まで）

無料

期 間

時 間

１Fギャラリー会 場

入館料

公益財団法人  石川県デザインセンター協 力

体 験

P R O G R AM
常時体験出来ます

（材料費実費 /￥400＋入館料）

（材料費実費 /￥400＋入館料）

水 引 ぽ ち 袋

繭 細 工

（材料費実費 /￥1,000＋入館料）

組子のコースター

（材料費実費 /￥600＋入館料）

カスタネット太鼓の端材
でつくる

ネコの型紙を使って好きな色にポーチを染めます。

陶工房つばめ  電動ろくろ体験

9月8日(日)10:00～17:00（所要時間15分）（うち12:00～13:00はお休み）

2,000円～ 2,500円

日 時

参加費 陶工房つばめ  平井悠一講 師

電動ろくろで湯のみ、お皿などが作れます。白、黒、青、茶の釉薬から好きな色を
指定し焼成後、発送（約１ヶ月後）します。

   HP
サイト

http://www.ishikawa-

densankan.jp/english

   HP
English
サイト

10月１日以降￥500＋入館料

10月１日以降￥500＋入館料

Shape and Mind

Lovely Cats, Autumn Collection

WS
day!

WS
day!
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