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10/10（土）
出汁や発酵食を使った
体験ワークショップ

みんなでつくろう！
おいしい和菓子

KOGEI Hands-on

KOGEI Hands-on

職人や作り手の技術や工芸品を、
見て・触れて・体験して、
「工芸のまち・金沢」を再発見しよう!
Discover “Kanazawa, the City of Crafts*” 
by observing and experiencing the skills
and crafts of its artisans.

*Member of the UNESCO Creative Cities Network since 2009
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主　　催：「KOGEIフェスタ!」開催委員会、金沢市・（一社）金沢クラフトビジネス創造機構
共　　催：協同組合加賀染振興協会、金沢九谷振興協同組合、金沢仏壇商工業協同組合、
　　　　　石川県箔商工業協同組合、金沢漆器商工業協同組合、石川県加賀刺繍協同組合、
　　　　　金沢市工芸協会、石川県政記念しいのき迎賓館
特別協力：北國新聞社
後　　援：NHK金沢放送局、（公財）宗桂会、（公財）金沢芸術創造財団、（公大）金沢美術工芸大学

「KOGEIフェスタ!」開催委員会（金沢市クラフト政策推進課内）
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1　TEL:076-220-2192　FAX:076-260-7191

●お問い合わせ

www.kogei-festa.jp

KOGEIフェスタ!の
公式サイトで

最新情報をチェックしよう！

KOGEIフェスタ! 検索
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※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

●同時開催イベント

❹金沢の菓子・料理・バーテンダー名工賞表彰式
日時｜10/11（日） 15：00～15：30　会場｜金沢市役所第二本庁舎１Fエントランスホール

❷みんなでつくろう！おいしい和菓子
日時｜10/10（土）、11（日） 11：00/11：40/13：00/13：40/14：20
会場｜2F ガーデンルーム【料金500円、予約不要（先着順・整理券配布）】

❶出汁や発酵食を使った体験ワークショップ
日時｜10/10（土） 11：00/11：40/13：00/13：40/14：20
会場｜2F イベントホール 【予約不要（先着順・整理券配布）】

日時｜10/10（土）、11（日） 10：00～17：00
会場｜しいのき緑地 石の広場　※なくなり次第、終了　

❸五感にごちそう金沢テイクアウトブース

日時｜10/10（土）～11（日）　会場｜しいのき迎賓館　ほか
y金沢市産業政策課　TEL：076-220-2204　gokan-gochisou-kanazawa.jp

「かなざわ国際交流まつり2020」
日時｜10/10（土）～11（日） 10：00～15：00　会場｜金沢市役所庁舎前広場

y公益財団法人 金沢国際交流財団　TEL：076-233-8000　www.kief.jp

県内の多くの国際交流団体が参加する国際交流イベントです。ダンスや楽器演奏など特設
ステージでの世界のライブパフォーマンス、写真から世界を学べるパネル展、日本文化の体験
コーナーもあり、日本人はもちろん外国人の方にも楽しんで頂けるイベントが盛りだくさん。
各国の民芸品や雑貨、フェアトレード商品、コーヒーやティーを販売するワールドバザールで、
あなただけのお気に入りを探してみて。（※今年は料理を販売するワールドグルメコーナーは
ありません。ただし、ドリンク類は販売します。）

●入場時等に検温を実施し、37.5℃以上の発熱等の症状がある場合は入
場をお断りさせていただきます。

●会場内では必ずマスクを着用し、こまめな消毒や手洗いをお願いします。
●三密（密集、密接、密閉）の環境を作らないように、人との距離を十分に確
保してください。また、会場内の混雑を防止するため、入場制限を行うこと
があります。

●イベントの参加前後には、感染リスクの高い行動を控えてください。
●接触確認アプリ「COCOA」のインストールをお願いします。
●感染状況により、予告なく内容を変更又は中止することがあります。
●その他、感染拡大防止のために主催者が実施する措置や指示に従ってく
ださい。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための各種対策を実施しますので、
来場者の皆様にはご理解とご協力をお願いします。

感染拡大防止対策にご協力ください

手洗いを
お願いします

検温を
お願いします

手指の消毒を
お願いします

マスク着用を
お願いします



街にひろがる工芸の世界。広坂商店街６店舗のウインドウへ作家とギャラリーが
工芸作品を展示。国立工芸館の開館にあわせ金沢の伝統工芸から現代アートとし
ての工芸まで多彩な作家21名による展覧会を開催。

工芸回廊 2020

主催：金沢２１世紀工芸祭実行委員会　金沢市　共催：公益社団法人金沢青年会議所　認定NPO法人趣都金澤
金沢アートスペースリンク　事務局：金沢２１世紀工芸祭実行委員会（株式会社ノエチカ内）石川県金沢市下本多町六
番丁40-1　３階　E-mail:info@21c-kogei.jp

