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2018.10.19.FRI - 21.SUN 10:00 -17:00
会　　場  福井県鯖江市・越前市・越前町全域
総合案内  うるしの里会館（福井県鯖江市西袋町40-1-2）

NIGHT EVENTあり
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FACTORY AND SHOP TOUR/WORKSHOP/RENEW STORE/LOCAL FOOD

FUKUI  IJU EXPO/MACHI HITO SHIGOTO/CRAFT EVENT...and more

来たれ若 人 、ものづくりのまちへ

http://renew-fukui.com“見て・知って・体験する”   作り手たちとつながる体感型マーケット

注意事項
・工房内では切削機械など、危険な機械や道具がありますので、十分ご注意ください。・酒気を帯びた方は参加できません。・汚れが気にならない服装、動きやすい靴の着用をお願いします。・工房内では担当者の指示に従って
ください。・備品や商品には決して触れないでください。・企業によっては見学、ワークショップの事前申し込みが必要な場合があります。ご注意ください。・各工房にはほとんど駐車場がありますが、満車の場合は指定の駐車場
をご利用ください。・工房によっては見学をお待ちいただく可能性があります。予めご了承ください。・写真撮影は、各出店者の許可を得てから行ってください。・会場内は住宅街でもありますので、騒音などにご注意ください。
・会場内の事故やトラブルなどにつきましては、主催者および各工房では一切の責任を負いかねます。
安全に見学、体験していただくため、上記のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。最新情報は「RENEW2018」オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

主催：RENEW実行委員会　特別協力：鯖江市、越前漆器協同組合、めがねのまち鯖江元気再生協議会、越前ものづくりの里プロジェクト協議会 　協賛：一般社団法人福井県眼鏡協会、福井県和紙工業協同組合、越前打刃物産地協同組合連合会、鯖江商工会議所、越前秋季陶芸祭
実行委員会、福井銀行、福井信用金庫、福邦銀行、JR西日本福井支店、株式会社乾レンズ鯖江支店、株式会社加藤製作所、株式会社キッソオ、株式会社サカエマーク、株式会社漆琳堂、株式会社下村漆器店、株式会社土直漆器、株式会社ボストンクラブ、株式会社ヤマト工芸、
有限会社谷口眼鏡、有限会社山口工芸　協力：福井県、公益財団法人ふくい産業支援センター、越前市、越前町、河和田地区区長会　後援：経済産業省近畿経済産業局、日本商工会議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部
アートディレクション：TSUGI　問い合わせ：i n f o ＠ r e n e w - f u k u i . c o m（RENEW実行委員会）

SPECIAL COOPERATION

COOPERATION

SPONSORSHIP

福井支店

無料シャトルバス時刻表（土日のみ運行）

・乗車賃100円で鯖江市内をぐるっと周れるつつじバスもご利用ください。
・停車駅が無料シャトルバスとは異なります。詳しくはつつじバス路線図をご覧ください。

貸出/返却場所： 総合案内所 うるしの里会館
　　　　　　　  Bエリア案内所 旧和紙組合跡地
　　　　　　　  Gエリア案内所 BOSTON CLUB
料　　　　  金：3時間500円（最終貸出は15:00まで）

・所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、料金をお支
　払いいただきます。
・利用時間内に借りた場所へ返却してください。
・混雑時は利用時間を3時間までとさせていただきます。
・台数には限りがございます。

レンタサイクル

P04
P06
P07

時刻表 路線図

TRAFFIC INFORMATION 交通情報

▲… つつじバス幹線のため運賃100円がかかります。／★… 20日（土）のみ運行／●… 10:10にパピルス館発車後、直通で10:35にJR鯖江駅着
・バス停箇所は各エリアマップをご覧ください。・交通事情により、バスの到着が遅れることがありますので予めご了承ください。
・シャトルバスの運行は、丹南地域周遊・滞在型観光推進事業の支援を受けています。
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❶JR鯖江駅  ⇆  めがねミュージアム・総合案内所  うるしの里会館
JR鯖江駅

鯖江市
相馬タクシー：0778-51-0559

鯖江タクシー：0778-51-2822
相互タクシー ：0778-51-0238

あすかレンタカー：0778-52-1523

越前市
武生タクシー本社営業所：0778-22-0012

武生タクシー今立営業所：0778-42-2020

小松タクシー：0778-22-0585

丸越タクシー：0778-22-0700

ヤマトタクシー：0778-42-0860

トヨタレンタリース福井越前たけふ店：0778-24-1230

ニコニコレンタカー越前武生店：0570-04-2525

ニッポンレンタカー武生駅前営業所：0778-24-9190

タクシー・レンタカー

総合案内所や各工房・ショップの駐車場をご利用ください。なお、駐車でき
る台数に限りがあります。工房間、産地間の移動にはレンタサイクルや、無
料シャトルバスが便利です。

各エリア駐車場のご利用

JR鯖江駅発

QRコードは土曜日の時刻表の表示となります。平日・休日はリンク先より別
表示をお願いいたします。

JR武生駅発

JR北陸本線時刻表

Anyca（エニカ）を利用すれば、レン
タカーではなく個人間で車をシェアす
ることができます。サービスをご利用
になるにはアプリダウンロードと会員
登録が必要となります。

カーシェアリングサービス Anyca

福井県内でAnyca（エニカ）に登録しているシェアカーは
こちらのQRコードよりご覧ください。

敦賀方面（上り）福井方面（下り）敦賀方面（上り）福井方面（下り）

▲鯖江市コミュニティバス つつじバスのご案内

谷口康彦　
有限会社谷口眼鏡 代表取締役社長
RENEW実行委員会 委員長

R E N E Wのはじまりといま
RENEW実行委員長・谷口さんに訊く

RENEWの始まりは、2014年の冬に、僕の住む福井県鯖江市河和田地区で「河
和田とびら」というチームを結成したことがきっかけなんです。河和田の発展を支
えてきた経営者と未来を担う若手ら10人が集まりました。この地域の目指す未
来を真剣に話し合って掲げたビジョンは「ものづくりのまちとして技術の継承と革
新を続ける日本一の河和田の創造」。あるべき姿や未来を考えるときって、課題
の改善ばかりに目が行きがちだけど、自分たちの魅力をしっかり見つめることを大
事にしました。漆器や眼鏡の工房が集積していることは、滅多にないこの地域
ならではの強み。その魅力を活かすために、ものづくりの背景を見てもらう工房

開放型のイベントを開催しようって決まったんです。約4年前、2015年の3月だっ
たかな。そこからみんな、がむしゃらに夢中になって取り組んで、なんとか1回目が
開催できたんです。そのとき、明らかに職人の心境の変化を感じて、「RENEWを
やってよかった。これは続けなきゃ。RENEWが普段の仕事に誇りを持つきっか
けになるんだ。」って思いました。4年が経った今もやっぱり、ものづくりで自分た
ちのまちを元気にしたいっていう気持ちは変わりません。今年は、より広域になっ
て7産地のものづくりの背景や職人の生き様を見ることができます。ものづくりに
親しみをもち、この土地ならではの魅力を感じてもらえれば幸いです。
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ABOUT RENEW MAP・SCHEDULE
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全国屈指のものづくり集積地
鯖江市・越前市・越前町がある丹南エリアは、越前漆器・越前和紙・越前打刃物・越前箪笥・越前焼といった伝統的工芸品や、眼鏡・繊維といった地場産業が半径10km圏内にギュッと集積しています。
技術を継承しながら、時代に合わせたものづくりを続けています。

鯖江市河和田地区は、業務用
漆器の国内製造シェア約8割を
誇る越前漆器の産地です。漆器
の様々な可能性を探り、オリジナ
ルブランドを生み出しています。

漆器

MAP A ▶ P.04

越前打刃物の伝統は700年にわ
たり守られ、日本古来の鍛造技術
や手仕上げにより生み出されます。
切れ味や丈夫さ、美しさは国内外
から高く評価されています。

打刃物

MAP C ▶ P.07

奈良時代にはすでに全国有数の
絹織物産地だった福井県。現在
でも合成繊維は国内最大級の生
産量を誇り、技術開発の面でも
業界を常にリードし続けています。

繊維

MAP E ▶ P.07

眼鏡
鯖江市には眼鏡産業が集積し、
眼鏡フレームの国内製造シェア
90%以上を誇ります。世界で初
めてチタンフレームの開発に成功
し、確かな技術を継承しています。

MAP G ▶ P.07MAP B ▶ P.06

1500年の歴史を誇る、国内有
数の和紙の産地、越前市今立
地区。日本唯一の紙祖神を祀る
「岡太神社・大瀧神社」の複雑
な建築様式は必見です。

和紙

MAP D ▶ P.07

越前箪笥は江戸時代後期から、
「指物師」により製作されるように
なりました。越前市には、「タンス
町通り」が今なお存在し、歴史と
伝統技術が受け継がれています。

箪笥

TIME SCHEDULE

※各出店者により営業時間は異なります。詳しくはWEBでご確認ください。

 “見て・知って・体験する”作り手たちとつながる体感型マーケット
「RENEW（リニュー）」は、持続可能な産地づくりを目指して2015 年に福井県鯖江市河和田地区でスタートした産

業観光イベントです。会期中は普段出入りできないものづくり工房の見学を通じて、作り手の想いや背景を知り、

体験しながら商品の購入を楽しむことができます。コンセプトは「来たれ若人、ものづくりのまちへ」。最近では担い手

として移り住む若者が増えてきていることから、RENEWでは「福井移住EXPO」など、産地の未来を醸成する様々

なイベントも同時に開催し、地域内外に気づきの輪を広げています。

4回目の開催となる「RENEW 2018」は、開催エリアが大きく広がり、鯖江市・越前市・越前町が舞台となります。

参加業種も増え、漆器・和紙・打刃物・箪笥・眼鏡・焼物・繊維の7産地から110社の工房・企業・飲食店

が参加します。また、今年は特別企画として「まち/ひと/しごと Localism Expo Fukui」を開催。全国のローカル経

済圏で行われている社会的意義の高い21の活動を紹介するショップ型の博覧会を開きます。展示・販売・トークイ

ベント・ワークショップを通して、地域の熱量を上げるきっかけを作ります。

MAP F ▶ P.09

焼物
日本六古窯のひとつであり、その
歴史は約850年前の平安末期に
遡ります。粘り気と鉄分を含んだ
越前町の陶土で作られる、温か
みのある土味が最大の魅力です。
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ALL AREA MAP
［全体エリアマップ］
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まち/ひと/しごと Localism Expo Fukui

RENEW STORE
福井移住EXPO
フード横丁
河和田漆器巡りツアー
池田町の木材を使ったスプーンづくり
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全て車での所要時間となります
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MAP D1 ▶ P.07
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結の祭2018
in タケフ蔵の辻 ▶ P.9

2018刃物の里大感謝祭
TATARAに来たら？

▶ P.09
▶ P.09

越前秋季陶芸祭 ▶ P.09

駅前案内所 久保田酒店
駅前酒場カモシバ ▶ P.09

▶ P.09
▶ P.09

鯖
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約20分

18日  THU 19日  FRI 20日  SAT 21日  SUN
各エリアイベント

RENEW

越前秋季陶芸祭 POTTERY FESTA

RENEW STORE

フード横丁

デザインオープンセミナー「アイデアから発信へのプロセス」

MONOCAN 伝統工芸×ハロウィン

デザイン展「トラフ展」

結の祭2018 in タケフの蔵の辻

2018 刃物の里大感謝祭

池田町の木材を使ったスプーン作り

駅前酒場カモシバ

TATARAに来たら？

Washiらの宴

社会課題とデザイン

展示・販売

Tokyoslow -谷中のゆるやかな連帯 -

わざわざの働きかた

コミュニティデザインと地域

プログラミング＆ロボット制御

浮き星ミックスワークショップ

おおさか河内材 うづくりスタンプ

ブルーシートでコサージュ作り

先輩移住者トークセッション

新たな経済圏をつくる地域文化商社

地域とデザイン -地域資源の魅せ方・伝え方 -

女性クリエイタートークin鯖江

そろばんビレッジ

河和田漆器巡りツアー

地域とイノベーション

『生きるように働く』出版記念トークイベント

RENEW×tsumugu「工芸のまちを紡ぐ音楽」
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TSUGI
錦古里漆器店

