
【Place】Ryouri Komatsu 86-1,Urokomachi,Kanazawa【Capacity】8 people【Price】27,000yen(drinks not included)

ICHIZA KONRYU

 K A NA Z AWA A RTISTICA LLY CUISINE -FROM SHUHA R I-

【Place】Gyokusen'inmaru Garden 1-1,Marunouchi,Kanazawa【Capacity】25 people【Price】30,000yen(drinks included)
Y U Z A NO K I

【Place】Shiki 2-10,Kazuemachi,Kanazawa【Capacity】10 people  
【Price】20,000yen(drinks not included but for an aperitif and souvenir included )

Asador  de Otono de Arroz �e mixture between various tradit ions creates the specia l l imited dinner.
�e charm of Kaga Yuzen French cuisine and Yasue Hachiman Shrine weaves a fantasy space.

METAMORPHOSIS AND TRANSFORMATION
A dinner where you will experience the feelings of a man who has changed into a tree and then changes from a tree into a bowl

【Place】 Kanazawa Castle Park 【Capacity】20 people【Price】40,000yen (drinks and souvenir included)
【Place】TOMOKOBO 6,Koraimachi,Kanazawa【Capacity】30 people【Price】7,000yen(2drinks and souvenir included)

【Place】 Yasue Hachiman Shrine 11-27,Konohanacho,Kanazawa【Capacity】20 people【Price】30,000yen(drinks included)

Kaga Hyakumangoku and Takayama Ukon ～ explore the origin of the sense of beauty ～
【Place】Ishikawa prefectral museum of history 3-1,Dewamachi,Kanazawa【Capacity】15 people【Price】30,000yen(drinks included)

CHU-DO

【Place】BNFM　But Not For Me 1-8-1,Owaricho,Kanazawa  【Capacity】1st 10 people /2nd 10 people【Price】6,000yen (drinks included)

諏訪 綾子 / アーティスト・food creation 主宰

Born in Hokkaido in 1980. Graduated from Tohoku University of 
Art And Design in 2005. Accomplished the course of Kanazawa 
Utatsuyama Kogei Kobo in 2007. Working as supervisor of 
NENDO studio from 2011. Actively engaged in solo exhibition in 
Ishikawa and other prefectures.

中道とは、とかく極端に陥りがちな二元論な発想を戒める姿勢を説く仏教用語。堅く考え
ずとも、ちょっと気持ちをなごませるものがある、この言葉のニュアンスを感じていただ
ければ。静かな境地で生きていきたい、そのように願って。

1978年、群馬県生まれ。金沢の大学に進
学。卒業後、懐石 つる幸に入社し、日本料
理を修業する。その後、神奈川・東京・岐
阜の日本料理店で13年間修業を経て、金
沢へ戻り、鮨修業を始め、現在に至る。金
沢在住。

[Artist]  Y UICHI NA K ATA

Born in Gunma in 1978. Graduated from Kanazawa University. 
Trained the traditional multi-course restaurant Tsurukou  in the 
Gifu and Kanagawa prefecture and the Tokyo Metropolitan 
Area for 13 years. Today he is training to become a sushi chef 
in Kanazawa.

[A Chef ]  TEPPEI A NDO

2016.10/15 Sat
1st   11:00~12:30
2nd 13:30~15:00

料理人 / 安藤 鉄平

1980年、北海道生まれ。2005年、東北芸
術工科大学卒。07年、金沢卯辰山工芸工
房修了。11年、ねんどスタジオ主宰。県内
外の個展を中心に活動。

作家 / 中田 雄一
陶芸家、ねんどスタジオ主宰

CHU-DO is a Buddhistic term. It means that one does not have to think deeply about things, but has to relax. Come and experience 
this spiritual and tranquil feeling at CHU-DO.

空間で表現しうるものは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚。そこに味覚を空間表現の一部として捉え、
五感表現の本質を創出する。空間がもたらす感覚の多様性を体感ください。

銀座、プロヴァンスで修行。三年前に金
沢に。

[Space Designer]  K IMI HASEGAWA

Trained in Ginza and the French Provence. 
Moved to Kanazawa in 2013.

[A Chef ] K A ZU YA YOSHIDA

2016.10/16 Sun 18:30~21:00頃

料理人 / 吉田 一哉
Couleur(クルール)オーナーシェフ

「空気をデザインする」をテーマに様々
なクリエイションを手掛ける。代表作、
表参道イルミネーション、東京デザイン
ウィーク/ミラノ、日本桜風街道等。フラ
ンス国民美術協会主催サロン展2014年
金賞、DSA優秀賞他多数。

 空間デザイナー/ 長谷川 喜美
ベルベッタ・デザイン代表 

What can be expressed in the space are the senses of visual, auditory, touch and smell. The sense of taste is a part of space 
expression and it creates essence of five senses. Experience the diversity of senses that brought by the space.

SHUZEN SHOKUSAI

趣膳食彩

趣膳食彩お申込み

PROGR AM

TOSHIO OHI CHOZ A EMON X I

SHIN YA CHIFU

TOMOMI K AWASAKI

Y UK A FUNA MI 

K ENTARO TAK AYA M A

AYAKO SU WA

IZUMI TSUCHII

K ATSUO MIZUGUCHI 

金沢が誇る食文化と工芸の饗宴。金沢の街

を深く知るディレクター陣が、工芸作家や料

理、空間を独自の感性でコーディネート。この

日のためだけに用意されたプレミアムな世界

観を五感で味わう、一期一会の総合芸術。 

プログラム

A premium feast for one day only. A feast featuring the food culture and the 
industrial arts Kanazawa takes pride in. The group of directors has a deep 
understanding of Kanazawa city, and coordinates the works of industrial 
artists, food, and the space itself with a distinctive aesthetic. Enjoy the 
premium atmosphere created especially for this day with all of senses at this 
once in a lifetime composite art.

