
 ■ 11/26 CoJ＠いしかわ 総合スポーツセンター・サブアリーナ
メインシンポジウム：100年後に残る工芸のために円卓会議 
「工芸と観光」国際会議  要申込 

国内外で工芸にかかわるさまざまな方たちが集まり 
「100年後に残る工芸のために」意見交換。 
会議の締めくくりには、石川・金沢提言を発表。

 ■11/24～11/25 CoJ＠石川県立美術館
「工芸と観光」展望と課題  シンポジウム& マッチング交流会  要申込 

日本全国の工芸に触れる体験を提供する方の ʻ点 ʼをつなぎ、 
日本の観光力にダイナミックな展開を。
日本のものづくり力を観光の力に変える取り組みの実践者が各地から集まり、 
そのネットワークづくりを目的とした2日間。
 ■ 11/24～11/26 KOGEI Art Fair Kanazawa実行委員会 
＠THE SHARE HOTELS KUMU KANAZAWA
「KOGEI Art Fair Kanazawa 2017」

 ■11/24～11/26 金沢市民芸術村 アート工房
「漆芸家 更谷富造」作品展示

 ■11/23 石川県立美術館
いしかわの工芸巨匠座談会
石川在住の人間国宝・芸術院会員など工芸巨匠による座談会
 ■ 11/23 ＠金沢市文化ホール大集会室
金沢21世紀工芸祭　国際工芸シンポジウム金沢「工芸の過去・現在・未来」　
 ■11/23 金沢市民芸術村 アート工房
「漆芸家 更谷富造」トークイベント  要申込 

 ■11/22～11/27 めいてつ・エムザ
「伝統工芸特別展～日本工芸会石川支部正会員による～」

 ■11/20 金沢市立安江金箔工芸館 
金箔フォーラム「文化財保存と金箔産業」

 ■11/19 石川県立美術館
嶋崎丞（石川県立美術館館長）講演会「石川のものづくり ～百工比照～」
 ■11/19 石川県立美術館
陶芸の名作 タッチ＆トーク

 ■10/18～11/26 金沢漆芸会＠フュージョン21（金沢21世紀美術館）
「金沢盃」使って味わう美酒美食

 ■11/17  CoJ＠石川県立美術館・ホール
つくるフォーラム 成果の発表+「求め手」による 
「つくり手募集」プレゼンテーション  要申込 

実際に仕事をしてくれる「つくり手」を、「求め手」が条件を公開し公募。 
これまでの成果発表と、2017年度の新たな公募を発表。
 ■11/17 CoJ＠石川県立美術館・ホール
絶滅危惧の素材と道具 いま起こっていることシンポジウム  要申込 

近い将来に枯渇が懸念される、よいものづくりに欠かせない 
素材や道具について課題共有し、解決策を探る。
 ■11/17 ＠金沢21世紀美術館
金沢21世紀工芸祭「工芸建築」シンポジウム
 ■11/17 石川県
技術研修所見学ツアー「能登コース～輪島塗を学ぶ～」 要申込 

 ■11/17 A. SPACE
加賀指物を知る  要申込 

 ■11/16 CoJ＠金沢市立中村記念美術館・旧中村邸
おとな工芸見分け方講座 
「茶の湯に見る漆 見どころ・誉めどころ・極めどころ」  要申込   

よい道具をいかに深く味わい楽しむか。 
使い手・つくり手それぞれの立場から、見どころ・誉めどころ（勘どころ）を指南。
 ■ 11/16～11/19 公財）石川県デザインセンター 
＠石川県政記念しいのき迎賓館
「石川県デザイン展」

 ■11/12 石川県輪島漆芸美術館
ふれて感じる漆芸技法アレコレ  要申込 

 ■ 11/12 石川県九谷焼美術館
講演会「魯山人作品を鑑賞する」講師 山田和（作家・魯山人研究家）

 ■11/11～12/17 石川県立美術館
「百工比照Ⅱ」「加賀蒔絵の世界」「棚の美」 
東京国立近代美術館工芸館名品展「陶磁いろいろ」
 ■ 11/11～2018/1/14 公財）石川県デザインセンター 
＠石川県輪島漆芸美術館
「国際漆展・石川2017 輪島展」