漆器のだるま屋

PARK

器と手作りの味
たんぽぽ

福音堂

ファミリー
マート

福井信用金庫

福井銀行

11

q

tsrかわだ尾花屋まちライブラリー 
Warashi Café
・福井移住EXPO（20日）

漆里庵

漆琳堂

ろくろ舎

漆器久太郎下村漆器店
09

10

Gaia Kitcheni

食楽酒遊忍忍j

mingei+○m

・まち /ひと /しごと
　Localism Expo Fukui（18日-21日）

・福井移住 EXPO（20日・21日）
・RENEW STORE（19日-21日）

b 山うに屋 ほやっ停
c  くめちゃん
d PATISSERIE NUAGE
e AmigoTacos
f    大吉餅
gミート＆デリカささき（20日）
h九頭竜ワゴン（黒龍酒造）

総合案内所  うるしの里会館

河和田デジタル工房

椀椀a

フード横丁  20日・21日のみ

土直漆器

谷口眼鏡

cくめちゃん
（実店舗は通常営業）

河和田小学校
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 赤坂

21

越前塗の
漆遊館

EYE-WEAR PRODUCTION AREA
［眼鏡エリア］

ECHIZEN LACQUERWARE
［越前漆器エリア］

工房見学 ワークショップ販売 フードCONTENTS

バス停 採用 無料駐車場MAP

MAP&CONTENTS ICON

うるしの里会館内には、RENEW期間限定の
特設お土産ショップが登場！RENEW参加企
業のプロダクトを中心に、バリエーション豊富
な商品が集まります。工房見学の行き帰りに、
気になっている商品をまとめて見比べてみては
いかがでしょうか。

漆琳堂/五十嵐製紙/乾レンズ/長田製紙所/KISSO/小大黒屋商店/漆器久太郎/漆器のだるま屋/清水紙
工/信洋舎製紙所/鈴木彫刻所/滝製紙所/谷口眼鏡/TSUGI/PLUSJACK/ぽんた工房/松田蒔絵/MAMI 

CAFÉ たちばな屋/やなせ和紙/山田英夫商店/山次製紙所

出店企業全21社

越前漆器に必要な「漆」
は、漆の木からとれる樹
液。漆を集めるため、当

時は全国を行商する「漆掻き職人」
が活躍しました。彼らは漆を集めると
ともに、「産地の営業マン」として越
前漆器や越前打刃物を売り歩いて
は、注文を持ち帰ったといいます。

時

時

3Dプリンター、3D切削加工機など、3D造
形技術を利用した商品試作や製造、活用方
法の相談、出張教室などを行っています。伝
統工芸に最新技術を組み合わせ、かつて無
い商品開発や生産能力の向上を目指します。

0778-43-5979・鯖江市西袋町40-1-2うるしの里会館1階
時 10:00-17:00 休なし

河和田デジタル工房 19日-21日

A01

鯖江の地場産業、漆器 ・眼鏡の素材、技
術を使ったものづくり会社です。日常生活を
より心地よくするアイテムの企画、製造を行っ
ています。眼鏡の素材を使いバングルタイプ
にした腕時計を多数取り揃えています。

0778-65-0624・鯖江市西袋町30-4
時 10:00-17:00 休なし

サンユー

A02

19日-21日

1793年（寛政5年）に創業し、漆塗りを代々
継承しています。お椀を得意とし、「aisomo 
cosomo」や「お椀やうちだ」の自社ブランドを
立ち上げ、2016年には「漆琳堂直営店」を
オープンしました。

0778-65-0630・鯖江市西袋町701
時 10:00-17:00 休なし

漆琳堂 19日-21日

A03

Hacoaは2001年に誕生した木製デザイン雑
貨ブランドです。越前漆器の木地作りで培っ
てきた技術力と伝統をベースに、領域にとら
われないものづくりを、デザインから製作まで
一貫して行っています。

0778-65-3303・鯖江市西袋町503
時 10:00-18:00 休なし

Hacoa 19日-21日

A04

伝統的な丸物木地師としての技術を継承しな
がら、「価値の再定義」をコンセプトに、プロ
ダクトを製作しています。また、独自の視点か
ら様々な企業やメーカーとの商品開発やプロ
デュースを手掛けています。

0778-42-6523・鯖江市西袋町512
時 10:00-17:00 休なし

ろくろ舎 19日-21日

A06

PARKは、漆器や木工、眼鏡の職人に魅了
された移住者と帰住者達で作った団体が運
営しています。ものづくりで繋がる共創のプ
ラットフォームとして、ファクトリー、オフィス、
ルーム、カフェを作りました。

0778-42-5958・鯖江市河和田町19-1-7
時 11:00-18:00 休なし

PARK

At

19日-21日

だるま屋百貨店が開業した頃より近年まで、
当産地で製造された様々な漆器製品を納めて
まいりました。塗の艶やかさ、優しさ、美しさ、
日々の暮らしに程よい心地よさをお届けできる
よう心掛けています。

0778-65-0068・鯖江市片山町7-8-1
時 10:00-17:00 休なし

漆器のだるま屋

A11

19日-21日

鯖江市に移り住んだ若手によるデザイン事務
所。「創造的な産地をつくる」をビジョンに掲
げ、産地特化型のデザイン事務所として、グ
ラフィックデザインを中心に、商品開発、販
路開拓までを一貫して行っています。

0778-65-0048・鯖江市河和田町19-8
時 10:00-17:00 休なし

TSUGI 19日-21日

A12

会社創業以来90年間外食産業の業務用漆
器を中心に製造販売を行っています。業務
用であるからには、厳しい使用に耐えられる
商品を作ってまいりました。今回、工房見学
ではその技術を見学することができます。

0778-65-2233・鯖江市河和田町19-8
要WEB確認 休なし

錦古里漆器店

A13

19日-21日

19日・20日のみ

漆額を製造販売する専門店です。縁起物・
験担ぎの絵柄が多く作られましたが、「この絵
柄を作って欲しい」という声にも出来る限りお
応えしています。河和田の日展作家や伝統
工芸士が描く優美の世界をご覧ください。

0778-65-0655・鯖江市片山町13-19
時要WEB確認 休なし

がくやさん

A14

19日-21日

歴史と伝統を誇る越前漆器の産地にて職人
衆の卓越した技術を活かし、木製品を中心と
した商品の企画、製造、卸を行っています。
家庭用の日常食器及び贈答品、また業務用
の食器など幅広く手掛けています。

0778-65-1525・鯖江市莇生田町16-19
時 10:00-17:00 休 12:00-13:00

越前漆器（KORINDO）

A15

19日-21日

素地作り以外の全工程を、各専門の職人が
細かい意思疎通を図りながら作業を進めてい
ます。ベテランの伝統技術と若手の発想をう
まく融合し、現代のニーズに応えたものづくり
を実践。幅広い世代に親しまれています。

0778-65-0509・鯖江市西袋町214
10:00-17:00 休 12:00-13:00

土直漆器

A05

19日-21日

創業百十余年の歴史のなかで伝統の技法を
受け継ぎながら新しい技法を取り入れ、新素
材・新商品の開発に努めてきました。第3回
ものづくり日本大賞伝統技術応用部門優秀
賞を受賞し、さらなる飛躍を目指しています。

0778-65-0024・鯖江市片山町8-7
時 8:00-18:00 休なし

下村漆器店

A10

19日・20日のみ

創業大正12年、初代久太郎から受け継ぐ越
前漆器の老舗。漆塗りの椀に可愛いマスコッ
トが描かれた子供椀、アールデコの紋様を取
り入れたヨーロピアンテイストのお重など、わ
くわくする商品を取り揃えています。

0778-65-0071・鯖江市西袋町67-13-3
時 10:00-17:00 休 12:00-13:00

漆器久太郎

A09

19日-21日

少人数で製造している眼鏡枠メーカー。コン
ビ枠を主に色々な種類の眼鏡枠を製造してい
ます。手作業のやすりがけや磨きから、新し
い技術まで。どうやってデザイナーの意向に
合う眼鏡を作るかが、社長の心意気です。

0778-65-0196・鯖江市寺中町29-7
時 10:00-17:00 休 12:00-13:00

ハヤカワメガネ

A08

20日・21日のみ

1957年創業の眼鏡枠製造工場。昨年、新
たに「よりそう、めがね」のメッセージを掲げまし
た。いちばん大切にしてきたこと、次の60年も
大切にしていくこと。すべての事柄で「よりそう」
ことを大切にしていきます。

0778-65-0811・鯖江市西袋町228
時 10:00-17:00 休 12:00-13:00

谷口眼鏡

A07

19日-21日

1500年の歴史をもつ越前漆器の産地で木
地作りを行う会社です。木地の裁断から組立
～塗装まですべての工程を自社で丁寧に行っ
ている職人の技術と誇りが詰まったブランド、
それがyamatojapanです。

ヤマト工芸

A16

19日・20日のみ

時 10:00-16:00 休 11:00-13:00/14:00-15:00
0778-65-1158・鯖江市莇生田町19-40

漆器作家の小橋氏が原木から成形、仕上げ
の塗りまで一貫して手掛ける工房。分業制の
河和田では珍しい取り組みで、遠方から見学
に来る人も。オリジナル製品も手掛け、工房
では作業の見学や展示品の購入ができます。

0778-65-0415・鯖江市河和田町8-2
時 10:00-17:00 休なし

木と塗りの工房こばし

A17

19日-21日

越前漆器の里で、親子3代で蒔絵に取り組ん
できた工房です。伝統工芸士の2代目眞扶は
黄綬褒章を受章し、大きな貢献を果たしました。
3代目祥幹は東京で蒔絵教室を開講し、越前
漆器を楽しめる空間が生まれました。

0778-65-0760・鯖江市河和田町12-17
時 10:00-17:00 休なし

松田蒔絵

A18

19日-21日

関西圏で学ぶ大学生が河和田を訪れ、夏休
みの約40日間を使って共同生活をします。地
域住民との対話や共同作業を通して、自分
たちが学ぶ美術やデザインと結び付け、課題
解決の糸口を探っていくプロジェクトです。

080-5343-0409・鯖江市河和田町15-12-1
時 10:00-17:00 休なし

河和田アートキャンプ

A19

20日・21日のみ

1701年創業の関坂漆器が運営するセレクト
ショップ。福井県産の商品をはじめ、国内外
の日用品、デザインプロダクト、洋服、音楽
CDを扱います。RENEW期間中は特別メ
ニューでのカフェ営業をします。

0778-43-0009・越前市赤坂町3-22-1
時 10:00-18:00 休なし

ataW

A20

19日-21日

河和田で採れた地野菜を使った料理をいただ
ける食堂です。なんとすべての食事が河和田
の漆器で提供されます！おいしい料理が、一
段とおいしく感じます。土日はおかずバイキン
グもあり、満足できること間違いなしです。

0778-65-3456・鯖江市西袋町40-1-2 うるしの里会館内
時 10:00-16:00 休なし

椀椀

Aa

19日-21日

自ら自然栽培で育てる地の食材を用いて、愛
情を込め丁寧に作る料理や飲み物、旅して
直伝された食材から作るスイーツが大人気！ご
縁ある出店などもしながら、定期的に開催し
ている薬膳スパイス料理教室は好評です。