要
予
約

DIRECTORディレクター

金沢21世紀工芸祭の最新情報は公式SNSで随時更新中。趣膳食彩に関するお問い合わせは公益社団法人金沢青年会議所　TEL:076-232-3027へ 受付時間:平日9:00～17:00

ご希望のプログラム名、お名前、ご連絡先を明記の上
下記FAX番号まで送信ください。

Reservation / Inquiry
http://21c-kogei.jp/

FAX:076-232-3026 平成28年度 文化庁　文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業
Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2016

下記のURL又はFAXからお申込みいただけます。

舟見 有加 / ギャラリー店主
1972年、金沢市生まれ。金沢のギャラリーで5年間勤務後、工人(金沢)でGallery 工人を運営。
2008年より珠洲市にてGallery 舟あそびを設立。

Born in Kanazawa in 1972. Worked in a gallery in Kanazawa for 5 years. Manages Gallery KOJIN in Kanazawa. 
Established Gallery FUNA-ASOBI in Suzu in 2008.

川崎 知美 / 陶芸家、TOMOKOBO 主宰

1981年、金沢市生まれ。2000年、石川県立工業高校工芸科卒。06年、卯辰山工芸工房修了。子来町
にTOMOKOBOを開く。14年、TOMOKOBO wonder space開業。

Born in Kanazawa in 1981. Graduated from Craft Course Ishikawa Technical Senior High School in 2000. 
Graduated from Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo.Opened TOMOKOBO in Koraichimachi. Established 
TOMOKOBO wonder space in 2014.

千布 真也 / AMD株式会社（旧社名エーミライトデザイン）代表
海外放浪やBAR経営を経て2006年にエーミライトデザインを設立。インディペンデントなク
リエイティブ集団として、東京や金沢、国外で活動中。工芸祭のプロモーションにも携わる。

Established A-milight design in 2006 after traveling internationally and managing a bar. Currently conduct 
activities in Tokyo, Kanazawa, and overseas as an independent creative group.Company name changed to AMD  
ltd.on August 1st,2016. Also involved in the promotion of Kanazawa 21st century KOGEI festival.

十一代 大樋 長左衛門 
350年の歴史を誇る、世界的にも名高い茶陶・大樋焼の継承者。1958年、十代大樋長左衛門の長 
男として金沢に生まれる。ボストン大学大学院修士課程修了。2015年、第54回日本現代工芸美
術展で内閣総理大臣賞受賞。16年、十一代大樋長左衛門襲名。

Heir of the world famous porcelain Ohi-yaki, which has a history of 350. Born in 1958 in Kanazawa as the eldest 
son of 10th Ohi Chozaemon. Received his master's degree at Boston University.Received Prime Minister of Japan 
Prize from Fifty-Fourth Japan Contemporary Craft Exhibition in 2015.Succeeded to the name of 11th Ohi 
Chozaemon in 2016.

水口 克夫 / Hotchkiss 代表 アートディレクター

1964年、金沢市生まれ。北陸新幹線開業、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」、サントリーなどの広
告を手がける。2015年、金沢にBooks under Hotchkissをオープン。

Born in Kanazawa in 1964. Worked in advertisement, e.g. the Hokuriku Shinkansen high speed railway 
promotion, the historical NHK drama "Sanada-Maru", Suntory etc. Opened “Books under Hotchikiss” in 
Kanazawa in 2015.

土井 泉 / プランナー

1973年、金沢市生まれ。東京、パリにてファッションからブランディングまで幅広い領域
で活動後、金沢へ。本年5月まで広告代理店にてプランナーとして従事。現在フリーランス
として活動。
Born in Kanazawa in 1973. Acted all the way from apparel and branding in Tokyo and Paris. Currently works 
freelance after working for the advertising agency as a planner in Kanazawa.

石川県羽咋市生まれ、金沢美術工芸大学卒。国内外で幅広く活躍し、パフォーマンス「ゲリ
ラレストラン」やフードインスタレーションなどを発表。人間の本能的な欲望、好奇心、進
化をテーマにした新たな食の価値を提案している。
Born in Hakui city, graduated from Kanazawa collage of art. Formerly actively working domestic and foreign 
extensively. Presented the performance "guerrilla restaurant" and the food installation. Proposed the value 
of innovative cuisine with the theme of men's instinctive desires, curiosity, and their evolution.

高山 健太郎 /ノエチカ ディレクター

1982年、大阪市生まれ。2004年よりベネッセアートサイト直島のアートプロジェクトに関
わる。13年に金沢に移住し、ノエチカのディレクターとしてアートプロジェクト・まちづく
り・観光等、文化の経済化・国際化に取り組む。

Born in Osaka in 1982. Involved in the project of the benesse art site Naoshima in 2004. Moved to 
Kanazawa in 2013 and became the director of Noetica. Acts in art projects, engaged in community, 
sightseeing, cultural economy development and globalization.

Born in  Ishikawa Prefecture in 1981, graduated painter from Tokyo 
National University of Fine Arts. He is the 6th generation of Kutani 
porcelain artists in his family. He leads pottery and takes part in 
various activities. He also does artistic performances. Started to 
create bear-themed works since last year.