2020年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

工芸回廊 2020 
in 広坂商店街 2020.10/10［土］-11/3［火祝］

店舗 ｜ 今井金箔
作家 ｜ 大塚麻由（ガラス）
ディレクション ｜ cafe ＆ gallery muse

店舗 ｜ 金沢・クラフト広坂
作家  ｜ 柿野 茜（ガラス）、小山敦子（ガラス）、山添 
恵茉（金工）、郭 宜瑄（金工）、五月女晴佳（漆）、
三宅日加里（陶）、平岡純平（陶）、村上有輝（染）
ディレクション ｜ 金沢卯辰山工芸工房

店舗 ｜ 大気堂
作家 ｜ 釣美穂（陶）
ディレクション ｜ ルンパルンパ

店舗 ｜ NOW
作家 ｜ 野口健（漆）
ディレクション ｜ galleria PONTE

店舗 ｜ NOW
作家 ｜ 安井ちさと（陶）
ディレクション ｜ atelier&gallery creava

店舗 ｜ 能作
作家 ｜ 澤山工作所、塩谷公平、田圃佳代子、真釦、
戸出雅彦、吉村安司、白岩玲子、田圃佳代子、
渡部匡人、田聡美、渡辺秀亮、モンデンエミコ
ディレクション ｜  As baku B、金沢21世紀工芸祭 
みらい茶会 オカモチ茶箱

企画展示Gallery

店舗 ｜ 北山堂「三井為吉」展、あおぞら薬局「高木基栄」展（ディレクション十一代大樋長左衛門）、
白井美術、伊藤尚友堂、KAMU、水銀窟

タイアップTie-up

工芸回廊 2020 
in 石川県歴史博物館 2020.10/23［金］-10/25［日］

保木詩衣吏（ガラス）、古田航也（金工）、河野太郎（金工）、今西泰赳（陶）、魚津悠（陶）、中島ゆ
り恵（金工）、森本道恵（加賀ゆびぬき）、酒尾孝基（陶）、吉田純鼓（陶）、山田武志（染）、増井洋
子（陶）、白岩玲子（陶）、太田志保（漆）、長谷川真希（金工）、小早川眞理子（金工）、堀貴春（陶）、
長井未来（金工）、大下百華（漆）、高木基栄（ガラス）、富永真一（ガラス）、中村滋（加賀竿）

会期：2020年10月25日（日）-2021年1月11日（月・祝）
時間：9：30～17：30 （入館は17：00まで）
観覧料：一般500円　大学生300円

東京国立近代美術館工芸館は、通称・国立工芸館として2020年
10月25日、石川県金沢市に移転開館します。移転開館の第一幕
を飾る本展では、「素材・わざ・風土」に着目し、近代日本工芸の
名作約130点を展示します。

富本憲吉《色絵金銀彩
羊歯文八角飾箱》1959年
東京国立近代美術館蔵

©写真：森善之
〒920-0963  石川県金沢市出羽町３-２
TEL.050-5541-8600 （ハローダイヤル）

国立工芸館 石川移転開館記念展Ⅰ
「工の芸術－素材・わざ・風土」

来館日時指定・定員制を導入
しています。詳細は公式WEB
サイトでご確認ください。
ＵＲＬ：www.momat.go.jp/cg

10/25
開館

若い作り手の感性を活かした工芸品がズラリと並び、お気に入りの作家や工芸品に
出会えるチャンスです。そのほかにも、金沢の食文化を味わえるテイクアウトブースや
金沢かがやきブランド認定製品の販売などもあります。
There is a wide array of craft items that reflect the sensibility of young artisans; this is your chance to dis-
cover an artist or a craft that takes your fancy. There are also take-out booths where you can savor 
Kanazawa’s food culture, and Kanazawa Kagayaki Brand products are available for purchase.

自分だけのお気に入りを見つけよう！
Find that special item for yourself!

Exhibitors 出展者 ※出展場所は裏面の「会場マップ」をご覧ください

五感にごちそう金沢 テイクアウトブース

金沢料理職人塾が出店するテイクアウトブース。
会場では、金沢の食文化を手軽に楽しむことができます。
※なくなり次第、終了

季節料理と和み酒 十二の月 / 秋鮭といくらの四季彩弁当

酒楽 司 / 加賀野菜入り天丼

金澤玉寿司 / 柿の葉寿司

旬彩和食 口福 / 能登豚・能登牛串焼き

※内容が変更になる場合があります。

市内の中小企業が独創的なアイデアや優れた技術力を活かして
開発した製品を、金沢市が「金沢かがやきブランド」として認定して
います。会場では、お客様から好評価をいただいている認定製品
の展示及び販売を行います。

金沢かがやきブランド認定製品を展示販売!

