
古田 航也
LIFE アルマジロトカゲ

素材：銅・真鍮
技法：鍛金・彫金

kouya@cosmos.ocn.ne.jp

Kouya Furuta

河野 太郎
森のかたち 20-3

素材：高錫青銅
技法：蝋型鋳造

taro.kawano.0106@gmail.com
https://tarokawano.myportfolio.com/

Taro Kawano

今西 泰赳
Cell Cluster

素材：陶磁器
技法：上絵

hirotake.imanishi@gmail.com
http://hirotakeimanishi.com

Hirotake Imanishi

魚津 悠
mist

素材：磁器土
技法：鋳込み

yuu.uozu@gmail.com

Yuu Uozu

Yurie Nakashima中島 ゆり恵
月舟

素材：真鍮・錫
技法：彫金・透し彫り

yurie-n.com

酒尾 孝基
捥ぎる等

素材：陶　技法：新しい土の動きを作ろうと思い、ほじる、
もぎる、など試行錯誤している。

muddy_ko_bo_6_4@yahoo.co.jp

Kouki Sakao

森本 道恵
加賀ゆびぬき 錦秋

素材：絹糸、真綿、紙、布

michiemorimoto＠gmail.com
https://www.instagram.com/morimoto_yubinuki

Michie Morimoto

吉田 純鼓
ＡＫＡ

素材：磁器
技法：赤絵細描

junkoyoshi0707@gmail.com

Junko Yoshida

山田 武志
刺青〈shisei〉

素材：絹、染料
技法：加賀友禅技法

sanglierkitchen@gmail.com

Takeshi Yamada

長谷川 真希
ネックレス「夜明けのダリア」

素材：銀、赤銅
技法：七宝

kirara.makimaki55@icloud.com

Maki hasegawa

堀 貴春
White  Hymenopus coronatus

素材：磁土
技法：鋳込み

takaharu.h@utsuwamushi.com
http://utsuwamushi.com

Takaharu Hori

長井 未来
打出象嵌箱「繚乱」

素材：真鍮、純銀、銅、銀950
技法：打ち出し、象嵌、黒化着色

izumo82da@gmail.com

Miku Nagai

大下 百華
White horse with boy
（Classic Ko artistic series)

素材：黒蝶貝・漆・金・銀・夜光貝・卵殻
技法：蒔絵・螺鈿・卵殻

info@classic-ko.jp

Yuka Oshita

富永 一真
青のかたちをつくる

素材：ガラス
技法：吹きガラス、キルンキャスト

kazuma.824@hotmail.co.jp
https://tominagakazuma.wixsite.com/work

Kazuma Tominaga

中村 滋
加賀竿 タナゴ竿

素材：竹、絹糸、漆
技法：加賀竿の技法

sigea10t0@m2.spacelan.ne.jp

Shigeru Nakamura

増井 洋子
古代緑ダエン bowl

素材：磁器土
技法：タタラ成形

deercat49@yahoo.co.jp

Yoko Masui

白岩 玲子
しましまのうつわ

素材：磁土、陶土
技法：ロクロ成形

shiraiwa.reiko@gmail.com

Reiko Shiraiwa

太田 志保
電脳漆繭玉・ハチと花

素材：漆、樹脂
技法：螺鈿

siho@viva-mambo.co.jp
https://www.instagram.com/siho_ota/

Shiho Ota

KOGEI KAIRO in HIROSAKA　　　 2020.10/10（Sat）-11/03（Tue）

KOGEI KAIRO in ISHIKAWA PREFECTURAL MUSEUM OF HISTORY
2020.10/23（Fri）-10/25（Sun）

This year's exhibition will be held in Hirosaka, next to the 21st 
Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, where artists 
and galleries will exhibit their works in the windows of the Hirosaka 
shopping arcade from 10th October to 11th November. Moreover, 
from 23rd to25th of October, an exhibition of 21 artists, ranging 
from tradit ional to contemporary crafts, wil l be held at the 
Museum of Prefectural History to coincide with the opening of the 
National Craft Museum. (Works are available for purchase.)