熊をテーマに九谷焼作品を制作している上出惠悟と、長い時を越えた熊と人間との関係を紐
解きながら、上出が今回の為に制作した器と、嗜季の料理長今井友和によるくずし割烹という
スタイルで熊を食す特別な一夜。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1981年、金沢のお寿司屋の長男として生
まれる。高校卒業後、日本料理店等で修行。
金沢片町にあった「a.k.a.」に10年間勤め、
その傍ら京都の割烹店に3年間修行で通う。
2014年「嗜季」移転オープン、料理長にな
る。

[Artist]  K EIGO K A MIDE

Born in 1981 as the eldest son of a sushi chef from Kanazawa. 
Schooled at various Japanese restaurants after graduating high 
school. Worked at "a. k. a." in downtown Kanazawa for 10 years. 
Trained at a Japanese restaurant in Kyoto for 3 years before 
opening the popular restaurant Shiki in Kanazawa. Received the 
title of Master Chef in 2014.

[A Chef ]  TOMOK A ZU IM A I

2016.10/14 Fri 19:00~22:00

料理人 / 今井 友和
嗜季料理長

1981年、石川県生まれ。東京藝術大学美術
学部絵画科卒業。家業である九谷焼窯元の
六代目にあたる。窯を先導し様々な取り組
みを行う傍ら美術家としても活動し、昨年
より「熊」をテーマに作品の発表を続けて
いる。

1955年、陶芸の世界でオブジェという分
野を切り拓いた故・八木一夫の長男とし
て、京都・五条坂に生まれる。青白磁を追
求し、作品は国立近代美術館をはじめ大
英博物館等、国内外の美術館に多数所蔵
されている。

宝暦2(1752)年創業の、金沢で最も古い
歴史を持つ老舗料亭。豊かな山海の幸を
堪能できる加賀料理を提供している。

作家 / 上出 惠悟
上出長右衛門窯六代目

Keigo Kamide creates bear-themed Kutani porcelain products; porcelain exhibiting the relation of man and bear. Simple but fine traditional 
cuisine by master chef Tomokazu Imai from the popular restaurant Shiki.

Born in Kanazawa in 1981. Finished Ishikawa Technical Senior 
High School’s craft course in 2000. Completed the Kanazawa 
Utatsuyama Kogei Kobo course. Opened TOMOKOBO in 
Koraichimachi. Established TOMOKOBO wonder space in 2014.

Born in Toyama in 1977. Dreamt of becoming a cook since the age 
of 8 and started working in the food industry at the age of 16. 
Experienced working at restaurants and trained at the restaurant 
Alameda in the Spanish Basque region. Opened the Spanish 
restaurant “Aros" in Kanazawa in 2006.

1977年、富山県生まれ。8歳より料理人を
志し、16歳で本格的に料理業界のドアを叩
く。料亭やレストランを渡り歩き、スペイ
ン・バスク「アラメダ」で修行。帰国後、金沢
で「スペイン料理  アロス」を開業。今年で
10年を迎える。

[Artist]  TOMOMI K AWASA K I

Designing the atmosphere. Her various creations include the 
Omotesando Lights, Tokyo Design Week /Milano, Cherry 
Blossom Road and others. Received a wide variety of awards, 
including the Gold Medal at the 2014 French Salon, sponsored 
by the Société des Artistes Français and the DSA Excellence 
Award.

[Artist]  HITOSHI M A IDA

1974年生まれ。98年に父・毎田健治氏に
師事。国内外で加賀友禅の美しさを生か
した空間装飾にも取り組んでいる。

作家/ 毎田 仁嗣

Born in 1974. Started studying under his father Kenji Maeda in 
1998. Uses features of Kaga Yuzen silk dying to decorate 
spaces in Japan and abroad.[A Chef ] TA K A FUMI ISHIUR A

料理人 / 石浦 隆史
スペイン料理アロス

1981年、金沢市生まれ。2000年、石川県立工
業高校工芸科卒。06年、卯辰山工芸工房修
了。子来町にTOMOKOBOを開く。14年、
TOMOKOBO wonder space開業。

作家 / 川崎 知美
陶芸家、TOMOKOBO主宰

The red-brick building was built from the Meiji era to Taisho era. It 
was used as a army stockhouse during World War II, and became 
the Kanazawa College of art after the war. It is one of Japan’ s 
important cultural assets. Never before has the museum allowed 
people to drink and eat inside it.

[Venue] ISHIKAWA PREFECTURAL MUSEUM OF HISTORY

赤レンガの建物は明治から大正時代にか
けて建てられたもの。かつて陸軍兵器庫、
戦後は金沢美術工芸大学として使用され
ていた。国の重要文化財に指定されている。
飲食イベントの会場として使用されるの
は今回が初めて。

会場 / 石川県立歴史博物館

キリスト教迫害により流浪の身となった高山右近を受け入れた加賀藩。その縁が、古九谷焼の
誕生につながったとも言われている。加賀百万石文化の礎を築いた右近の功績に思いを巡ら
せながら、金沢の工芸文化について語り合う夜。

富山生まれ。20歳で築地の魚屋に就職し、
同時に夜間調理師学校で学ぶ。ある鮨職人
に憧れ鮨屋に入る。その後、富山と銀座の
鮨屋で働く。富山と石川でケータリングの
鮨屋を5年続けた後、金沢で鮨  木場谷を開
店。

Born in Toyama. Worked in Tsukiji Fish Market at the age of 20 
and studied at a culinary school in the evening. Following his 
passion, he decided to work in sushi industry. Worked at sushi 
restaurants in Toyama and Ginza. Worked for catering sushi shop 
in Toyama and Kanazawa for 5 years. Opened sushi “Kibatani” in 
Kanazawa.