 ■11/11 石川県＠石川県立能楽堂
嵐山光三郎講演会「石川の伝統工芸と伝統文化（仮称）」  要申込 

 ■ 11/10 ＠THE SHARE HOTELS KUMU KANAZAWA
金沢21世紀工芸祭「KOGEIトーク」

 ■ 11/9～11/19 金沢漆芸会 
＠金沢21世紀美術館 市民ギャラリーA
金沢漆芸会展50回記念「金沢漆工比照 加賀蒔絵からの今」

 ■ 11/7～11/19 ＠金沢21世紀美術館
金沢21世紀工芸祭「工芸建築」展
 ■11/7～11/12 ＠兼六園時雨亭ほか
ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 県民茶会

 ■ 11/5～11/26 （毎週日曜） 金沢学院大学 
＠金沢学院大学サテライト教室
工芸連続セミナー –石川の漆工と陶磁–  要申込 

16日17日11日 12日9日5日 7日4日
 ■ 11/4～11/5 石川県伝統産業振興協議会＠石川県政記念しいのき迎賓館
「石川県伝統工芸展 inしいのき緑地」

 ■11/4 石川県＠石川県立歴史博物館
工芸文化の歴史講座「三代利常と文化政策」
 ■11/4 石川県文化財保存修復工房＠石川県立美術館
第1回修復工房セミナー「文化財を守る–漆工芸品の保存と修復–」
講師 山崎剛（金沢美術工芸大学教授）

10日

 ■10/15～11/26 （開催日要確認） ＠金沢市内各地
金沢21世紀工芸祭「金沢みらい茶会」  要申込 

 ■10/15 金沢湯涌創作の森
わくわく工芸体験  要申込 

 ■10/14～11/25 （毎週土曜） ＠wonderspace白菊
金沢21世紀工芸祭「金沢みらい工芸部」  要申込 

 ■10/14～11/26 （開催日要確認） ＠金沢市内各地
金沢21世紀工芸祭「趣膳食彩」  要申込 

 ■10/14～11/26 ＠金沢市内各地
金沢21世紀工芸祭「金沢アートスペースリンク」

 ■10/13 石川県
技術研修所見学ツアー「加賀コース ～山中漆器・九谷焼を学ぶ～」  要申込 

 ■10/13～10/25 公財）石川県デザインセンター＠石川県政記念しいのき迎賓館　
「国際漆展・石川2017」

 ■10/12  CoJ＠金沢21世紀美術館 シアター21
シンポジウム「茶道から学ぶていねいな暮らし」  要申込 

茶道家が、現代生活と工芸をテーマにして縦に横に語る。

 ■10/11 CoJ＠金沢21世紀美術館
工芸ピクニック＠金沢21世紀美術館
工芸をもっと楽しく、身近に！ 全国からバラエティーに富んだチームが集い、 
金沢21世紀美術館の芝生で、思い思いに工芸ピクニックを実践。
 ■10/11～10/17 めいてつ・エムザ 5階美術サロン
金沢城・兼六園大茶会出品作品展