本年度は金沢21世紀美術館に隣接する広坂にて開催。10/10～11/3は広坂
商店街ウインドウに作家とギャラリーが工芸作品を展示。10/23～25は国立
工芸館の開館にあわせ、県立歴史博物館にて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いたします。（作品購入可）

工芸回廊工芸回廊
町なかに広がる工芸の世界

【ご注意】

■新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染状況等により、
予告なしに内容・会場・日程・時間・定員等が変更または中止と
なる場合があります。

■ご来場される方は、37.5度以上の発熱や風邪、味覚障害等の症状が
あるなど体調が優れない場合のご参加はご遠慮いただき、マスクの
着用、手洗い、手指の消毒、社会的距離の確保などをお願いします。

■予防対策として、作家、講師、スタッフは、マスクを着用し、会場
には消毒液を設置いたします。

■「換気の悪い密閉空間」「多数が密集する場所」「近距離での会話
や発声が行われる場面」を避けた運営をおこないます。みなさま
のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Artist 県立歴史博物館にて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いたします。

保木 詩衣吏
雪溜まり Ⅴ

素材：ガラス
技法：フュージング、スランピング、絵付け

marunoporikuson@yahoo.co.jp
http://shierihokiglassworks.com

Shieri Hoki

Mariko Kobayakawa小早川 眞理子
まう

素材：SV、18K、漆
技法：蒔絵

mari1949m@gmail.com
http://cuore-mariko.com

高木 基栄
精神分析

素材：ガラス
技法：宙吹き、サンドブラスト、着色、接着

glamorousglass0824@gmail.com
https://glass-glamorous-glass.com

Motohide Takagi

[ 主   催 ] 金沢21世紀工芸祭実行委員会　金沢市　
[ 共   催 ] 認定NPO法人趣都金澤  公益社団法人金沢青年会議所  金沢アートスペースリンク
[ 後   援 ] 金沢市PTA協議会　
[ 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番地1 3F　Email : info@21c-kogei.jp

令和2年度
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

工芸回廊in広坂　　　  2020.10/10（Sat） - 11/03（Tue）
工芸回廊in歴史博物館  2020.10/23（Fri） - 10/25（Sun）

入場無料

Admission Free

http://www.classic-ko.jp

工芸回廊 in 歴史博物館
10/23（Fri）-10/25（Sun）
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Kanazawa Noh Museum　1-2-25,Hirosaka,Kanazawa

金沢能楽美術館 

かつて金澤能楽堂があったゆかりの地・広坂にて、金沢
の能楽「加賀宝生」に伝わる貴重な能面や能装束を
収蔵展示するとともに、全国に伝わる能楽の名品を紹介
しています。能面・能装束体験コーナーが人気です。

10：00-18：00
［定休日：月曜日 祝日の場合は翌平日、展示替え期間］
金沢市広坂1-2-25

Artist & Gallery
歩道を散策しながらウィンドウ越しの工芸巡りをお楽しみください。金沢市内のギャラ
リーや工房による工芸作家の展示を 6 箇所のショーウインドーで展開しています。

KAMU

KAMU　1-1-52,Hirosaka,Kanazawa

火～木曜日・祝日11:00-18:00　金曜日・土曜日11:00-20:00
［定休日：月曜日］　金沢市広坂 1-1-52

伊藤尚友堂

Itoshoyudo　1-1-52,Hirosaka,Kanazawa

石川県の作家の品をはじめ、日常にもお使いできる様な沢山
の商品を取り揃えております。美術館の様な広く落ち着いた
店内で心ゆくまでご覧くださいませ。

9:30-16:30［定休日：水曜日］金沢市広坂1-1-52

あおぞら薬局

Aozora Pharmacy　1-1-1,Korinbo,Kanazawa

展示作家：高木基栄 TAKAGI Motohide (ガラス）
ディレクション：十一代 大樋長左衛門（年雄）
　　　　　　 info@ohimuseum.com

9:00-19:00［定休日：日曜日・祝日］金沢市片町1-1-1

x

歴

国立

KOGEIフェスタ！
日時：2020.10/10（Sat）-11（Sun）
場所：しいのき迎賓館・しいのき緑地

KOGEIマルシェ（工芸の販売会）やKOGEI
体験など、金沢の工芸を見て、触れて、作って
楽しむ催しが盛りだくさんです。 

東京から石川へ東京国立近代
美術館工芸館が移転し、通称
「国立工芸館」として10月25日
に開館します！工芸のまち金沢
で、全国各地の質の高い工芸
作品コレクションをご鑑賞
ください。Photo：Takumi Ota

NOW
平日 13:00-17:00
土日祝 11:00-17:00
［定休日：月・火曜日］
金沢市広坂1-1-51

ARTIST：
野口健　Ken Noguchi
漆芸　Lacquer
DIRECTION：

galleria PONTE

NOW
1-1-51,Hirosaka,Kanazawa

1

能作
10：00-19：00
［定休日：水曜日］
金沢市広坂1-1-60

ARTIST：
【オカモチ茶箱】
澤山工作所　Sawayamakousakusyo
塩谷 公平　Kohei Shiotani
白岩 玲子　Reiko Shiraiwa
真釦　Shin Button
田圃 佳代子　Kayoko Tambo
田 聡美　Satomi Den
戸出 雅彦　Masahiko Toide
モンデン エミコ　Emiko Monden
吉村 安司　Yasushi Yoshimura
渡辺 秀亮　Hideaki Watanabe
渡部 匡人　Masato Watanabe