[A Chef ]  MITSUHIRO K IBATA NI

2016.10/19 Wed 18:30~21:00

料理人 / 木場谷 光洋
鮨 木場谷

The domain of Kaga welcomed Takayama Ukon who was exiled due to the persecution of Christians. He was one of the Kunati porcelain 
pioneers. Take the time to discuss the traditions and the richnesses of Kanazawa’s culture while enjoying your dinner.

主　催 ： 金沢創造都市推進委員会　金沢市　
共　催 ： 公益社団法人金沢青年会議所 　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　Email : info@21c-kogei.jp  

Born in Kyoto in 1955 as the eldest son of Kazuo Yagi, who is 
the pioneer of obje t in the world of ceramic art. He pursues the 
blue and white porcelain. His artworks are kept in the National 
Museum of Modern Ar t and other museums in Japan and 
overseas. 

前田家によって育まれた加賀料理。江戸時代から続く老舗料亭「つば甚」が、守破離の精神
で受け継がれてきた武家の食文化を新たな解釈で表現する。闇に浮かぶ大名庭園を借景に
味わう珠玉の晩餐。

[Artist]  AKIRA YAGI 

The oldest restaurant in Kanazawa, established in 1752. 
Kanazawa’s most well-established restaurant specializing in 
local cuisine with ingredients from the mountains and the 
ocean. They created a premium world created especially for 
this day. They provide a treat for all of your senses.

[Restaurant]  JAPANESE CUISINE TSUBAJIN

2016.10/13 �u 18:30~21:00

日本料理 つば甚
作家 / 八木 明
陶芸家

Kaga cuisine was cultivated by the Maeda family. “Tsubajin” , which has been since Edo period, express the food culture of the 
Samurai history with the spirit of “Shuhari” by a new interpretation.  Enjoy jewel supper in front of the background of views over the 
garden of the lord floating in the darkness. 

Second generation of lacquers of the Kihachi family. Founded 
the Kihachi Kobo atelier in 1882. Star ted as a painter and 
merchant. Supervised many beautiful Yamanaka lacquer works. 
They focus on l oca l  i ndus t r i es in  o rder  to ensure the 
continuation of their art-style.

金沢城のとある場所で繰り広げる五感の旅。喜八工房×土井誠シェフ(ENSO)による、感覚
を研ぎすませ、感情をあじわい、工芸の素材と技を、飲み込み咀嚼することであじわい尽く
すフルコース。一晩だけの儚くも美しい体験。｠

和食の奥深さに惹かれ料理人を目指し
上京、料亭にて修行する。その後、フラン
ス料理に転向。都内のレストランを経て
渡欧、欧州各地の名だたるレストランに
て修行。帰国後、2 0 1 6年金沢にて
『ENSO』を立ち上げる。

[Artist]  KIHACHI KOBO Yamanaka Lacquer

Moved to Tokyo to become a chef because of his interest in the 
Japanese cuisine. Focussed on French cuisine in Tokyo 
afterwards, before training at popular restaurants in Europe. 
Founded the restaurant “ENSO” in Kanazawa in 2016.

[A Chef ]  M A KOTO DOI

2016.10/15 Sat 18:30~21:00

料理人 / 土井 誠
Installation Table ENSO L' asymetrie du calme

塗師2代目喜八が明治15年に「喜八工房」
として創業。「塗師屋商人」の先駆け。山
中漆器のトップランナーとして、美しい
佳品を作り続けてきた。伝統工芸山中漆
器を次代に継ぐべく、地場産業の中で日
夜精進している。

作家 / 喜八工房
山中漆器

You can feel with your five senses at one place in Kanazawa castle. You should concentrate on feeling the real material of crafts and 
the flavor of the excellent cuisine by Kihachi Kobo × chef Makoto Doi(ENSO). It is dreaming and beautiful experience limited only one 
night.   
    

限られた席でお客様とお迎えする側でつくる一夜だけのひととき。店主が普段と違う趣向
で献立をたて、料理小松さんの空間をひとつの茶室に見立て、おもてなしの中にある美意
識を感じていただけたらと思っております。

1970年、金沢市生まれ。金沢の割烹、料亭
で19年間修業を積む。2009年に「料理小
松」を開業。

Ceramist
ARATA ANZAI

Born in Kanazawa in 1970. Trained in traditional course-based 
Japanese cuisine in Kanazawa for 16 years. Opened “Ryori 
Komatsu” in 2009.

[A Chef ]  TA K AY UK I KOM ATSU 

2016.10/17Mon 18:30~21:00頃

料理人 / 小松 隆行
料理 小松

作家 / 安齋 新
陶磁器作家

Ceramist
ATSUKO ANZAI

作家 / 安齋 厚子
陶磁器作家

Bamboo artist
KAZUMI MOTOE 

作家 / 本江 和美
竹工芸作家

Limited seats available at this unique dinner table. Unique dishes at the tearoom-styled restaurant Ryori Komatsu. Discover the 
restaurant’s beauty and hospitality.