キャラバンサライ / 自家焙煎ドリップカフェ金澤珈琲

茶のみ仲間 / 上級袋茶シリーズ

金澤ふ細工 英 / 加賀麩アクセサリー

パティスリー木のひげ / 湯涌街道・KANAZAWA穂ほほ

※10/11（日）のみ※10/10（土）のみ

しいのき緑地

Programプログラム

金沢の工芸を体験してみよう!

Experience craft making for yourself, under the direction of a craft artisan. 
An opportunity not to be missed!

作り手等から直接指導を受けながら、工芸制作を体験できます。
この機会にぜひチャレンジしてみてください。

Experience Kanazawa’s crafts!

事前予約の申込先はこちら
申込方法：下記項目を記入のうえ、メールにて
お申し込みください。
MAIL：kogei-taiken@kcs-inc.jp

〈お問い合わせ〉株式会社 ケィ・シィ・エス
TEL：076-224-4141（平日10:00～18:00）

①体験者氏名、②年齢（学年）、③保護者氏名
及び付添いの有無（小学生以下が体験される
場合）、④電話番号、⑤メールアドレス、⑥希望
体験プログラム、⑦希望日、⑧希望時間

※予約は先着順です。定員に達した場合など
は、ご希望に沿えない場合があります。
※小学生以下の方が体験される場合は、必ず
保護者氏名をご記入ください。また、付添いは
原則１名まででお願いします。
※予約が完了したら、後日メールでお知らせし
ます。

金沢21世紀工芸祭 金沢みらい工芸部連携ワークショップ

しいのき迎賓館

Shiinoki Cultural ComplexKOGEI Hands-on | KOGEI Marche | Shiinoki Greens

❶工房 morinoko
❷ 布花のアトリエ Nana flower
❸ 北嶋手工
❹大西 雄三郎
❺百々猫堂
❻さくらんぼ
❼黒黒
❽こめ工房
❾ Ayako Sagiya glass works
10 WORKSHOP+SOLO

11黒まめ舎
12九谷焼 五彩堂
13相川 志保
14 SOUQ 香田 昌恵
15ガラス工房スタジオ･プラスG
16 Natural lacquer shop 種本
17蒔絵工房 旬粋
18漆器・木工 木下 富雄
19ヒトツマミ
20はやし仏壇店（彫刻部門）

21ぶんか
22拭き漆・讃
23増井 洋子( 鹿猫工房)
24木tch
25アート はんこ
26 YUKAKU　優角
27 Clef de fa( クレ・ド・ファ)
28宮腰 徳二
29創楽庵
30 (有) 金丸染工

31Markey’ s
32 sette
33陶工 真々
34 POISON APPLE
35ぬり千
36保木 硝房
37加賀友禅 桔梗工房
38金沢美大 工芸科
39金沢卯辰山工芸工房
40石川県クラフトデザイン協会

41九谷工房 沙蔵
42 KUTANI ＊en＊
43 Jiu Glass
44 tie tie kanazawa
45工房かたすみ
46 Garage 10yd
47 wonderspace
48ぬしやの要明堂
49金沢水引 VS サポート
50 tocohana  -トコハナ-

事前
予約制

当日空きがあれば
飛び入り参加可能！

加賀友禅K

加賀友禅きもの着装会

10/10（土）
　　 ①10:00~②11:00~③12:00~④13:00~

⑤14:00~
※16:00までに会場へ返却

加賀友禅を着てみませ
んか。手ぶらでＯＫ。着
装後は自由にまちなか
散策をお楽しみくださ
い。

無料

時間

木工O
木の香りを楽しむ　名刺入れ作り

10/11（日）
　　 1,500円　　　　   60分
　　  ①10:00~②11:10~③13:30~④14:40~

 ⑤15:50~

木の部品を組み立て、
やすりで形を整えます。
木の香り豊かな名刺入
れが作れます。

料金 所要時間
時間

陶芸N
KANAZAWAモチーフの器を作ろう

10/11（日）
　　 2,000円　　　　   15分
　　  ①10:00~②10:40~③11:20~④12:00~

 ⑤13:40~⑥14:20~⑦15:00~⑧15:40~
 ⑨16:20~

転写シートから選んだ絵
柄を器の好きなところに
貼って、オリジナルの器
を作ります。後日焼成して
お渡しします。(送料別途)

料金 所要時間
時間

陶芸L
九谷焼きの絵の具で絵付けをしよう

10/10（土）
　　 2,000円　　　　   30~60分
　　  ①10:00~②11:00~③12:00~④14:00~

 ⑤15:00~⑥16:00~

器に九谷の絵の具で自
由に絵を描きます。作家
お手製の小皿をご用意し
ております！後日焼成して
お渡しします。(送料別途)