090-2031-6955・鯖江市上河内町44-1-1
時 10:00-17:00 休なし

Gaia Kitchen

Ai

20日・21日のみ

ホルモンを看板メニューに掲げる「忍忍」。オ
ススメは塩ダレか味噌ダレでいただくタケノコ
です。若旦那の作るカクテルと一緒に召し上
がってみてください。RENEW期間中は漆琳
堂前にてカレーをご提供します。

0778-65-2299・鯖江市河和田町11-17-2
時 10:00-17:00 休なし

食楽酒遊  忍忍

Aj

20日・21日のみ

2016年、舞鶴にUターンし家業の漁業と農
業を始めました。都会の暮らしから多く学び、
その上で生活の中の大事な要素にあえて手
間をかけていく。田舎でそんな暮らしをしなが
ら色々発見をしていきたいと思います。

京都府舞鶴市佐波賀408
時 10:00-18:00 休なし

岡山八朗兵衛商店

Ak

19日-21日

山うになど鯖江の食材を使って鯖江をPRする
ために移動販売を始めました。普段は鯖江市
文化の館に併設の「こっしぇるん。かふぇ」を
運営。「日替わりランチ」800円が人気で、
採れたて野菜の販売をする時期も。

090-8264-4719・鯖江市水落町2-25-28
時 10:00-18:00 休なし

こっしぇるん。かー

Al

19日-21日

伝統産業や工芸を次世代に伝えるため、民
藝の考え方を使ってワークショップなどを開催
しています。今回はろくろ舎のお椀を使って味
噌汁とおにぎりの販売を行います。工房で作
られたお椀を使ってみませんか？

11:00-売切次第終了 休なし

mingei+○

Am

20日・21日のみ

時

ラポーゼかわだは、温泉や食はもちろん、家
族で楽しめる体験など心から休まる時間をご
提供する温泉宿です。温泉は、長寿の湯（芒
硝泉）と、美人の湯（重曹泉）の2種類の泉
質が含まれる全国的にも珍しい温泉です。

0778-65-0012・鯖江市上河内町19-37-2
時 10:00-23:00 休なし

ラポーゼかわだ

An

19日-21日

椀de縁グループの民泊施設で、築40年の
民家です。風呂・シャワー・トイレ（汲み取り式）
完備。農家民宿「椀de縁」と同じ体験がで
きます。月1回、森の中でのヨガを開催して
います。

0778-65-2844・鯖江市河和田町13-20
時要WEB確認 休なし

体験型ゲストハウス マリンバ

Av

19日-21日

「椀de縁」は、河和田の伝統産業である漆
器の「お椀」を通して人と人との「縁」を結び
つけるという思いを込めた名前です。「おもて
なしをしないおもてなし」という考えのもと、自
分の家のようにくつろいでいただけます。

090-1396-3714・鯖江市河和田町14-25-1
時要WEB確認 休なし

農家民宿  椀 de縁

Aw

19日-21日

ほたるの里は、ラポーゼかわだ内にあるレスト
ラン。季節に合わせて旬の食材を地元のおじ
いちゃん、おばあちゃんたちから仕入れていま
す。河和田の食材を取り入れた、自然のめぐ
み豊かな料理をぜひ楽しんでください。

0778-65-0012・鯖江市上河内町19-37-2
時要WEB確認 休なし

ほたるの里

Ao

19日-21日

2015年より、私設図書館「かわだ尾花屋ま
ちライブラリー」を開設。音楽イベントやパー
ティーなどのイベント会場として使われていま
す。普段は、Caféコーナーを営業しています。

0778-65-0059・鯖江市河和田町19-1-9
時 11:00-22:00 休なし

かわだ尾花屋まちライブラリー
Warashi Café

Ar

19日-21日

地元で営業90年。おすすめの赤飯・大福や、
おわん・めがね・山うにもなかと、まんじゅう
の殿上乃華などを取り揃えています。皆様に
喜んでいただいている和菓子店です。おみや
げにぜひお立ち寄りください。

0778-65-0158・鯖江市河和田町19-1-9
時 8:00-19:00 休なし

福音堂

As

19日-21日

持ち込み自由のレンタルスペースです。ご自
由におくつろぎください。ワンちゃんとウサギさ
んがいます。20日は、畑で焚き火カフェを開
きます（雨天中止）。薪割りや、あれば野菜
収穫可能です。

0778-65-2844・鯖江市河和田町24-13
時要WEB確認 休なし

セルフカフェ こま膳

Au

19日-21日

ざくろの宿は、自然農法・自然栽培、環境
に優しい農業が体験できる宿。非日常の中か
ら忘れていた何かを考えるきっかけになれば幸
いです。農家民宿ならではの、河和田の「田
舎暮らし」を楽しんでみては。

090-6786-3988・鯖江市上河内町25-3
時要WEB確認 休なし

ざくろの宿

Ap

19日-21日

地元住民に愛される人気の食堂。体にいい
ものをと考案した薬膳カレーは、河和田産の
紫雲米でいただきます。漢方として使われる
たんぽぽの根を焙煎した、たんぽぽコーヒー
はすっきりとした飲み口で、食後におすすめ。

0778-65-3777・鯖江市西袋町39-1-1
時 10:30-22:00 休なし

器と手作りの味 たんぽぽ

Aq

19日-21日

吉田屋漆器が手掛ける越前漆器は、丈夫な
下地塗を重ねた漆の光沢と優美な趣にも定
評があります。洗練されたモダンなデザインも、
和洋中問わずコーディネートしていただけるた
め、沢山の人から愛されています。

0778-51-8080・鯖江市中野町19-24-1
時 10:00-18:00 休なし

吉田屋漆器

A23

19日・20日のみ

漆遊館は、越前塗メーカー直営のショップで
す。越前漆器のお買い物、蒔絵WS、ロク
ロ挽き職人の工房見学が楽しめます。常時
2000点以上の商品を展示、販売しており、
市価の2~5割引でお買い物できます。

0778-52-3400・鯖江市中野町256-1
9:00-17:30 休なし

越前塗の漆遊館

A22

19日-21日

時

「自分のところでしかつくれないもの」を念頭に
おき開発を中心としたものづくりをしています。
1988年からは「Lifestyle Factory」を掲げ、
豊かな暮らしを感じられる提案までを目指して
います。

0778-43-1221・越前市赤坂町33-8-1
時 10:00-15:00 休 12:00-13:00

マルイチセーリング 19日・20日のみ

A21

河和田の伝統の薬味、山うにを発信するた
め、美味しく味わっていただくため鯖江駅前
にて「ちょい呑み屋 ほやっ停」を営んでいます。
また、様々な食材との加工品も製造し、多く
の方にお届けできるよう努めています。

0778-42-7942・鯖江市尾花町60-35-5
時 10:00-17:00 休なし

山うに屋  ほやっ停

Ab

20日・21日のみ

フード
横丁

焼き鳥は本格炭火焼で、地元の人々に愛さ
れています。年中無休の店舗はお座敷を備
え、団体でも利用可能です。店内のあたた
かな雰囲気で食べる焼肉に、思わず笑顔に
なります。

0778-65-1129・鯖江市北中町733-2
時 10:00-17:00 休なし

くめちゃん

Ac

20日・21日のみ

フード
横丁

ケーキ屋を17年営んできたNUAGE。自由に
楽しいものづくりを目指そうと移動式パティス
リーをスタートし5年目に入ります。どこにもな
い商品作りをコンセプトに掲げるNUAGEの
逸品をぜひお召し上がりください。

0776-81-8484・坂井市三国町三国東7-1-26
時 10:00-17:00 休なし

PATISSERIE NUAGE

Ad

20日・21日のみ

フード
横丁

本場のシェフが作るメキシコ料理店です。地
産地消の材料で作るフードは辛くなく、お子
様でも安心してお召し上がりいただけます。
辛党の方にはハバネロソースがおすすめです。
県内の各種イベントに出店しています。

0778-21-1523・越前市府中2-2-19
時 10:00-17:00 休なし

Amigo Tacos

Ae

20日・21日のみ

フード
横丁

大吉餅は、福井市中心部、旧北国街道沿
いの地で、江戸の時代から商いを続けていま
す。黒蜜＆きな粉仕立ての福井名物「あべか
わ餅」や、手剥き栗の自然な甘みが美味しい
「栗もち」を用意してお待ちしています。

0776-22-3221・福井市松本2-2-2
時 10:00-17:00 休なし

大吉餅

Af

20日・21日のみ

フード
横丁

当店は、昭和23年創業のお肉屋さんで、か
たい信用×柔らかいお肉がモットーです。他
には、お惣菜やお弁当も販売しています。最
近では、福井のB級グルメとして、自家製ソー
スがかかったサバエドッグも人気です。

0778-52-4129・鯖江市本町3-1-5
時 10:00-17:00 休なし

ミート＆デリカささき

Ag

20日のみ

フード
横丁

黒龍酒造（永平寺町松岡）の日本酒「九頭
龍」のブランドコンセプトカーです。ホットやコー
ルド、ジンジャー割りでこだわりの「九頭龍」を
ご提供いたします。酒粕のアイスやラズベリー
風味のあまざけもおすすめ。

0776-61-6110・吉田郡永平寺町松岡春日1-38
時 10:00-17:00 休なし

九頭龍ワゴン（黒龍酒造）

Ah

20日・21日のみ

フード
横丁
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1886年創業の大きな工場で和紙の名刺やハ
ガキを製造しています。近年ではインクジェット
の印刷に適したフォト和紙、1枚漉きの名刺
にキラを施したキラ刷り名刺を開発。活版印
刷機も去年購入し現在稼働中です。

0778-42-0021・越前市定友町2-13
時要WEB確認 休要WEB確認

信洋舎製紙所

B24

19日-21日

自家焙煎珈琲専門店です。珈琲のロマンを
求めるたちばな屋。温かく包み込むような味
わいで、おのずと笑顔になる珈琲を目指し、
一つ一つ丁寧に焙煎しています。期間中は
手網焙煎体験をしていただけます。

0778-23-9660・越前市稲寄町7-22-1
時 10:00-16:00 休なし

MAMI CAFÉ たちばな屋

Ey

20日・21日のみ

江戸時代の紙漉き家屋を移築復元した「卯
立の工芸館」では、伝統工芸士が昔ながら
の道具を使って和紙を漉く様子などを見学で
きる、全国でも唯一の場所となっています。
本格的な紙漉き体験もしていただけます。

0778-43-7800・越前市新在家町9-21-2
時 9:30-17:00（入館料有）休なし

卯立の工芸館

B26

19日-21日

山喜製紙所では、創業140年にわたって手
漉き和紙にこだわり、木版画用紙や装飾性
の高いラベル紙などを製作しています。昔か
ら変わらぬ手漉きの技を守り継ぎ、塵ひとつ
ない清冽な和紙の美しさをご提供しています。

0778-43-0526・越前市大滝町31-20
時 9:00-16:00 休 11:30-13:30

山喜製紙所

B39

19日・20日のみ

和紙加工を専門とするメーカー。数千ｍもの
和紙に連続でシワを付けていく手揉み加工は
国内でも唯一の技術です。様々な加工技術
を取り入れた和紙製品を提案するブランド
「KAKOU」を展開しています。

0778-42-0461・越前市新在家町11-11-1
時 9:00-16:00 休 12:00-13:00

清水紙工

B28

20日・21日のみ

創業70年の縫製工場。ミッションは縫製で
世の中をオシャレにすること。足袋作りから始
まり、様々な衣類の製造に発展。現在は有
名コレクションブランドや国内アパレル企業の
カジュアルウェアを製造しています。
時
0778-23-1211・越前市堀川町4-36