 ■10/9 公財）宗桂会＠宗桂会館　
人間国宝・中川衛 特別講演「金沢の工芸と象嵌」  要申込 

 ■10/9 ＠北國新聞赤羽ホール、金沢市内
金澤きもの小町  要申込 

 ■10/7～10/9 ＠兼六園時雨亭、金沢城公園玉泉庵ほか
金沢城・兼六園大茶会  要申込 

 ■10/7～10/9 ＠石川県立美術館
金沢城・兼六園大茶会 特別茶会  要申込 

 ■10/7～10/15 石川県立輪島漆芸技術研修所
「50年のあゆみ展」

 ■ 10/7～10/9 ＠石川県政記念しいのき迎賓館ほか
KOGEIフェスタ！
 ■10/7～11/20 金沢卯辰山工芸工房
東京国立近代美術館工芸館名品展関連事業 「乾漆 -KANSHITSU-展」
 ■10/7～12/3 金沢市立安江金箔工芸館
秋季所蔵作品展「金箔と日本美術」
 ■10/7～11/5 加賀友禅技術振興研究所＠友禅会館
加賀友禅まつり
 ■10/7～11/4 ＠金沢21世紀美術館
片岡鶴太郎 四季彩花
 ■10/7～10/15 石川県立輪島漆芸技術研修所＠石川県輪島漆芸美術館
輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所 合同作品展

 ■10/6～11/7 石川県立美術館
「百工比照Ⅰ」「石川の文化財」「高橋介州と加賀象嵌のあゆみ」

 ■ 10/6～10/15 台湾・金沢現代織物芸術交流展開催委員会 
＠金沢21世紀美術館
「テキスタイルアートへのいざない～台湾・金沢現代織物芸術交流展～」

 ■ 10/6～10/10 ＠サイエンスヒルズこまつ
ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭  第42回「九谷と花選抜出会い展」

6日 7日 9日 11日 12日 15日 18日13日 14日10
月

 ■11/3 小松市立博物館茶室（仙叟屋敷ならびに玄庵）
第21回小松市民茶会
 ■ 11/3 一社）芸術支援・地方創造機構 
＠石川県政記念しいのき迎賓館
工芸とアートの金沢オークション

 ■11/2～11/4 ＠金沢美術倶楽部
「金美特別展」

 ■11/1～11/30 加賀伝統工芸村 ゆのくにの森
秋の伝統工芸まつり
 ■ 11/1～11/7 石川県立輪島漆芸技術研修所 
＠石川県政記念しいのき迎賓館
輪島漆芸技術研修所・香川県漆芸研究所 合同作品展

 ■ 10/29～10/30 石川県挽物轆轤技術研修所 
＠石川県立山中漆器産業技術センター  
「Japan（漆） Yamanaka 2017」 

 ■10/29 石川県輪島漆芸美術館
2017年度 第4回 漆文化セミナー「輪島塗行商ものがたり」

 ■10/28～11/19 ＠加賀市美術館
ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 第4回「加賀市美術展」
 ■10/28～2018/2/4 石川県九谷焼美術館
「魯山人と初代須田菁華展」

 ■10/28～11/28 金沢市立中村記念美術館
伝統工芸創作人形展（金沢）–日本工芸会会員による–
 ■10/28 金沢卯辰山工芸工房
ギャラリートーク（東京国立近代美術館工芸館工芸課長 唐澤昌宏）

 ■ 10/27～11/5 日本伝統工芸展金沢展実行委員会 
＠石川県立美術館
第64回「日本伝統工芸展金沢展」
 ■10/27～11/5 石川県立九谷焼技術研修所
「ハレの日の九谷」

 ■ 10/27～11/30 A.SPACE gallery
「加賀指物展」

 ■10/25～10/31 大和香林坊店
「漆光会展」

 ■10/25～11/5 金沢市工芸協会＠ガレリアポンテ、ギャラリー点
「金沢市工芸協会展」

 ■10/22 金沢卯辰山工芸工房
工房祭

※イベント情報には休館日は記載
されておりません。各施設Webサ
イトをご覧になるか、直接お問合せ
いただき、休館日をご確認下さい 

 ■10/20～10/22 CoJ＠石川県立美術館、本多の森会議室
連続シンポジウム「世界の工芸事情を知ろう！  
グローバリゼーションと工芸」  要申込 

現代美術やデザインとの関連の中で、地域的な色彩を残しながら
国際化する工芸。 
それらを牽引する専門家たちが語る国際シンポジウム。
 ■10/20～11/26 金沢市立安江金箔工芸館 
パネル展示「日光社寺建造物の江戸期修理で用いられた 
漆箔彩色に関する研究」
 ■10/20～11/19 ArtShop 月映・和田屋＠和田屋
森・神秘・Art 古き社のかたわらに語りかけるカタチ