陶芸工房にて情熱の料理人石浦氏と「Asador」（スペイン語で「焼く」）をテーマに送るスペシャ
ルランチ。屋外で豪快に焼き上げる肉料理と美食の都・バスクの大会で披露したピンチョスを
堪能しながら楽しいひとときを！

2016.10/16 Sun 11:30~14:00

The passionate chef Mr. Ishiura offers a special lunch at a pottery studio whith the theme of “Asador”, meaning “roast” in Spanish. He uses 
pinchos, which are popular in the Basque region. His lunches are always a treat.

【会場】 嗜季 石川県金沢市主計町2-10

当日のお問い合わせ先　TEL : 076-282-9840

【定員】 10名 【参加費】 20,000円

【テーマ】 熊坐之器

（食前酒込、ドリンク代別、おみやげ付き）

【会場】 玉泉院丸庭園 石川県金沢市丸の内1-1

【定員】 25 名 【参加費】 30,000円（ドリンク付き）

【テーマ】 数寄なる加賀料理 ～守破離～

【会場】 TOMOKOBO 石川県金沢市子来町6

当日のお問い合わせ先　TEL : 080-3048-4638

【定員】 30名【参加費】 7,000円（2ドリンク、おみやげ付き）

【テーマ】 

【会場】 安江八幡宮 石川県金沢市此花町11-27

当日のお問い合わせ先　TEL : 076-233-3688

【定員】 20名 【参加費】 30,000円（ドリンク付き）

【テーマ】 

【会場】 石川県立歴史博物館

【定員】 15名 【参加費】 30,000円（ドリンク付き）

【テーマ】加賀百万石と高山右近～美意識の原点を探る～ 

【会場】 料理 小松 石川県金沢市鱗町86-1 

当日のお問い合わせ先　TEL : 076-224-0118

【定員】 8名 【参加費】 27,000円（ドリンク代別）

【テーマ】 一座建立

【会場】 BNFM But Not For Me 石川県金沢市尾張町1-8-1

当日のお問い合わせ先　TEL : 076-225-8807

【定員】 1部10名  2部10名 【参加費】 6,000円

【テーマ】 中道

（ドリンク付き）

【会場】 金沢城公園内

【定員】 20名 【参加費】 40,000円

【テーマ】 
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  Asador de Otono de Arroz変身と変容
木に変身した男、木から器へ変容していく男、
その心の中の情景を体感するディナー

異なる伝統が交錯する一夜限りの夕餉。
加賀友禅、フランス料理と安江八幡宮が織りなす幻想なる空間。

A
 prem

ium
 feast for one day only

SHUZEN SHOKUSAI
2016.10/13 - 10/19

こ
の
日
限
り
の
プ
レ
ミ
ア
ム
な
饗
宴

趣
膳
食
彩

石川県金沢市出羽町3-1

当日のお問い合わせ先　TEL : 090-7400-7425（担当:宮）

加賀友禅 毎田染画工芸

（協）加賀染振興協会

当日のお問い合わせ先　TEL : 090-7400-7425（担当:宮）

当日のお問い合わせ先　TEL : 090-7400-7425（担当:宮）

秋の焼き物小屋レストラン アロス

（ドリンク、おみやげ付き）

※料金は全て税込み表記となっております。※キャンセルによる払い戻しはできませんのでご了承ください。
All the indicated prices include tax. The money you already paid will not be refunded because of your cancellation.

（撮影 松岡一哲）
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工芸回廊
町家が残る東山など、独自の空気感を持つ市内3エリア
で行う展示イベント。通常の展示空間とは異なる場所と
見せ方で、新たな工芸の魅力を発信。回遊することで街
の多様性も感じられる。作家やギャラリストとの交流も。

KOGEI K A IRO This exhibition event is held in Higashiyama and two other areas in the city with 
their own unique character. The use of an atypical exhibition space lends a new kind of appeal to the 
artwork displayed. You can also experience the diversity of the city by visiting the different locations, 
and even interact with the artists and gallery owners.

GALLERY

タイアップギャラリー     TIE-UP

参加ギャラリー     GALLERY

自在置物の動物たちに鎧を着せる事で、人間に対する「抵抗」と人間との「共生」を表現した作品です。

10:00~17:00

【参加作家】 古田 航也（金工［銅、真鍮等・鍛金、彫金］）
金沢市東山1-15-13 カフェ&ギャラリー三味内
当日のお問い合わせ先   TEL : 080-6358-0217

【Artist】 KOUYA FURUTA
【Place】 Kanazawa Machiya Craftpeople’s studio, Kannon-dori
　　　   1-15-13, Higashiyama, Kanazawa 

F金澤町家職人工房観音通り

深海をイメージした器に中島さんのお菓子を…。器はお持ち帰り頂けます。

【Artist】 TOMOMI KAWASAKI 
【Place】 Japanese Sweets store Kazu Nakashima 1F, 
　　　  1-7-6,Higashiyama,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 川崎 知美（陶芸）
金沢市東山1-7-6 1階
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-258-5280

B菓舗 Kazu Nakashima

輪島の歴史を意識しながら、その素材、技法を応用し、暮らしで使うための木製品、漆器を創作しています。

10:00~17:00

【参加作家】 輪島キリモト・桐本 泰一（木と漆）
金沢市東山1-15-13
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-252-4033

Eカフェ＆ギャラリー 三味

【Artist】 WAJIMAKIRIMOTO・TAIICHI KIRIMOTO
【Place】 Cafe & Gallery Shami 
　　　  1-15-13, Higashiyama,Kanazawa