10:00-16:00 休 11:00-13:00/14:00-15:00

モンスター 19日・20日のみ

D45

襖、大紙、壁紙や和紙雑貨の製造を行って
います。約18畳分の越前大鵬紙を漉きギネ
スに登録されたり、建築家ガウディ、漫画家
井上雄彦による特別展の大型和紙を手漉き
したり、多方面で和紙の魅力を伝えています。

0778-43-0033・越前市岩本町37
時 10:00-17:00 休なし

上山製紙所 19日-21日

B30

越前和紙の大紙を製造しています。各種襖
紙の他、全国唯一の襖判檀紙、色物から手
漉きの技を活かした模様紙、美術小間紙を
製紙しています。伝統技術に新たな感性を加
え、暮らしの中の和紙作りを心掛けています。

0778-43-0332・越前市大滝町27-30
時要WEB確認 休要WEB確認

滝製紙所

B35

19日-21日

越前和紙の手漉き美術小間紙の製作所です。
創業時は奉書など無地物を製造していました
が、今では多様な柄模様が特徴的な和紙を
漉き、特殊模様紙や連続紙など、クライアン
トからの様々なオーダーに応えています。

0778-42-0553・越前市大滝町29-5
時 8:00-16:00 休なし

山次製紙所

B38

19日-21日

襖紙や壁紙などの内装材をはじめ、書道・
絵画用紙、印刷用紙、ラッピング用紙など、
様々な越前和紙の卸販売をしています。越前
和紙の産地問屋として、豊富な経験と知識
でお客様に合った和紙をご提案いたします。
時
0778-43-0308・越前市定友町23-7-1

10:00-17:00 休 12:00-13:00

山岸和紙店

B40

19日-21日

杉原半四郎がこの地に和紙屋を構えたのが、
明治4年。大正、昭和の時代を経て平成
30年に「和紙屋」としての新たな扉を開きまし
た。手作り和紙の企画、製造、販売、用途
開発が私たちの仕事です。

0778-42-0032・越前市不老町17-2
時要WEB確認 休なし

杉原商店

B32

19日-21日

瀧株式会社は、機械漉き、スクリーン印刷を
メインに、手漉き、箔押し、貼り合わせ等、色々
な和紙の製造加工の作業が同じ場所で行わ
れている日本でも珍しい工場です。福井ふる
さと企業に認定されています。

0778-43-0824・越前市岩本町2-26
時 10:00-17:00 休 11:30-13:00/14:30-15:00

瀧株式会社

B29

19日・20日のみ

700年の伝統を持つ越前打刃物の産地で、
問屋をしています。切れ味と使い心地にこだ
わった「風味絶佳ECHIZEN」という自社ブラ
ンドも展開。研ぎ直しなどの包丁のメンテナン
スにも力を入れています。

0778-22-5359・越前市千福町28
時 10:00-18:00 休なし

山田英夫商店

C42

19日-21日

越前打刃物の伝統の技術を用いた打刃物
メーカー。カトラリーやステーショナリーなどの
新分野にも挑戦し、刃物の可能性を拡げま
す。越前に誇れるものづくりを継承しながら信
頼と実績のブランドを目指しています。

0778-23-3552・越前市池ノ上町49-1-5
時要WEB確認 要WEB確認休

龍泉刃物

C43

19日-21日

建設機械設計の経験を活かした、シンプル
で丈夫な使いやすい家具を製作しています。
お客様との対話から潜在的な要求を拾い出
し、家具を提案。箪笥のキャリーバッグはメディ
アに取り上げられ話題となっています。

0778-43-5375・越前市大虫町6-2
時 10:00-17:00 休なし

ファニチャーホリック

E47

19日-21日

あそこに行けば面白い何か、新しい何か、ユ
ニークな何かが見つかる。「世界にひとつ」が
見つかるアクセサリーブランド「KISSO」。色
鮮やかでわくわくするアクセサリーを展開して
います。

0778-54-0355・鯖江市丸山町4-305-2
時 9:00-17:30 休なし

KISSO

G52

19日-21日

バッグの企画・製造・加工・販売を行って
います。今後は、日本生産品、小ロットでのオー
ダーメイド品対応など、付加価値の高いサー
ビスを拡充していきます。「MOGANA」サイト
で、新しい試みにもチャレンジ中です！

0778-42-5008・鯖江市吉谷町16-52-1
時 10:00-17:00 休なし

エーリンクサービス 20日・21日のみ

D46

私たちは、サングラスレンズを通じて皆さんの
大切な眼を紫外線などから守る会社。ブラン
ドサングラスのレンズ製造や、自社ブランドで
皆さんの生活に身近なレンズの商品を企画・
製造販売しています。

0778-51-5447・鯖江市丸山町1-3-31
時 10:00-17:00 休なし

乾レンズ

G54

19日-21日

特殊印刷を得意とする鯖江の印刷会社。 は
やい・やすい・キレイの3拍子をモットーに、
デザインから印刷、加工まで「自社内一貫生
産」を確立しており、お客様のあらゆるニーズ
に迅速に対応しています。

0778-52-2500・鯖江市丸山町4-1-45
時要WEB確認 休なし

サカエマーク

G53

19日-21日

the WORKは、2017年に福井県鯖江市で
生まれた眼鏡工場です。プラスチックフレー
ムをメインに製造しています。実直で丁寧なも
のづくりを心掛け、この地の伝統を引き継ぎ
進化する眼鏡を目指しています。 

0778-67-0462・鯖江市神明町3-4-19
時 10:00-17:00 休なし

the WORK

G56

19日-21日

創業当時から大手アパレルメーカー、眼鏡商
社のODMを中心に行い、その経験と、世界
的な眼鏡産地の生産技術を活かし、現在は
「JAPONISM」「BCPC」等、4つのオリジナル
ブランドを展開しています。

0778-52-9337・鯖江市三六町1-4-30
時 10:00-19:00 休なし

BOSTON CLUB 20日・21日のみ

G55

ストラップや眼鏡フレーム作りを体験できる体
験工房、眼鏡の歴史をより深く知ることがで
きるめがね博物館などがあり、眼鏡を見て、
触れて、体験できます。また、めがねショップ
にて購入もできます。

0778-42-8311・鯖江市新横江2-3-4 めがね会館
時要WEB確認 休なし

めがねミュージアム 19日-21日

G60

日本の伝統工芸「水引細工」の製造販売をし
ています。伝統的な技法を現代のスタイルに
合わせて、手作りで仕上げています。見てい
るだけで優しくなれるような、気持ちが弾むよ
うな作品に出会えることと思います。

0778-51-5985・鯖江市有定町2-1-7
時 10:00-17:00 休なし

ぽんた工房

G59

19日-21日

セルフレームや眼鏡部品・アクセサリーなどを
製造しています。セルロースアセテートを板の
状態から、枠の削り・磨き、腕の削りやシュー
ティング、バレル加工など、自社内で一貫し
て製造を行っています。

0778-53-1885・鯖江市御幸町1-301-11
時 8:30-17:30 休なし

PLUSJACK 19日-21日

G57

小柳箪笥には、金具作りや漆塗り作業をガ
ラス越しに見学できる工房見学エリアと、越
前箪笥やオリジナルの木の家具や雑貨のあ
るショールームエリアがあります。職人と話が
できて、見て楽しめる工房になっています。

0778-22-1854・越前市武生柳町10-7
時 10:00-17:00 休 12:00-13:00

小柳箪笥

E48

19日-21日

創業100年を迎える越前和紙製造メーカーで
す。壁紙・襖紙・小間紙・創作和紙・小
物を漉いています。創作和紙で漉く和紙のサ
イズは最大10m! また、海外の有名アーティ
ストにも大変好評をいただいています。

0778-43-0267・越前市岩本町12-14
時 9:00-16:30 休なし

五十嵐製紙 19日-21日

B31

手漉きの襖紙の老舗として、様々なデザイン
の襖紙を手掛けています。現在では、襖の
柄付けの技術「飛龍」を応用し、インテリア
和紙も制作します。また、揉み紙などを使用
した和紙小物の制作・販売も行っています。

0778-42-0051・越前市大滝町29-39
時要WEB確認 休要WEB確認

長田製紙所

B36

19日-21日

越前市内で カフェを営んでいます。あったか
い具だくさんのスープとパンのセットとサイフォ
ン式のコーヒーをその場で1杯ずつ提供させ
ていただきます。寒くなる季節ですので、ぜ
ひお越しくださいませ。
時
0778-23-4547・越前市上太田町29-7-1

10:00-15:30 休なし

Ryozo & cafe c'est la vie

Bx

20日・21日のみ

親会社である機械漉き和紙メーカー「石川製
紙」の作る紙を利用し、商品小物を作るとこ
ろから出発しました。現在は、「越前すきもの
屋」ブランドを立ち上げて、気軽に生活の中
で使える和紙商品を企画販売しています。

0778-43-0330・越前市大滝町11-13
時 10:00-17:00 休なし

越前すきもの屋 21日のみ

B34

薄紙楮和紙、金型を使った柄出し落水紙、
和菓子のパッケージ関連和紙等を制作してい
ます。大学・高校の実習も積極的に受け入
れて、学生に和紙の魅力を伝えています。紙
漉き・出張ワークショップも受付中。

0778-42-1155・越前市大滝町10-1
時 8:00-16:00 休なし

RYOZO（柳瀬良三製紙所） 19日-21日

B33

主に、本鳥の子紙などの無地の襖紙や、雲
肌などの模様のある襖紙を漉いています。ま
た、障子紙や壁紙、和紙を用いた小物も作
ります。皆様の暮らしの中に和紙がある。こ
のことを目指して精進していきます。

0778-43-0639・越前市大滝町24-21
時 9:00-16:00 休 12:00-13:00

やなせ和紙

B37

19日-21日

私達は、越前打刃物の伝統を守りながら、
工業デザインを導入し時代を先取りした感覚
で打刃物に取り組んでいます。現代生活に
新しい刃物としての道具観を提示し、インター
ナショナルブランドに成長しています。

0778-27-7120・越前市余川町22-91
時 9:00-17:00 休なし

タケフナイフビレッジ

C41

19日-21日

紙の文化博物館では、紙の発祥や歴史につ
いて学ぶことができます。越前和紙の長い歴
史を物語る古紙、道具などを展示しています。
また、産地を代表する和紙約125点、その他
和紙作品も多数展示しています。

0778-42-0016・越前市新在家町11-12
時 9:30-17:00（入館料有）休なし

紙の文化博物館

B27

19日-21日

越前打刃物振興施設「刃物の里」は、今年
8月24日に新しくオープンしました。国の伝統
的工芸品である越前打刃物の技術の継承と
歴史・文化の発信を目指しており、施設は
工房棟、展示棟、研修棟に分かれています。

0778-22-1241・越前市池ノ上町48-6-1
時 9:00-17:00 休なし

刃物の里

C44

19日-21日

世界中でたった1枚、名刺から和紙の灯りま
であなただけの和紙作りができます。併設す
る「和紙処えちぜん」は産地組合の直売店で、
書画用紙の他にもしおりや和紙などの雑貨も
豊富に揃っておリ、見応えありです。

0778-42-1363・越前市新在家町8-44
時 9:00-16:30 休なし

パピルス館

B25

19日-21日

休なし

年間約15万本の眼鏡修理を行っています。
レーザー溶接修理、メッキ修理、プラスチッ
クフレームの修理など様々な修理に対応。ま
た、鯖江で1番楽しい会社見学を目指し多く
の方に見学していただいています。