20日19日 22日 27日25日 28日 29日 3日2日1日

10月5日以前スタートのイベント
 ■7/15～10/22 石川県能登島ガラス美術館
特別展「BODY / DRESS」
 ■7/15～12/15 大樋美術館・大樋長左衛門窯
特別展「大樋焼歴代とゆかりの人々展」
 ■7/29～10/22 金沢市立中村記念美術館
企画展「工芸セレクションⅠ お茶碗と棗」

 ■8/5～11/5 金沢21世紀美術館 
「日々の生活 – 気づきのしるし」

 ■8/5～11/5 金沢21世紀美術館
「ヨーガン レール 文明の終わり」

 ■9/9～11/6 石川県輪島漆芸美術館
没後50年記念「竹園自耕–蒔絵と図案–」

 ■9/12～11/12 能美市九谷焼資料館
世界を魅了した九谷磁器「鳥を描く」展
 ■9/23～10/22 石川県七尾美術館
「所蔵品にみる いしかわの工芸」

 ■9/23～12/3 小松市立錦窯展示館
「生誕110年 二代 徳田八十吉」

 ■10/1～10/28 ArtShop 月映
「月映セレクト展」

 ■10/1～10/31 加賀 伝統工芸村 ゆのくにの森
金箔まつり
 ■10/1～11/30 金沢市＠市内店舗
きものが似合うまち・金沢

 ■10/4～11/11 金沢美術工芸大学
「平成の百工比照と工芸作品の精華」

 ■10/4～10/8 ＠北國新聞交流ホール
ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 
「石川県美術文化協会選抜美術展」 

 ■10/4～11/27 公財）宗桂会＠宗桂会館
企画展「山川孝次三代の技」
 ■10/4～11/28 めいてつ・エムザ
「暮らしの伝統工芸展」

 ■10/5～12/5 石川県立伝統産業工芸館
「Small Things 小さきもの（掌サイズの生活工芸）」

 ■ 10/5～12/6 公財）石川県デザインセンター 
＠石川県立伝統産業工芸館
国際漆展・石川 2017 企画展  
「うるしが語る、うるしを語る」展、「世界の漆」展

 ■10/19～10/22 ＠金沢市内各地
金沢21世紀工芸祭「工芸回廊」
 ■10/19～10/31 一社）芸術支援・地方創造機構＠金沢アートグミ
第3回工芸とアートの金沢オークション プレビュー展示

11
月 19日20日 22日 23日 24日 26日

SCHEDULE　主催・連携事業

常設展示・体験イベント
 ■  金沢九谷ミュウジアム
  江戸から平成の九谷ミュウジアム
 ■  金属工芸 加澤美照工房
 やってみまっし！ 加賀象嵌  要申込 

 ■  （株）能作
 蒔絵体験
 ■箔座稽古処（箔座ひかり藏内）
 箔押体験

こども工芸・ワークショップ
 ■石川県立美術館
10/15 こども陶芸体験「うつわづくり」
11/11～11/12 0才からのファミリー鑑賞会
 ■  伝統工芸制作体験ワークショップ 
（主催：石川県県民文化スポーツ部文化振興課）
10/21 ＠石川県立美術館講義室 
「金沢箔でオリジナル菓子皿を作ろう」  要申込 

11/5 ＠石川県立歴史博物館ワークショップルーム 
「手描き加賀友禅のハンカチを作ろう」  要申込 

 ■公益財団法人 宗桂会＠宗桂会館
11/3 「加賀象嵌ってどんなもの？ 煮色着色に挑戦！」  要申込 

 ■石川県輪島漆芸美術館
11/19 こどもワークショップ 「マイストラップ」作り