料金 所要時間
時間

染色M
染め型でポーチor保冷バックを作ろう

10/10（土）
　　ポーチ：1,000円  保冷バック：2,000円　　
　　　　30~60分
　　 ①10:00~②11:10~③13:30~④14:40~

 ⑤15:50~

型染(ステンシル)で絵柄を
染めていきます。ポーチは
マスクも入るサイズ。作家
お手製の型紙が使えます。
※保冷バックは限定10個

時間

料金
所要時間

加賀繡I

加賀繡のストラップを作ろう

10/11（日）
　　 1,600円　　　　   60分
　　①10:00~②11:30~③13:00~④14:30~

絹地に絹糸や金糸で桜
の花びらを刺繡して、マ
カロンストラップに仕立
てます。

料金 所要時間
時間

金沢仏壇J

金沢仏壇を組み立ててみよう

10/10（土）、10/11（日）
　　　　30分程度
　　 ①10:00~②12:00~③14:00~④16:00~
※事前予約不要

軽妙なトークとともに仏
壇を組み立てる参加型
パフォーマンス。仏壇の
全貌が明らかになりま
す。見るだけでもOK！

無料

所要時間
時間

加賀繡H

加賀繡のワンポイント小物を作ろう

10/10（土）
　　 1,500円　　　　   70分
　　 ①10:00~②12:30~③14:00~④15:30~

刺繡のヘアゴム、ミニブ
ロ－チ、マグネットがお
好みで作れます。１０種
類の柄から選び、お好み
の絹糸で刺繡できます。

料金 所要時間
時間

金沢漆器G

金沢蒔絵でお盆を作ろう

10/11（日）
　　 3,300円　　　　   90分
　　 ①10:00~②12:00~③14:00~④15:30~

下絵の描かれた漆の盆
に彩色し、金粉等を蒔く
蒔絵体験です。代用漆を
使用しているのでかぶ
れる心配はありません。

料金 所要時間
時間

加賀友禅F

型友禅染で巾着を作ろう

10/11（日）
　　 1,000円　　　　   20分
　 　 ①10:00~②10:40~③11:20~④12:00~

 ⑤12:40~⑥13:20~⑦14:00~⑧14:40~
 ⑨15:20~⑩16:00~

加賀友禅の職人になった
気分で型友禅の巾着を作
ります。型紙５枚を使い色
を刷り込んだ後、ドライヤ
ーで熱をかけて完成です。

料金 所要時間
時間

金沢仏壇E

金箔のアクセサリーを作ろう

10/10（土）、10/11（日）
　　 1,000円　　　　   30分
　　  ①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

 ⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~
 ⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~
 ⑬16:00~⑭16:30~

金沢仏壇の彫刻の部材
に金箔を押し、ステキな
ブローチのアクセサリ
ーに仕上げます。

料金 所要時間
時間

金沢九谷A

ろくろを回してごはん茶碗作り！！

10/10（土）
　　 1,000円　　　　   20~30分
　　 ①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

 ⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~
⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~

電動ろくろを使って、金
沢九谷の粘土でごはん
茶碗を作ります。後日焼
成してお渡しします。（送
料別途）

料金 所要時間
時間

桐工芸B

桐の人形やコマに絵付けをしよう

10/10（土）
　　 人形：1,000円　コマ：800円
　　　　 20~30分　　　　①10:00~②10:30~
③11 :00~④11 :30~⑤12 :00~⑥12 :30~
⑦13 :00~⑧13 :30~⑨14 :00~⑩14 :30~
⑪15:00~⑫15:30~⑬16:00~⑭16:30~

桐の木で作った人形や
コマにペンで絵付けを
します。人形はストラッ
プにもできます。

料金
所要時間 時間

桐工芸C

桐のミニ額を作ろう

10/10（土）
　　 1,000円　　　　   20~30分
　　  ①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

 ⑤12:00~⑥12:30~⑦13:00~⑧13:30~
 ⑨14:00~⑩14:30~⑪15:00~⑫15:30~
 ⑬16:00~⑭16:30~

桐の木のパーツを組み
合わせて小さな額を作
ります。自分で描いた絵
を飾ることができます。

料金 所要時間
時間

金沢箔D

金箔の小皿を作ろう

10/10（土）、10/11（日）
　　 1,000円　　　　   30分
　　  ①10:00~②10:30~③11:00~④11:30~

 ⑤12:00~⑥12:30~⑦14:00~⑧14:30~
 ⑨15:00~⑩15:30~⑪16:00~⑫16:30~

数多いデザインから好
きな絵柄を選び、金箔を
貼って小皿を作ります。

料金 所要時間
時間

※写真はイメージです