0778-62-7500・鯖江市小泉町6-10-5
時 10:00-/13:00-/15:00-

リペア 19日のみ

G58

工房見学 販売

ワークショップフード

バス停 採用

CONTENTS

MAP

MAP&CONTENTS ICON

工房見学 ワークショップ販売 フードCONTENTS

バス停 採用 無料駐車場MAP

MAP&CONTENTS ICON ［繊維エリア］

TEXTILE
INDUSTRY AREA

ECHIZEN
KNIFE AREA

［越前打刃物エリア］

ECHIZEN
CHEST AREA

［越前箪笥エリア］

工房見学 ワークショップ販売 フードCONTENTS

バス停 採用 無料駐車場MAP

MAP&CONTENTS ICON

ECHIZEN KNIFE AREA
［越前打刃物エリア］

江戸時代後期に確立した越前
箪笥には、釘を使わず木材を
組み合わせる指物（さしもの）の

技法が用いられています。その特徴は、「猪
目（いのめ）」と呼ばれるハート型の金具が
随所に見られること。越前打刃物の技術
が転用されたもので、この金具には魔除
けとしての意味合いがあるといいます。

奈良時代にはすでに全国有数
の絹織物産地だった福井。繊
維産業は時代に合わせて変化

し続け、現在でも合成繊維は国内最大
級の生産量を誇ります。航空機のボディ
や人工衛星の部品として使用される炭素
繊維織物や、スクリーンなどへの展開が
期待される光ファイバー織物なども、実は
福井発なんです。

国内製造シェア90%以
上を誇る、鯖江の眼鏡フ
レーム。その技術は1905

年、増永五左衛門が農閑期の副業
としてもたらしたものです。1983年
には、世界で初めてチタン製眼鏡フ
レームを開発。近年では、精密機
器や医療機器の領域でもその技術
が活かされています。

越前市今立地区。風情ある和紙漉き工房が軒を連ねる
このまちは、1500年以上の歴史を持つ「越前和紙」の
里。日本最古の藩札「福井藩札」や、明治新政府が

発行した日本統一紙幣「太政官札」にも採用され、レンブラントや
ピカソなど、ヨーロッパの巨匠も越前和紙を愛したといいます。そん
な和紙のまちを見守る岡太神社･大瀧神社は、日本唯一の「紙の
神様」川上御前を祀った神社。幾重にも波が寄せあうような複雑
な屋根が特徴で、国の重要文化財に指定されています。

700年の歴史を持つ越前打刃物。その歴史は14世紀
前半、京都の刀匠・千代鶴国安が、鎌づくりの技術を
府中（現越前市）にもたらしたことで始まりました。明治7

年には全国353万丁の生産のうち約3割が越前市で生産され、日
本最大の生産量を誇りました。また昭和５４年には、刃物産地として
は全国で最初に伝統的工芸品の指定を受けています。現在も包丁
やステーキナイフがミシュランの三ツ星シェフから愛されるなど、その
切れ味や丈夫さ、美しさは、国内外から高い評価を受けています。



08  R E N E W 2 0 1 8 R E N E W 2 0 1 8   09

OTHER CONTENTSWORKSHOP

SATURDAY NIGHT EVENT
土曜は夜まで福井を楽しもう！

国内外で注目される「トラフ建築設計事務所」による、ものづくりの
楽しさと思考プロセスを体感できるデザインセミナーです。開発事例
を一堂に集めた「トラフ展」もあわせてお楽しみください。

MONOCAN 伝統工芸×ハロウィン

2.漆器のいろいろコース

日時・10月21日（日）14:00-16:00
場所・サンドーム福井 福井ものづくりキャンパス ワークルーム
申込・ウェブサイトより事前のお申込みが必要です。（定員12名） 
　　　https://blog.fmfukui.jp/information/2961/
主催・越前ものづくりの里プロジェクト協議会

日程・10月20日（土）
料金・ワークショップ代
　　　大人3,000円（税込）
　　　高校生以下1,000円（税込）
定員・各回6名
　　　定員になり次第締切

話題の福地鶏を伝統工芸で楽しむ料理教室を開催します。
越前和紙を用いてハロウィン仕様に飾り付けられた会場も必見です。

日時・10月20日（土）-11月18日（日）10:00-17:00
場所・サンドーム福井 福井ものづくりキャンパス
主催・（公財）ふくい産業支援センター（デザインセンターふくい）

トラフ展  －視点の裏返しによる建築の広がり－

講師・トラフ建築設計事務所 鈴野 浩一氏、禿 真哉氏
日時・10月19日（金）18:30-20:30（18:00開場）　
場所・サンドーム福井 福井ものづくりキャンパス1Ｆ 多目的ホール
申込・ウェブサイトより事前のお申込みが必要です。http://www.sankan.jp/fmc/
主催・（公財）ふくい産業支援センター（デザインセンターふくい）

アイディアから発信へのプロセス

デザインセンターふくい デザインオープンセミナー

池田町の木材を使ったスプーン作り
森林率94％の町、池田町から届いた木材を使って、木彫家に教えてもらいな
がら世界にひとつだけのスプーンを作ります。隣接して木のおもちゃスペースが
あるので、お子様連れでも安心です。

日時・10月20日（土）13:00-
場所・PARK工房スペース
申込・メールまたはお電話にて事前のお申し込みが必要です。（定員10名）
　　　0778-44-6270 / kinosato.ikeda@gmail.com
料金・お問い合わせ時にご確認ください。

2018刃物の里大感謝祭
700年の伝統を受け継ぐ越前打刃物の活動拠点「越前打刃物会館」。日頃の
ご愛顧にお応えして、刃物やまな板のメンテナンス、お買い得品の販売のほか、
フード、キッズコーナーなど様々なメニューをご用意。特別企画として、20日（土）
にはインストラクターによる「飾り巻き寿司講座」を、21日（日）には「天皇の料
理番 秋山徳蔵トリビュートセレクション」の特別メニューを限定20食で販売しま
す。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

日時・10月20日（土）・21日（日） 10:00-16:00
場所・越前打刃物会館 越前市池ノ上町49-1-3
問合・越前打刃物協同組合 0778-24-1200
料金・無料

結の祭 2018 in タケフ蔵の辻

河和田漆器巡りツアー

1.漆器の工程コース

日本の文化、外国の文化を共に体感することのできる新しい祭「結の祭」が
2018年も開催。中心市街地の活性化のため、若者がイベントを企画し、出
店やライブ、ワークショップ、子供の遊び場を武生の蔵の辻に作り、県内外か
ら人々を集めて、人と人を結ぶイベントです。インターネットで買えない物を見つ
けたり、テレビでは見れない生のライブを感じたり、地元の伝統文化を学んだり、
食べた事のない料理に出会ったり。この日のための楽しい企画が集結！

日時・10月21日（土） 11:00-21:00
場所・武生 蔵の辻  越前市蓬莱町
問合・武生MUSIC  担当:三好 090-2122-0022
料金・入場無料

RENEW×tsumugu「工芸のまちを紡ぐ音楽」
「作り手たちとつながる」体感型イベントRENEWで、「アーティストとつながる」
音楽イベントtsumuguを開催します。全国、そして地元福井から、日本のイン
ディーシーンを牽引するアーティストが、武生駅から徒歩8分・越前市の日野川
河川緑地公園に集結。アコースティックからオルタナティブ、ポップからロック
まで、さまざまなアーティストが出演します。「音を紡ぎ、心を紡ぎ、人を紡ぐ」。
工芸のまちに生まれる新しい空間を、ぜひ体感しに来てください。

日時・10月20日（土） 11:00-19:00
場所・日野川河川緑地公園 越前市堀川町6
問合・tsumugu.musica@gmail.com
申込・https://renew-tsumugu.peatix.com/

出演アーティスト

コンテンツ
みんなの遊び場/ワークショップ/バンドライブ/ラップバトル/ディスクジョッキー/

アフリカンダンス/和太鼓/屋台村/雑貨販売など

駅前酒場カモシバ
作り手と使い手、県外からのお客さんと地元人とがつな
がる場がカモシバ。久保田酒店では、越前漆器や越前
焼で福井の地酒を楽しめます。また、屋根裏音楽祭では
Kie Katagiのピアノと、アーティストsilsilによる越前和
紙へのライブペイントで空間を表現します。
（チケット前売3,000円/当日4,000円＋別途ドリンク代）

TATARAに来たら？

日時・10月20日（土）17:00-21:00
場所・刃物の里 越前市池ノ上町48-6-1
問合・刃物の里 0778-22-1241
料金・無料

日本において古代から近世にかけて
発展した「たたら製鉄」。打刃物の材
料である鉄鋼が古代ではどのようにし
て作られたのか？実際の鉄作りを実演
します。打刃物職人が取り組む初め
ての試みをぜひ見に来てください。

Washiらの宴

日時・10月20日（土）18:00-20:00
場所・杉原商店 越前市不老町17-2
問合・080-3045-4737 / osadawashi@gmail.com
料金・1,000円

和紙の里・今立地区に新たに誕生し
た和紙ソムリエの蔵で、和紙職人と
語り合うイベントを開催！一つ一つ丁
寧に漉かれた和紙が並ぶ蔵で、直に
職人から和紙への想いを聞くことがで
きる、またとないチャンスです。

駅前酒場カモシバ 屋根裏音楽祭
日時・10月20日（土）19:00-
場所・鯖江駅前ビル3階 特設会場
問合・中野商店 0778-67-3440

日時・10月20日（土）18:00-21:00
場所・久保田酒店 鯖江市旭町1-1-4
問合・久保田酒店 0778-51-0252

デザインオープンセミナー

デザイン展

「空気の器」

クララズ
ノンブラリ
やまも
CHIIO
DJ NOTORIOUS ROCK

Easycome
HoSoVoSo
noid（acoustic set）
Tago&Magos
vivid branch

木のおもちゃスペース
お子様が自由に遊べるスペースを特別開設！
日時・10月20日（土）10:00-17:00　場所・PARK

漆器が完成するまでの木地・塗り・蒔絵のプロセ
スを周れる、分業制の漆器の産地ならではのコース。

漆を使ったワークショップの体験や、お椀や漆額な
ど、漆器の多様なかたちをご覧いただけます。

まな板の木地磨きを行い、その後拭き漆
を体験できます。この体験では拭き漆を
1回ご体験いただき、拭き漆や漆の作
業に親しんでいただければと思います。

まな板の拭き漆体験

AM PM
集合（漆器会館）
タイムスケジュール

9:55

10:00
10:05 -10:45
10:50 -11:30
11:35 -11:55
12:05 -12:45
12:55

13:55

14:00
14:05 -14:45
14:50 -15:30
15:35 -15:55
16:05 -16:45
16:55

越前漆器（KORINDO） うるしのブローチ作り
工房見学
カフェ
蒔絵体験

がくやさん
漆器のだるま屋
漆遊館

（漆器会館）

日程・10月21日（日）
料金・ワークショップ代
　　　大人5,000円（税込）
　　　高校生以下3,000円（税込）
定員・各回6名
　　　定員になり次第締切

木製・漆塗のオリジナルブローチが作れ
ます。ブローチに絵付けをし、本金箔を
蒔いて仕上げます。シャツの胸元やバッ
グなどにつけられます。

うるしのブローチ作り

どなたでも簡単に蒔絵風の絵が描けま
す。下絵付きの物もあるので、絵に自
信のない方でもOK。漆かぶれの心配も
無いので、小さなお子様でも安心。

蒔絵体験

START

GOAL

AM PM
集合（漆器会館）
タイムスケジュール

9:55

10:00

10:05 -10:35

10:45 -11:15

11:20 -11:50

12:00 -12:30
12:40

13:55

14:00

14:05 -14:35

14:45 -15:15

15:20 -15:50
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ヤマト工芸 角物見学
木地・塗り見学
蒔絵見学
まな板の拭き漆体験