金沢21世紀工芸祭の最新情報は
公式WEB、SNSで随時更新中。

公益社団法人金沢青年会議所

http://21c-kogei.jpTEL:076-232-3027 平成28年度 文化庁　文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業
Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2016

主　催 ： 金沢創造都市推進委員会　金沢市　
共　催 ： 公益社団法人金沢青年会議所 　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　Email : info@21c-kogei.jp
　　　　TEL : 076‐223‐3580（平日 9：00～18：00） 　  

東山エリア 賑やかな東山のメインストリートと迷路のような路地裏の町家店舗に個性豊かな工芸作家が作品を展示、
作家との出会いも楽しめます。 

Higashiyama area ：On the bustling Higashiyama main street and the home-based shops in the maze-like back alleys, craft shops 
display wares overflowing with originality. Meeting the artists is also part of the enjoyment.

インフォメーション HATCHi 金沢（map内i 1参照）、能作（i2）、金沢駅（i3）、ひがし茶屋休憩館（i4）が各エリアの
情報センターとなり、おすすめの展覧会や参加できるお茶会の案内が得られます。

Information ：THE SHARE HOTELS HATCHi KANAZAWA(See the map i1),Nosaku(i2),Kanazawa Station(i3) and Higashiyama 
Kyukei-kan(i4) are the information centers for each area. Here you can get information on items such as recommended 
exhibitions and tea ceremonies on "Kanazawa Mirai Chakai" to attend.

広坂エリア 学都金沢の面影を残す広坂・本多の森には、金沢美術工芸大学、金沢卯辰山工芸工房、石川県立九谷焼技術
研修所の工芸作家の卵たちのフレッシュな作品展示をご覧いただけます。 

Hirosaka area ：HIrosaka and Hondamachi,where still retains the atmosphere of an old academic city, you can view the fresh works of 
the craft artists who study at Kanazawa Collage of Art, Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo, and Ishikawa Prefectural Kutani ceramics 
technical training center.

落ち着いた雰囲気の主計・橋場には金沢のギャラリーがディレクションした洗練された
展示空間が点在。町家がギャラリーに変身します。

Kazuemachi and Hashibacho area：Kazuemachi and Hashibacho area,where have relaxed atomosphere,there are a number of 
refined, gallery-supervised exhibit spaces. A town house transforms into a gallery.

主計町・橋場町エリア

H

浅野川

K
L

I
J

M

N

交番泉鏡花
記念館

A

BD C
6 E

1

2

F
5

7

4
3

G

浅野川

小学
校

交番

9

O
89

Q

P
R

10

兼六園

金沢21世紀
美術館

金沢駅

広坂エリア  Hirosaka area

東山エリア  Higashiyama area

主計町・橋場町エリア
Kazuemachi and Hashibacho area

お
問
い
合
わ
せ

工芸回廊エリアマップ Area Map of KOGEI KAIRO

金沢城公園
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2016.10/13�u -16 Sun

【Artist】 TOKUDA YASOKICHI IV
【Place】 Morihachi utsuwa’s utsuwa 1-27-11,Higashiyama,Kanazawa

 「伝統と革新」

10:00~17:00

【参加作家】 四代 德田 八十吉（陶芸［九谷焼］）
金沢市東山1-27-11
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-253-2939

森八 うつわの器店 A

シンプルで使いやすく、ちょっとユーモアのあるモノを
コンセプトとして日々作品制作に励んでおります。

金沢に350年受け継がれる加賀友禅。伝統的な染色
技法を用いながら、新たなデザインで制作した着物
を展示。

【参加作家】 坂井 天心（加賀象嵌）

【ディレクター】 ギャラリーセーブル

【Place】 Kelp and seafood place Shirai. 2F,3-2-18,Higashiyama,Kanazawa
金沢市東山3-2-18　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-251-4652

【Artist】 TENSHIN SAKAI
【Director】 Gallery sable 

【参加作家】 毎田 仁嗣
　　　　　（染色［加賀友禅］） 

【Artist】 HITOSHI MAIDA

10:00~17:00昆布・海産物處しら井 D

2階1階

土味だからこその優しさと荒々しさ。古きを新しきに。陶土のもつ太古からの魅力を現代に蘇らせると…。

【Artist】 RYOUMA KANDA, SHUSAKU TOTSUKA, YUKIKO MATSUDA
【Director】 RYOUMA KANDA
【Place】 Machiya Jyuku 1-34-6 ,Higashiyama,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 神田 龍馬、 十握 周作、 松田 由喜子（陶芸）
【ディレクター】 神田 龍馬
金沢市東山1-34-6　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-252-3176

町屋塾 G

ガラスの鋳造技法で制作を行っています。1階の座敷では、独特の透明感を持つガラスで、美しい設えを生かした
空間を表現したいと思います。また、浅野川を望む2階部分では、小品の展示を行います。

【Artist】 MAYU OTSUKA   【Director】 Café & Gallery Musee, REIKO MASUDA
【Place】 SAKE BAR KAZOE 3-6,Kazuemachi,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 大塚 麻由（ガラス）
【ディレクター】 Café & Gallery ミュゼ   益田 玲子
金沢市主計町3-6　　当日のお問い合わせ先   TEL : 080-5375-4922