【IKI 茶箱】
石森木工　Ishimorimokkou
笠松 加葉　Kayo Kasamatsu
高田 光彦　Mitsuhiko Takada
津田 六佑　Rokusuke Tsuda
武部 徹　Toru Takebe
利岡 光一郎　Koichiro Toshioka
北 美貴　Miki Kita

3

Nosaku
1-1-60,Hirosaka,Kanazawa

ARTIST：
釣 光穂　Mitsuho Tsuri
陶芸　Ceramics
DIRECTION：

ルンパルンパ
gallery rempahrempah

Taikido
1-1-55,Hirosaka,Kanazawa

2大気堂
9:00-18:30
［定休日：日曜日・祝日］
金沢市広坂1-1-55

ARTIST：
安井ちさと　Chisato Yasui
陶芸　Ceramics
DIRECTION：

atelier & gallery creava 

TORi／NOW
1-2-32,Hirosaka,Kanazawa

5TORi／NOW
［定休日：不定休］
金沢市広坂1-2-32

ARTIST：
大塚麻由 Mayu Otsuka
ガラス　Glass art
DIRECTION：

cafe ＆ gallery musee

Imai Kinpaku
1-2-36,Hirosaka,Kanazawa

6今井金箔 
10:00-17:00
［定休日：月・金曜日］
金沢市広坂1-2-36

金沢・クラフト広坂
10：00-18：00
［定休日：月曜日（祝日の場合翌日）］
金沢市広坂1-2-25

ARTIST：
柿野 茜　Akane Kakino
ガラス　Glass art

村上 有輝　Yuki Murakami
染　Dyeing

平岡 純平　Junpei Hiraoka
陶芸　Ceramics

三宅 日加里　Hikari Miyake
陶芸　Ceramics

五月女 晴佳　Haruka Soutome
漆芸　Lacquer

郭 宜瑄　IHSUAN KUO
金工　Metalwork

山添 恵茉　Ema Yamazoe
金工　Metalwork

小山 敦子　Atsuko Koyama
ガラス　Glass art

DIRECTION：

金沢卯辰山工芸工房
Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo
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Shirai Bijutsu　1-2-27,Hirosaka,Kanazawa

白井美術

骨董品、絵画、美術品、茶道具、九谷焼等、正札で表
示しご紹介しております。お気軽にお立ち寄り下さい。
また、買取・評価も致しております。是非ご相談ください。

10:00-17:00［定休日：月曜日］
金沢市広坂１-2-27

B

C

金澤水銀窟

Kanazawa Suiginkutsu　1-9-11,Hirosaka,Kanazawa

プレオープニング「試展」10月24日（土）、25日（日）
＊11月3日より通常営業開始予定

13：00-19：00［定休日：不定休］
石川県金沢市広坂1-9-11（旧BUH）

D

Kanazawa Craft Hirosaka
1-2-25,Hirosaka,Kanazawa

工芸回廊 in 広坂
10/10（Sat）-11/03（Tue）

Tie-up
広坂エリアの美術館やショップと共同し展示などを行っております。

工芸祭のプログラムの一つ、「みらい茶会」では、
茶道具に焦点を当て、様々な工芸家がトラディ
ショナルとコンテンポラリーをテーマにした茶箱
を共同制作しました。今回は能作にて実物を展
示しております。

G

Hokusando　1-2-33,Hirosaka,Kanazawa

九谷陶芸 北山堂

作家名：三代 三ツ井為吉。初代八十吉の系譜を受け
継ぐ九谷焼作家。皇族・外国大使等の作品買い上げ
多数。

9:30-18:00［定休日：月曜日（祝日の場合は営業）］
金沢市広坂1-2-33

21美のプールで有名なレアンドロの最新作が目玉！他にも自然の力強さ溢れる動物
の彫刻作品や、独創的で鮮やな色使いの器など展示のために制作した新作を含め、
日本未公開作品を多数展示しております。心揺さぶる“物”の力を感じて頂きたい!!

KOGEI KAIRO in HIROSAKA

工芸回廊 in広坂 タイアップ
10/10（Sat）-11/03（Tue）

KOGEI KAIRO in HIROSAKA

DIRECTION：金沢みらい茶会
制作：ギャラリーAs baku B関係作家有志

DIRECTION：金沢みらい茶会
制作：公益社団法人金沢青年会議所
　　　IKIプロジェクト