木と塗りの工房こばし
松田蒔絵
吉田屋漆器

（漆器会館）

START

GOAL

事前予約がおすすめ！予約フォームはこちら
※注意事項
中学生以下は保護者同伴でお願いいたします。ワークショップの料金は、出
発前に徴収いたします。漆を使用するため、肌がかぶれる可能性がございま
す。万一、かぶれが発生した場合の責任は負いかねますのでご了承ください。

鈴木彫刻所さんのレクチャーのもと、
スプーン作りをします。
場所・PARK工房スペース
時間・約2時間

ヒノキのスプーン作り
作ったスプーンを、拭き漆体験してみ
ませんか？
場所・錦古里漆器店
時間・約10-20分

スプーンの拭き漆体験（希望者のみ）

2,000円以上お買い上げ
の方に卵6個パックをプレ
ゼント。キッズコーナーで
は、スマートボールや子供
木工教室などを行います。

その他
古くなり黒ずみが出てし
まった木製のまな板を削り
直し綺麗な状態にします。
（お預かりして後日お返し
します。）

まな板けずり直し 有料
ご家庭でお使いの包丁や
鎌、鋏などを持参いただく
と研ぎ方講習を受けられま
す。越前打刃物以外でも
OK。（職人による有料の
研ぎ直しも有。）

研ぎ方指南 無料

イベント詳細はこちら

200m
徒歩約3分

越前陶芸村

越前焼の館

福井県陶芸館

越前陶芸公園
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料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
無料特になし

19-21日 10:00-12:00 / 13:00-17:00

昭和20年頃まではお椀の木地を蛇籠に入れ、背
中に背負って運んでいました。この蛇籠を実際に背
負ってみる体験です。※15kgから20kg程度

お椀の木地100客を蛇籠で担いでみよう！

漆
器
久
太
郎

A09

料金
日時

定員 予約
所要時間

要問合せ各回10-20名
無料特になし

20日 午前・午後1回ずつ

IHフードカートを使用し革新的な食事提供システム
を実現した製品です。カート・食器・レシピソフトと
加熱プログラムのパッケージ販売を行います。

IHインカートクック試食会

下
村
漆
器
店

A10

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各日10名
2,000円約20分

要WEB確認

職人の説明を受けながら、漆塗り刷毛を使ってお椀・
弁当箱・敷板などを塗る体験をしていただけます。
ご希望があれば塗った品も販売します。

漆塗り体験

錦
古
里
漆
器
店

A13

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各回6名
2,000円40分-1時間

20・21日 10:00-12:00 / 13:00-16:00

木製・漆塗りのオリジナルブローチが作れます。ブ
ローチに絵付けをし、本金箔を蒔いて仕上げます。
シャツの胸元やバッグなどにつけられます。

うるしのブローチ作り

越
前
漆
器（

K
O

R
IN

D
O）

A15

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
500-1,500円20-30分

20・21日 10:00-16:00

木地専門の会社が、木を使った小物作りや木をふ
んだんに使用した遊び場を提供します。

木製小物作り体験

ヤ
マ
ト
工
芸A16

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
1,200-3,000円約1時間

19-21日 10:00-17:00

スプーンやフォーク、銘々皿、鏡などに漆を使って、
蒔絵（絵付け）を体験していただきます。作品は当
日お持ち帰りOK。蒔絵職人がご指導いたします。

本漆を使った蒔絵体験

松
田
蒔
絵A18

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先10名
1,000-2,000円程度30分-1時間

19・20日 10:00-12:00 / 13:00-15:00

ソファで使用する皮革の端材を活用した小物づくり
に挑戦してみましょう！！お子様にも人気のワーク
ショップです。

皮革小物作成にチャレンジ！

マ
ル
イ
チ
セ
ー
リ
ン
グ

A21

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
1,080円40分-1時間

19-21日 9:00-17:30 （受付は16:00まで）

どなたでも簡単に蒔絵風の絵が描けます。下絵付
きの物もあるので、絵に自信のない方でもOK。漆
かぶれの心配も無いので、小さなお子様でも安心。

蒔絵体験

越
前
塗
の
漆
遊
館

A22

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各回6名
1,080円約30分

要WEB確認

銀杏のまな板の木地磨きから1回目の拭き漆を体験
できます。まな板はお持ち帰りできません。別途料金、
後日発送にて、完成品を購入できます。

銀杏のまな板の拭き漆体験

吉
田
屋
漆
器

A23

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各回5名
1,500円約30分

20・21日11:30- / 13:00- / 14:30- / 16:00-

木っ端にテープを貼って上から塗料を塗り、オリジナ
ルの模様でヘアゴムやブローチ、キーホルダーといっ
た木製雑貨を作ることができます。

自分で作るオリジナル木製雑貨

P
A

R
K

At

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
自由約10分

19・20日 9:00-12:00 / 13:00-17:00   21日 9:00-12:00

メッセージをカード型の和紙に活版印刷をする体験
ができます。メッセージカードとして、ご家族やご友
人にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

活版印刷体験

信
洋
舎
製
紙
所

B24

料金
日時

定員 予約
所要時間

個人の方は予約不要要WEB確認
要WEB確認30分-1時間

19-21日 9:00-16:00

名刺から灯りまであなただけの和紙作りができます。
期間限定で、落とし掛けによりRENEWモチーフの
和紙を漉き団扇を制作できる特別コースを開催！

紙漉き体験＆特別開催（落とし掛け体験）

パ
ピ
ル
ス
館B25

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各日10名
5,000円 （送料別）2時間

19-21日 9:30-12:00 / 13:00-16:00

伝統工芸士の伝統的な紙漉きを見学できる、全国
でも唯一の場所です。伝統工芸士の指導の下、
昔ながらの方法で本格的な紙漉き体験ができます。

本格紙漉き体験

卯
立
の
工
芸
館

B26

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先要WEB確認
500円（記念品あり）15分

19・20日 10:00-11:30 / 13:30-14:30 / 15:30-16:30

見学される方に瀧株式会社社長が同行し、見学者
さんのご質問に随時お答えしながら、作業現場を説
明します。貴重な体験ができます。

社長が同行し丁寧に説明する工場見学

瀧
株
式
会
社

B29

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
A 2,500円/ B 300円要WEB確認

19-21日 9:00-16:30

和紙時計作りは、和紙に色々なデザインをして、時
計を組み立てます。墨流し体験は、墨色や朱色な
どで、水流により自然な流れの文様を制作できます。

A 和紙時計作り/ B 墨流し体験

五
十
嵐
製
紙

B31

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須（10日前迄）要WEB確認
要WEB確認要WEB確認

19-21日 9:00-17:00

メタルキーホルダー製作、包丁の研ぎ方教室や、
本格的に包丁を製作するなど多種体験があります。
製作した物は製作当日にお持ち帰りいただけます。

各種体験教室

タ
ケ
フ
ナ
イ
フ
ビ
レ
ッ
ジ

C41

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須・先着順各日6名
2,000円約1時間

20・21日 10:30-

研ぎたい包丁（家庭用包丁）をお持ちください。（2
丁まで）パン切、はさみ、特殊刃物は不可。砥石
は用意しますが、あればご持参ください。

自分の包丁を研いでみよう -包丁研ぎ教室-

山
田
英
夫
商
店

C42

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須各回3名
15,000円約3時間

20・21日 9:00-12:00 / 13:30-16:30

昨年大好評だったワークショップを今年も開催！鍛
冶仕事から刃つけまで本格的な作業内容。世界に
ひとつだけのハンドメイドのステーキナイフを作ろう！

本格！MYステーキナイフ作り

龍
泉
刃
物C43

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先なし
800-1,000円15-20分

20・21日 10:00-17:00

当社スタッフがパソコンでのデザイン制作をお手伝
いします。いっしょに作ったデザインを、その場でトー
トバッグにプリントしてお渡しします。

オリジナルプリントバッグを作ろう！

エ
ー
リ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス

D46

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先なし
500円30分-1時間

20・21日 10:00-16:00

手網焙煎器を使って生豆を焙煎していただきます。
煎りたての珈琲を楽しんだり、一晩寝かせてみたりと
自分だけのオリジナルコーヒーをご堪能ください。

珈琲豆焙煎体験

M
A

M
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A
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ち
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Ey

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須各回4名
A 1,500円/ B 2,500円　要WEB確認

20・21日 A 10:00- / 13:00-  B 11:00- / 14:00-

ノコギリ、鉋などを使って、木のミニカー、時計を作
ります。小学生以下のお子さんは保護者の方同伴
での参加をお願いいたします。

A 木のミニカー作り/ B 木の時計作り

フ
ァ
ニ
チ
ャ
ー
ホ
リ
ッ
ク

E47

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須各回2名　
3,780円約1時間

19-21日 13:00- / 15:00-

伝統的な越前箪笥の飾り金具作りで培ってきた技
術を使って、世界にひとつだけのオリジナルペンダ
ントトップを作りませんか？

飾り金具の技術を使ったアクセサリーを作ろう！

小
柳
箪
笥E48

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先1時間約10名
500-10,000円15分-1時間

19-21日 9:00-17:30

KISSOのアクセサリーを自分で作ってみよう。ブレス
レット、ピンキーリング、手作りリングなどの商品を自
分で作れるワークショップを開催します。

KISSOアクセサリー作り

K
IS

S
OG52

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須・先着順各日10名
500円約20分

19-21日 10:00-12:00 / 13:30-15:30

シール印刷の機械を動かしてステッカーを印刷しま
す。インクを練ったり機械に触れたりして「印刷」を
体験できます。

印刷機でステッカーを作ろう！

サ
カ
エ
マ
ー
ク

G53

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
300-500円15分

19-21日 10:00-17:00

ミラー付きのレンズを使って、レンズを加工・成形し
たのち、穴をあけてネックレスを作ります。お待ちい
ただく間にレンズの大切さを熱弁します。

レンズでキラピカなネックレスを作ろう

乾
レ
ン
ズG54

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先　1組1-2名
2,000円約30分

要WEB確認

越前和紙産地、我が工房にしか無い和紙妙紙。薄
紙楮紙、落水紙、金型落水紙（ここだけの和紙）を
体験。できあがりの和紙はお持ち帰りいただけます。

RYOZO産 紙漉き体験

R
YO

ZO （
柳
瀬
良
三
製
紙
所
）

B33

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
500円15-20分

21日 10:00-16:00

真っ白の揉み紙で、バッグを作りましょう。1kgまで
耐える丈夫なバッグです。

和紙ペーパーバッグ作り

越
前
す
き
も
の
屋

B34

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先10名
2,160円（両耳分）30分-1時間

19-21日 10:00-11:00 / 14:00-15:00

手揉み加工を施したカラフルで丈夫な和紙を自由に
カット又はちぎっていただき、ピアスやイヤリングなど
のパーツと組み合わせて制作していただきます。

揉み紙イヤリング/ピアス

長
田
製
紙
所

B36

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
3,000円30分

20・21日 9:00-11:00 / 13:30-16:00

和紙職人が直接レクチャーしながら、96cm×66cm
サイズの和紙の本格紙漉き体験ができます。

本格手漉き和紙体験

山
喜
製
紙
所

B39

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先各回1名
6,000円（作品2枚＋送料）約1時間

20・21日 10:00- / 11:00- / 13:00- / 14:00-

1m×2m程度の大判和紙の手漉き体験です。伝
統工芸士に手取り足取り教えてもらいながら漉きま
す。できあがった紙は後日郵送いたします。

大判和紙の手漉き体験

や
な
せ
和
紙

B37

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要なし
1,944円10-20分

20・21日 10:00-18:00

眼鏡のプラ生地（アセテート）で作った各都道府県
（形）のチャームと、お好みのミニ眼鏡でオリジナル
のキーホルダーを組み上げます。

あなたの故郷（My home town）を携帯しませんか？

B
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G55

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先・先着順なし
要WEB確認約30分

19-21日 10:00-17:00

ヒアリングに始まり、顔幅、耳の高さ、瞳孔間の測
定をします。その後、デザイン、サイズ、生地、素材、
カラーなどを選んでいただきます。

眼鏡フレームの受注会

th
e

 W
O

R
K

G56

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須各回4名
1,500円約2時間

20・21日 10:00- / 13:00-

自由に描いたモチーフを植物性樹脂アセテートを機
械で削り、形にします。色選びからCADを使って機
械を動かし、本格的に作っていきます。

眼鏡製造工場ならではのブローチ作り

P
L
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G57

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先・先着順なし
2,000円約2時間

19-21日 10:00-17:00（最終受付16:00）

伝統工芸の「水引」でオリジナルアクセサリーを作り
ます。伝統的な結びを学ぶこともできます。（イヤリ
ング・ネックレス他）

「水引」でアクセサリー作り

ぽ
ん
た
工
房

G59

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約優先要WEB確認
A 1,000円/ B 100円30分