SAKE BAR 數 KAZOE J

染色作家 前川多仁と現代美術家TARTAROS JAPANが、金沢の趣を色濃く残す主計町・佃邸にてエキセン
トリックな展示を行います。

【Artist】 TARTAROS JAPAN, KAZUHITO MAEKAWA
【Director】 Rempah Rempah, DAI KINUKAWA
【Place】 House of Mr.Tsukuda 3-1,Shimoshincho,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 TARTAROS JAPAN（現代美術）、 前川 多仁（染）
【ディレクター】 ルンパルンパ   絹川 大
金沢市下新町3-1　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-262-0003

佃邸 M

伝統工芸である加賀毛針を背景とした、金沢にしかない希少な美として、みなさまにご愛顧頂きたいと思って
おります。

【Artist】 YUJI MEBOSO 
【Place】 Shunsei 
　　　  Fujioka-bldg.1F,1-1-56,Hirosaka,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 目細 勇治（加賀毛針）
金沢市広坂1-1-56 藤岡ビル1階
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-222-7668

春勢 O

研修生は、日々の研鑽によって修得した九谷焼の伝統技法を基に卒業制作に取り組んでいます。卒業制作展では
特に優れている作品を「パーマネントコレクション作品」として選定し、永久保存することにしています。

【Artist】 Ishikawa Prefectural Kutani ceramics technical training center
【Place】 Hirosaka annex  Ishikawa Prefectural Museum of Art
　　　  1-1,Dewamachi,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 石川県立九谷焼技術研修所（陶芸［九谷焼］）
金沢市出羽町1-1
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-221-8810

石川県立美術館 広坂別館 Q

移り行く自然をテーマに留まることのない美を作品に表現。雪、落葉、泡などを施し美しさや哀愁を表現する
ガラス作品。植物が成長し刻々と移り変わる動きを、多彩に変化する塗膜で表す漆作品などを展示します。

【Artist】 REIA MOMOSE, SHIERI HOKI   【Director】 Yamanoue Gallery, YUMI TODA
【Place】 Machiya cafe Tuchiya 2-3,Kazuemachi,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 百瀬 玲亜（漆）、 保木 詩衣吏（ガラス）
【ディレクター】 山ノ上ギャラリー   東田 由美
金沢市主計町2-3　　当日のお問い合わせ先   TEL : 090-8097-4702

町家カフェ土家 I

12:00~17:00

【参加作家】 魚津 悠（磁器土、ろくろなど）
金沢市主計町1-5
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-222-1108

Bar 一葉

把握しづらい物質に興味があります。水や空気などちょっとした気候の変化で姿形が変わり、雫や気体などその
瞬間を焼いてカセキにする。そんなニュアンスです。

【Artist】 YUU UOZU
【Place】 Bar Hitoha
　　　  1-5,Kazuemachi,Kanazawa

L

目を閉じる少女たちを、ガラス鋳造しエナメル着彩した技法で作成。見る人を瞑想や夢想する世界へと誘う
ガラス作品を、歴史ある大樋ギャラリー松濤間にて展示。

【Artist】 MASAYO ODAHASHI   【Director】 Galleria Ponte, YOKO MOTOYAMA
【Place】 Ohi Gallery 2-17,Hashibacho,Kanazawa

10:00~17:00

【参加作家】 小田橋 昌代（ガラス）
【ディレクター】 ガレリアポンテ   本山 陽子
金沢市橋場町2-17　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-221-2397

大樋ギャラリー N

12:00~17:00

【参加作家】 小早川 眞理子（金属造形［銀・金・漆・蒔絵］）
金沢市主計町2-11
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-255-6802

Cafe & Bar 彩賀

私の作品づくりの基礎となっているのはYOGAの教えです。どう生きるかを教えてくれ、自分と向き合い自分を知る
ことの大切さを教えています。

【Artist】 MARIKO KOBAYAKAWA
【Place】 Cafe & Bar SAIKA
　　　  2-11,Kazuemachi, Kanazawa

H

女流工芸作家5人による金沢の花をテーマにした展示。

10:00~17:00主計町検番

【ディレクター】 陶庵   吉岡 正義
金沢市主計町3-15　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-221-1031

【参加作家】 

【Artist】 MIZUE MORIUCHI, KAKOKU INAZUMI, SATOMI KAWADA, MIZUKA DEGUCHI, IKON
【Director】 To-an, MASAYOSHI YOSHIOKA
【Place】 Kenban in Kazuemachi 3-15,Kazuemachi,Kanazawa

森内 瑞恵（友禅）、 稲積 佳谷（陶磁）、河田 里美（陶磁）、
出口 瑞花（陶磁）、 世襲じゃない工芸作家集団 IKON（うつわ）

K

i1

i4

i2

i3

【参加作家】 樫尾 聡美（染色）
【ディレクター】 ギャラリー点   金田 みやび
金沢市橋場町3-18 THE SHARE HOTELS HATCHi 金沢
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-256-1100

10:00~17:00HATCHi 金沢

シルクスクリーンプリントや刷毛による染色などの技法を用いたテキスタイルによるインスタレーション。

【Artist】 SATOMI KASHIO   【Director】 Gallery Ten, MIYABI KANEDA
【Place】 THE SHARE HOTELS HATCHi KANAZAWA 3-18,Hashibacho,Kanazawa

i1

P

【ディレクター】 金沢卯辰山工芸工房

【参加作家】 

濱 萌子（陶芸）、 中島 綾香（陶芸）、木下 幸（漆芸）、田中 若葉（漆芸）、李 小筠（漆芸）、岸田 志穂（染）、
小島 柚穂（染）、長沢 碧（染）、新城 すみれ（染）、中島 ゆり恵（金工）、仲村 葵（金工）、 奥澤  華（金工）、
谷口  史（金工）、常磐 耕太（ガラス）、河野 千種（ガラス）、奥村 朝美（ガラス）、渡辺 知恵美（ガラス）