19-21日 10:00-12:00 / 13:00-17:00

眼鏡の磨き直し・パーツ交換の体験や、RENEWに
ちなんだカラーリング、デザインでガーランド作りを体
験することができます。

A 眼鏡メンテナンス / B RENEWガーランド作り

め
が
ね
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

G60

定員 予約 予約優先各回8名
料金所要時間 1,620円- 約30分

日時 19日 14:00-   20・21日 10:00- / 13:00- / 15:00-

お椀またはコースターの中からお好きなものを選んで
いただき、蒔絵スタンプを体験できます。あなただけ
のオリジナル漆器を作ってみませんか。

蒔絵スタンプワークショップ

漆
琳
堂

A03

料金
日時

定員 予約
所要時間

先着順なし
7,000-35,000円

要WEB確認
約30分

職人が丁寧に漆器の説明をいたします。形から塗り、
仕上げをお選びいただいて、あなただけの器をオー
ダーメイドでお作りします。

オンリー椀 （お椀受注会）

ろ
く
ろ
舎A06

料金
日時

定員 予約
所要時間

予約必須各回2名
15,000円

要WEB確認
約2時間

世界にひとつだけのオリジナルめがねを作りません
か！？好きなフレームを選び、職人が先生となってめ
がねの製造体験を行うことができます。

めがね職人体験 -オリジナルめがね製作-

谷
口
眼
鏡A07

料金
日時

定員 予約
所要時間

不要各回4名
500円-約30分

20・21日 10:00-12:00 / 13:00-17:00 

眼鏡になるはずだったかけら（piece）で、オリジナ
ルのイヤリングやピアスなどのアクセサリーを作ること
ができます。

cotton piece

ハ
ヤ
カ
ワ
メ
ガ
ネ

A08

料金
予約 予約優先

1,000円-
日時

定員
所要時間

各回6名
40分-1時間
19-21日 11:00- / 13:00- / 14:00- / 15:00- / 16:00- / 17:00-

手作りの木の食器で毎日の食卓をちょっと楽しく。
バターナイフ・フォーク・スプーンからお好きなもの
を選び、銘木を削り出して仕上げます。

銘木のカトラリー作り

H
acoaA04

第 8回  越前秋季陶芸祭  POTTERY FESTA
越前陶芸村を会場に開催される越前秋季陶芸祭。日本遺産に認定された日本六古窯のひとつである「越前焼」を中心としたやきも
の市や、地元のおいしいグルメ、様々なものづくり体験ワークショップを満喫できるイベントです。

日時・10月20日（土）-21日（日）10:00-16:00
場所・越前陶芸村
問合・越前秋季陶芸祭実行委員会（福井県陶芸館内）  
TEL・0778-32-2174　
主催・越前秋季陶芸祭実行委員会　　　　　　　　　

ー やきもの市出展窯元（越前焼）ー 

イリエイワサワ/うの花窯/越前焼青年部（拓逢陶房/光窯/日向工房/やわらぎ工房/竜仙窯）/黒越前榮山窯/

さくら工房/山月窯/信田窯/社会福祉法人光道園ライトワークセンターのぞみ焼/橙/鐵仙窯/陶「和工房」/陶
彩窯/陶遍窯/陶房 月見清楽/陶房里/陶や/陶優窯/奈々司窯/ベロ亭賽窯/星川佳寿美/夕陶房/柳瀬陶房

祖父が越前陶芸村に建てた工房がもととな
り、父、山田和が制作を開始しました。越前
の地で日本の美意識を取り込むようにして、
茶陶、酒器、食器、花器、オブジェなど多
様な焼物を自由に制作をしています。

0778-32-2538・丹生郡越前町小曽原16-14-2
時 10:00-16:00（展示のみ）休 12:00-13:00

山田  和 /山田  大

F50

20日・21日のみ

越前陶芸村の開村とほぼ同時に入村・風来
窯を開業し、家族3人で作陶しています。越
前の土の素朴さを生かし、動物や子供、自
然をモチーフにした作品からシンプルな食器ま
で様々な種類のものを作っています。

090-3767-2945・丹生郡越前町小曽原107-1-110
時要WEB確認 休 12:00-13:00

風来窯

F49

20日・21日のみ

福井県で産出する含鉄原料を使った独特の
釉薬を、越前の風土が育てたざっくりした土
に掛けることによって生まれる鉄釉の持つ光
と色の変化が魅力です。やわらかく温かな感
じを引き出せるように努力しています。

0778-32-2552・丹生郡越前町小曽原16-22
時 10:00-16:00 休 12:00-13:00

桃山窯

F51

20日・21日のみ

越前町の粘り気と鉄分を
含んだ陶土で焼き上げら
れる越前焼。耐火性が

強く、素朴な肌触りやぬくもりが特
徴です。約850年の歴史を誇る越
前焼は、当時北前船にのって北海
道から島根県にまで広まったと言わ
れ、現在も日本六古窯に名を連ね
ています。
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SPECIAL EVENT SPECIAL EVENT

TALK EVENT

東京・谷中は、昔ながらの風情や暮らしを残しながらも
個性的なお店が集まる小さな町です。東京のローカル
を体感したい旅人が世界中から集まり、町の風景も刻々
と変わっています。この東京の東側にある小さな町で今
起きていること、そこで私たちが起こそうとしているうねり
について、tokyobikeの金井一郎氏とHAGISOの宮
崎晃吉氏が語ります。

T A L K
01
「Tokyoslow」 

-谷中のゆるやかな連帯-

at.うるしの里会館・和室20日 (土 ) 13:00-14:00

金井一郎（株式会社トーキョーバイク 代表取締役）
宮崎晃吉（建築家・株式会社HAGI STUDIO 代表取締役）

SPEAKER

佐藤かつあき（かつあきデザイン 代表）
田中美咲（一般社団法人防災ガール 代表理事）

T A L K
02 「社会課題とデザイン」

防災や復興、福祉や教育。世の中からは見えづらい
課題に、デザインの力で立ち向かおうとする人々がいま
す。全国から意志ある若者100名以上が集い、防災
があたりまえの世の中を目指す防災ガール・田中美咲
氏。熊本地震で使用されたブルーシートをバッグなどに
転用する熊本地震ブルーシードプロジェクト・佐藤かつ
あき氏。社会課題が山積する日本で、いかに社会に発
信し、社会を巻き込んでいくべきか。そのヒントがここに
あります。

at.うるしの里会館・和室20日 (土 ) 14:20-15:20

SPEAKER

長野県東御市御牧原の山の上にポツンと佇む小さなお
店、パンと日用品の店〈わざわざ〉代表の平田はる香氏
によるトークイベントを開催します。パンを2種類に絞っ
ての販売や、「自分たちのほしいものを売る」販売方式
で売上を伸ばしてきたわざわざ。働きかたの面でも、ア
ルバイトの自由出勤制度や、評価しない人事制度など
が話題になっています。変化を繰り返しながら現在の体
制を整えてきたわざわざの働きかたに迫ります。

T A L K
04 「わざわざの働きかた」

at.かわだ尾花屋まちライブ
　 ラリー Warashi Café

20日 (土 ) 17:10-18:40

平田はる香（株式会社わざわざ 代表取締役）

SPEAKER

T A L K
03
「新たな経済圏をつくる
地域文化商社」

白水高広（株式会社うなぎの寝床 代表取締役）

九州ちくごのものづくりを伝えるアンテナショップとして
2012年にお店をオープンした「うなぎの寝床」。久留米
絣のもんぺを手掛けるほか、現在では、メーカー、小売、
コンサルティング、デザイン制作、企画まで幅広く活動
しています。うなぎの寝床が目指すのは、地域文化を
継続させるために経済を回す「地域文化商社」。うなぎ
の寝床・白水高広氏とともに、地域経済についてじっ
くりと掘り下げてみませんか。

at.うるしの里会館・和室20日 (土 ) 15:40-16:40

SPEAKER

柴山修平（山の形 共同代表）
堀内康広（トランクデザイン株式会社 代表取締役）
ヤマシタケンタ（東シナ海の小さな島ブランド社 代表取締役）

T A L K
05
「地域とデザイン」 

-地域資源の魅せ方・伝え方 -

地域資源に、いかに焦点をあて、いかに伝えていくべ
きでしょうか。その問いに向き合い、デザインの力で地
域に新たな光をあててきた3社が福井に集います。山
形で新しい暮らしの道具に着目する柴山修平氏、神戸・
垂水でhibiなどのプロダクトを生み出す堀内康広氏、
豆腐をつくる山下商店などを展開する鹿児島・甑島の
ヤマシタケンタ氏。それぞれのまちで試みられてきた軌
跡を振り返り、新たな未来を問い直します。

at.うるしの里会館・和室2 1日 (日) 11:00-12:30

SPEAKER

T A L K
06 「コミュニティデザインと地域」

西川亮（デザイナー・NPO法人Co.to.hana 代表理事）

いま、地域にひそむ様々な課題を解決するため、コミュ
ニティデザインの考え方が注目されています。デザイン
で課題解決に取り組む「Co.to.hana」は、「北加賀屋
みんなのうえん」や「ひとしごと館」をはじめ、様々な地
域で想いを持った人を支え、共に地域の未来をつくって
きたNPO法人。コミュニティに入り込み、地域の主体
的な取り組みを後押ししてきた考えや事例を学び、地域
にきっかけを与える糸口を学びましょう。

at.うるしの里会館・和室2 1日 (日) 14:40-15:40

SPEAKER

RENEW/2018の特別企画として開催する「まち／ひと／しごと Localism Expo Fukui」は
“ものづくり・食・教育・福祉・コミュニティ・IT・防災”といったキーワードで、全国で行われ
ている社会的意義の高い活動を紹介するショップ型の博覧会です。展示・販売・トークイベント・
ワークショップを通して、全国の様々な領域の取り組みを深く知り、体感することができます。活
動に取り組む当事者の想いやストーリーを直に聞くことで、県内外の人々がこれからの地域のあ
り方、暮らしのあり方を捉え直す 4日間です。

山形

山の形
「山の形」は、東北・山形に暮らす2人のデ
ザイナーによるプロジェクト。山形の工房をめ
ぐり、出会い、見聞きしてきた手仕事と、暮
らしをつなぐ、未来に継ぎ残していきたい「道
具」の姿を追いかけています。

東京

HUMORABO（ユーモラボ）
前川雄一（mu）、亜希子（ma）によるデザ
インユニット。「福祉とあそぶ」をテーマに、デ
ザイナー夫婦ならではの2つの視点で、社会
課題と楽しく向き合う実験的な活動を続けて
います。

東京

tokyobike / HAGISO
昔ながらの風情を残しながらも、個性的な店
が集う東京・谷中に店を構える自転車メーカー
tokyobikeと、カフェ・ギャラリー・宿も併
設する文化複合施設HAGISO。ひとつの町
として、何ができるか取り組みを続けています。

山梨

ハタオリマチフェスティバル
山梨県富士吉田市では、千年以上前から織
物業が育まれてきました。当時の機屋の面
影を残す建物や路地裏の飲屋街など、この
街だからこそ残る風情。ハタオリマチフェス
ティバルは、そんな古き良き街の秋祭りです。

石川

HATCHi金沢 -THE SHARE HOTELS-

HATCHi金沢は、金沢の観光地・ひがし茶
屋街にほど近い、築50年のビルをリノベー
ションしたホテル。「北陸ツーリズムの発地」
をコンセプトに、旅行者をディープな北陸へと
誘うきっかけを提供しています。

長野

パンと日用品の店 わざわざ
パンと日用品の店〈わざわざ〉は長野県東御
市御牧原の山の上にポツンと佇む小さなお
店です。食と生活それぞれの面から、自分た
ちが心からよいと思うものを販売している。そ
んな店を心掛けています。

MARKET & EXHIBITION

新潟

「日常を楽しもう」をコンセプトに、新潟を拠点
に様々な物やコトをクリエイトしています。懐
かしい雰囲気が漂う上古町商店街に、店舗
と作業場を構え、Tシャツや雑貨などを中心
にデザイン・企画・制作しています。

hickory03travelers

石川

Next Commons Lab 加賀
「本当の資本とは、貨幣ではなく人間の創造
力である」古来より湯場として栄えた加賀市
を舞台に、多様なメンバーがプロジェクトを通
じて地域社会と交わりながら、ポスト資本主
義社会を具現化していきます。

福井

XSCHOOL
2016年秋、福井市に開校した、次代のデザイ
ナーのための小さな教室XSCHOOL。専門性
の異なるメンバーが全国から福井に通い、地
元企業とともに、文化や風土を紐解き、社会
の動きを洞察しながらプロジェクトを創出します。

福井

Hana道場
今年で11回目を迎える「鯖江市地域活性化
プランコンテスト」の開催や、小学生からシニ
ア世代までプログラミングを学べるIT×ものづ
くりのファブスペース「Hana道場」を通じて、
人材育成を行っています。

全国から個性豊かな産品が集うマーケットと出展者の活動を総覧できる展
示ブースは、普段外側からは見えにくい活動の想いや魅力を深く知ること
ができるチャンスです。

土日合わせて6つのトークイベントを開催！地域やデザイン、社会課題の
解決など、多様なテーマで豪華トークが繰り広げられます。

WORKSHOP

「浮き星ミックスワークショップ」

新潟のお湯に浮く不思議な伝統菓子「浮き
星」。好きな味をミックス＆パッケージにシール
を貼って、オリジナル浮き星を作ろう！

> hickory03travelers

10月18日（木）-21日（日）10:00-17:00
※21日は16:00まで
　  約10分 300円（40g）¥

「プログラミング＆ロボット制御」

鯖江で生まれたこどもパソコン「IchigoJam
（イチゴジャム） 」でプログラミング＆ロボット制
御に挑戦！

> Hana道場

「おおさか河内材 うづくりスタンプ」

木目をたわしでこすると柔らかいところが削れ、
浮き上がる浮造り（うづくり）。年輪の模様を活
かしたスタンプを作ります。　

> graf

「そろばんビレッジ」

5色の上下枠・中板・ツマと、11色の珠を
自由に組み合わせて、世界にひとつだけのオ
リジナルそろばんを作るワークショップ。

> シーラカンス食堂 /TRUNK DESIGN

「ブルーシートでコサージュ作り」

熊本地震の被災地で回収した廃棄ブルー
シートをリメイクして、フラワーデザイナーと一
緒に可愛いコサージュを作ります。

> 熊本地震ブルーシードプロジェクト

出展者の思いを直に聞きながら、全国各
地のものづくりの技術を体感してみてくだ
さい。

※参加費
1トークにつき500円

大阪

Co.to.hana
デザインの力で社会課題の解決に取り組む
NPO法人。課題の本質を探り、モノのデザ
インとコトのデザインを行っています。各分野
の専門家と連携しながら社会課題を解決し、
社会に大きなムーブメントを起こします。

大阪

graf
grafは大阪を拠点に、家具・空間・プロダクト・
グラフィックのデザインから、カフェ運営や音
楽イベント運営に至るまで、暮らしにまつわる
様々な要素をものづくりから考え実践するクリ
エイティブユニットです。

滋賀

防災ガール
「防災があたりまえの世の中をつくる」ための
行動を起こし続けるのが私たち防災ガールで
す。全国から意志ある20～30代の若者100
名以上が集い、「あたりまえ」を疑いながら新
しい防災の概念を提起し続けます。

滋賀

仕立屋と職人
職人の生き様、仕立てます！ 伝統工芸の職
人には、人知れず背負ってきた哲学やコダワ
リ、深い愛、葛藤があります。職人に心を揺
さぶられ、そして誰かの心を揺さぶる。仕立屋
と職人は、揺さぶり連鎖をこの国に起こします。

奈良

中川政七商店
中川政七商店は奈良で1716年に創業し、
手績み手織りの麻織物を作り続けてきまし
た。現在は「日本の工芸を元気にする！」を
ビジョンに、幅広く生活雑貨を扱い、全国に
直営店を展開しています。

徳島

RDND （アール・デ・ナイデ）
四国で一番小さな町「上勝町」を拠点に事
業を展開。「上勝町で2週間飽きずに楽しく
過ごすには」をコンセプトに、カフェ「Cafe 
polestar」やイベント「上勝百年会議」の企
画運営等を行っています。

兵庫

シーラカンス食堂 / MUJUN
兵庫県小野市とオランダ・アムステルダムを
ベースに、デザインで問題解決を行う会社。
グローバルでオリジナリティを守るため、海外
販路開拓や職人育成とデザインワークを両
立し、新たなステージを作ろうとしています。

兵庫

神戸の垂水という海辺の町を拠点に、兵庫
を中心とした地域に根付く伝統地場産業や
技術に、新たな視点から光をあて、魅力を再
編集し、必要としている人たちの手元に幸せ
な形で届けるしくみをデザインしています。

TRUNK DESIGN

福岡

うなぎの寝床
九州ちくごのものづくりを伝えるアンテナショッ
プとして2012年にお店をオープン。「つくりて
」と「つかいて」の間に立ち、地域文化商社
として地域文化を継続させるために経済的な
領域をまわす活動を行っています。

熊本

熊本地震ブルーシードプロジェクト
「想像力は、奪えない」災害は大切なものを
奪う。でも、災害に創造力までは奪えない。
クリエイティブの力で熊本地震の災害復興に
役に立てないかと、ブルーシードバッグの売
上の一部を多様な団体に寄付しています。

鹿児島

東シナ海の小さな島ブランド社
東シナ海に浮かぶ、甑島（こしきしま）列島。
人口1,000人ほどの小さな村から「とうふ屋さ
んの大豆バター」や「太陽のきびなご」など、
日本のおいしい風景をつくる商品やサービス
を企画しています。

※ワークショップ内容は変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

10月19日（金）・21日（日）10:00-17:00
※21日は16:00まで
　  約30分 500円 /組¥

10月20日（土）・21日（日）10:00-17:00
※21日は16:00まで
　  約30分 1,600円¥

10月18日（木）-21日（日）10:00-17:00
※21日は16:00まで
　  約30分 9桁 1,800円 +税～¥

10月18日（木）-21日（日）10:00-17:00
※21日は16:00まで
　  約30分 1,000 円¥

地域の生き様に気づく4 日間
2018.10.18 T

h
u

S
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10:00-17:00 (最終日は16:00まで )

会 場
入 場

うるしの里会館 (福井県鯖江市西袋町40-1-2 )

300円  (高校生以下は 無料 )

福井県丹南エリアは、全国から職人やデザイナーが集う「ものづくりを志す若者
が目指すまち」。福井移住 EXPOでは移住やまちづくりに興味のある方へ、気づ
きをつくるトークイベントを開催します。

いま鯖江には、独自の視点で新たなもの
やコトを生み出す人々が増えつつあります。
登壇していただくのは千葉県出身、漆職
人として活躍しながら、モダンな食器
「ONE」などを企画する漆職人・前田氏と、
デザイン事務所「TSUGI」で地場産業の
ブランディングに携わる大阪府出身のデ
ザイナー・寺田氏。同じく大阪府出身の
ライター・石原氏をファシリテーターに、
鯖江の女性が巻き起こす、新しいうねりと
その展望を垣間見るトークイベントを開催。

石原藍  （ライター）
寺田千夏  （TSUGI デザイナー）
前田智子  （土直漆器  漆職人）

10月20日（土）10:00-11:20
うるしの里会館内・和室

女性クリエイタートーク in鯖江

TALK01

参加費
500円

地域にイノベーションを起こすため、地域
外の人の関わりや活躍が重要だと言われ
ます。そのためにはどんな仕掛けが必要な
のか？全国から専門性の異なるメンバーが
集い、産地とともに広義のデザインの力で
プロジェクトを創出するXSCHOOL・内田
氏。起業家が集い、加賀に新たな文化を
創 出するNext Commons Lab加 賀・
篠崎氏。全国の産地とともに大日本市博
覧会をつくる中川政七商店・井上氏。そ
れぞれの目線で、その本質を探ります。

内田友紀（Re:Public 共同代表）
井上公平（中川政七商店  店舗開発 /地域活性ディレクター）
篠崎健治（Next Commons Lab 加賀   コーディネーター）

10月21日（日）12:50-14:20
うるしの里会館内

地域とイノベーション

TALK04

参加費
500円

ものづくりに携わる若手移住者によるトー
クセッション。今回のトークでは、漆器の
塗師や和紙漉き職人が参加。移住の当
事者から、仕事のこと、暮らしのことなど
直接聞くことができます。加えて、ものづ
くりに外側から関わる眼鏡の貿易支援や
RENEWの事務局を担う移住者も参加。
なぜ移住したの？産地での暮らしは？将来
のことは？移住の「気になるアレコレ」、直
接聞いてみましょう。セッション後は懇親
会も開催。

嶋田朗子（山次製紙所  和紙職人）
嶋田希望（漆琳堂  漆職人）
山岸充（眼鏡・海外展開＆WEB支援）
森一貴（RENEW事務局）

10月20日（土）19:00-21:00
かわだ尾花屋まちライブラリー 
Warashi Café

先輩移住者トークセッション

TALK03

参加費
（軽食込）
1,000円

「自分の時間を生きていたい。」ナカムラケ
ンタ氏、初の著書『生きるように働く』の出
版記念トークイベントを開催。ナカムラケン
タ氏は、求人サイト「日本仕事百貨」の運
営や、東京・清澄白河に小さなまちをつく
る「リトルトーキョー」や「しごとバー」の企
画・デザイン監修を手掛けてきました。全
国各地で「生きるように働く」人 を々訪ね歩
いてきたナカムラケンタ氏が、10年のあい
だ重ねてきた体験をみなさんと共有します。

ナカムラ ケンタ
（日本仕事百貨  代表 /シゴトヒト 代表取締役）

10月20日（土）11:40-12:40
うるしの里会館内・和室

『生きるように働く』出版記念トークイベント

TALK02

参加費
500円

このマークが目印！
福井採用情報
福井で働きたい！

ものづくりの現場で働くことに興味を持った方は、JOINの頭文字
「J」のマークを掲げる企業をチェック！Jのマークは「人材募集中」
を意味しています。募集の詳細については、お近くのスタッフに
直接声を掛けてみてくださいね。