P
【Place】 Old Nakamura Estate. 2F, 3-2-29, Hondamachi, Kanazawa

金沢卯辰山工芸工房研修者有志17名による作品発表。工芸の伝統を踏まえ、素材や表現の新しい可能性を追求した
作品を目指しています。朱壁の間に置かれる作品の見え方も見所です。

金沢市本多町3-2-29　　当日のお問い合わせ先  TEL : 076-221-0751

10:00~17:00 （最終日14:00まで）旧中村邸2階 

【Director】 Kanazawa Utatsuyama Kogei Kobo   【Place】 Old Nakamura Estate. 2F, 3-2-29, Hondamachi, Kanazawa

【Artist】MOEKO HAMA,  AYAKA NAKAJIMA,  MIYUKI KINOSHITA,  WAKABA TANAKA,  LI XIAOYUN,  SHIHO KISHIDA,
YUZUHO KOJIMA, MIDORI NAGASAWA, SUMIRE SHINJYO, YURIE NAKASHIMA, AOI NAKAMURA,
HANA OKUZAWA,  FUMI TANIGUCHI,  KOTA TOKIWA,  CHIGUSA KONO,  ASAMI OKUMURA,  CHIEMI WATANABE

金沢市東山2-1-7
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-255-6106

【Place】 Gallery & Cafe Muku 2-1-7,Higashiyama,Kanazawa

11:00~17:00ギャラリー椋 1

【Place】 Sabo Issho 1-26-13,Higashiyama,Kanazawa

金沢市東山1-26-13
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-251-0108

10:00~18:00茶房一笑 4

【Place】 NOUKA BANZAI THE SHOP Higashiyama 1-15-13,Higashiyama,Kanazawa

金沢市東山1-15-13
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-213-5600

10:00~17:00能加万菜 THE SHOP 東山 7

【Place】 Garelly & Workshop COLONY 1-2-34,Hirosaka,Kanazawa

金沢市広坂1-2-34
当日のお問い合わせ先   TEL : 070-5061-9633

11:00~18:00Gallery & Workshop COLONY 10

【Place】 Nosaku 1-1-60,Hirosaka,Kanazawa

金沢市広坂1-1-60
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-263-8121

10:00~19:00能作 i2

金沢市東山1-13-7
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-282-9909

【Place】 Higashiyama Gallery edge 1-13-7,Higashiyama,Kanazawa

10:00~17:00東山ギャラリー エッジ 3

【Place】 MAKI NO OTO KANAZAWA 1-15-14,Higashiyama,Kanazawa

金沢市東山1-15-14
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-252-5125

11:00~19:00薪の音 金澤 6

【Place】 factory zoomer / gallery 1-2-20,Hirosaka,Kanazawa

金沢市広坂1-2-20
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-255-6826

11:00~18:00factory zoomer / gallery 9

【Place】 Ao no hiromi (gallery space), Kanazawa Hyakubangai, JR Kanazawa station

金沢市木ノ新保町1-1 金沢駅内
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-260-3700

8:30~20:00金沢百番街「あんと」群青の広見 i3
【Place】 KANAZAWA CRAFTS HIROSAKA 1-2-25,Hirosaka,Kanazawa

金沢市広坂1-2-25
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-265-3320

10:00~18:00金沢・クラフト広坂 8
【Place】 Tamakushige 1-14-7,Higashiyama,Kanazawa

金沢市東山1-14-7
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-225-7455

10:00~17:00玉匣 5

金沢市東山1-3-27
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-251-6777

【Place】 Gold & Silver Leaf Crafts Sakuda 1-3-27,Higashiyama,Kanazawa

9:00~18:00金銀箔工芸さくだ 2

九谷焼の上絵付けを用いて、刺激を受けたものから
構成した丸紋などのデザインと独自に調合した葡萄
茶色(えびちゃいろ)を使って作品を。

漆芸の装飾技法「螺鈿」を基調とした、鳥モチーフの
アクセサリーと器を展示。

【Place】 Bar Suiren 1-14-12,Higashiyama,Kanazawa
金沢市東山 1-14-12　　当日のお問い合わせ先   TEL : 076-253-0112

10:00~17:00Bar 粋蓮 

【参加作家】 上端 伸也（陶芸） 

【Artist】 SHINYA KANBATA

【参加作家】 川村 友美（漆芸） 

【Artist】 TOMOMI KAWAMURA

C

10:00~17:00石川県立歴史博物館

金沢美術工芸大学工芸科は、陶磁、漆・木工、金工、染織の各コースで技術や素材に関する制作研究を進めており、
工芸における産業やクラフト、造形表現、装飾の幅広い領域を学生各自の研究テーマに沿い独自の作品世界を
構築しています。15（土）16（日）の13：00よりアーティストトークを行います（1時間半程度）。

【Artist】 Kanazawa College of Art
【Place】 Ishikawa Prefectural History Museum 3-1,Dewamachi,Kanazawa

【参加作家】 金沢美術工芸大学
金沢市出羽町3-1
当日のお問い合わせ先   TEL : 076-262-3236

R15（土）16（日）13：00～
アーティストトーク




