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スタンプを 7つ 集めると毎日先着10名様 に
毎日（11月1日～11 日最終日は 16 時まで）
特製「しょうきさん陶板」をプレゼント︕
7 つ集まったら MOTTAINAI クラフトあまた、陶点睛かわさき、オープンギャラリー、カフェしゅうどうの
いずれかで「しょうきさん陶板」を GET ︕

ファミュー・ドウ・チエ、MOTTAINAI クラフトあまた、木村寅之助商店、壺屋いかい、京焼ひらの、喫茶キャメル
楽只苑、陶点睛かわさき、河井寬次郎記念館、市川屋珈琲、京都陶磁器会館、鵬休堂、オープンギャラリー
東五六、東哉、吉田清栄堂、カフェしゅうどう

※店舗によって定休日の場合がございます。ご了承ください。
※河井寬次郎記念館は入館料が必要です。

※「鍾馗さん」は中国から伝わった鬼より強い神様で、屋根の上に置かれて家を厄から守ってきました。   
     京都市内でも比較的多く見られる場所が東山区六原周辺です。

毎年大好評!

※例︓MAP A-1 等は別添の地図エリアを示しています。スタンプラリーは　　のマークの参加店舗で実施︕
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お問合せ   陶点睛かわさき　075-561-4089

　　　　  Produce  株式会社マックス     www.gojo-chawanzaka.jp
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INFORMATION 　 オープンギャラリー・インフォメーションセンター

出品作家︓白井弘樹・髙木竜太・竹内丈太郎・武村陽太郎・中村良平・橋本陶苑・森里龍生
五条在住作家(50音順)
問合せ︓森里龍生　 TEL 075-561-4089

インフォメーションセンター
11月1日(水)～11月11日(土)
10時～17時　(最終日は16時まで)

スタンプラリーの景品(特製鍾馗さん陶板)交換所
※ガイドブック裏表紙に掲載の、スタンプラリー参加店舗でスタンプを7個集めると先着10名様に
毎日特製鍾馗さん陶板をプレゼント︕
※窯元、作家、各店舗、施設のご案内のほかに各種チラシやパンフレットもご用意しておりますの
でお気軽にお立ち寄りください。

オープンギャラリー　　MAP C-2
TRADITION～NEO 京焼作家市
11月1日(水)～11月11日(土)
10時～17時　(最終日は16時まで)

昔、五条坂の登り窯に沢山の陶工が集い技を競う︕
今、新しい世代のモノづくりが独自の作品を魅せる︕
今年もオープンギャラリーに個性的な作品を展示、販売します。
是非ともお立ち寄り下さいますようにお願い申し上げます。
   

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗
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飲み放題付きご宴会4000円～

最大25名様まで

TEL　075－561－3978
京都市東山区五条大橋東入る東橋詰町30

営業時間17：00～24：00（LO 23：30）

特製鍾馗さん陶板
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陶校同友会講演会・パネルディスカッション　
MAP C-3
京都府立陶工高等技術専門校　講堂
11月8日（水）13時15分～16時40分
会   場︓京都府立陶工高等技術専門校
お申込︓月～金　(8時30分～17時) 参加費無料
　　　　事前予約制　定員100名
問合せ︓京都府立陶工高等技術専門校 　
　　　　TEL 075-561-2943  FAX075-561-3429　

メイン展覧会 わん碗ONE展   MAP D-2
継ぎ、繋ぎ、紡いできた150余名の作家展
東五六　
11月1日(水）～11月11日(土)
9時～18時

会場︓東五六　TEL 075-561-0056
※詳しくは別添冊子をご参照ください

①基調講演 13時20分～14時20分
　テーマ︓若いうちにしておくこと
　講　師︓高橋 拓児 氏　 特定非営利活動法人日本料理アカデミー海外事業委員会副委員長
   株式会社木乃婦代表取締役

②パネルディスカッション 14時35分～16時35分
　テーマ︓ 食と器　陶工と料理人
　パネリスト︓ 猪飼 祐一氏　　日本工芸会正会員     　　　　　    
　　　　　　　四代　諏訪 蘇山氏　　京都伝統陶芸家協会会員
　　　　　　　田中 信行氏　　株式会社鶴清 代表取締役社長  
　　　　　　　中東 克之氏　　草喰なかひがし 専務
　　   　　　　森野 彰人氏　　京都市立芸術大学美術学部准教授
  コーディネーター︓宗田 好史氏  　京都府立大学副学長　京都和食文化研究センター長

③まとめ　　森里 陶楽氏　　陶校同友会会長

続くことはすばらしいこと、続けられなくなることはもっとすばらしいこと
京都やきものWeek「わん碗ONE」も今年で６回目だそうです。このプロジェクトの特別なところは 
京焼に関わるすべての職種の方に支えられているということでしょう。作家さん、焼物屋さん、学芸員
さん、私のような大学関係者まで、本当に多彩な方々が関わっておられます。
陶芸史を専門とする立場からお話しすると、実は京焼の歴史とは作り手と売り手の闘争の繰り返しで
した。ですから６年前に第１回をされるというお話を聞いた時「これは長く続かないかもしれない」
と心の中でつぶやいていたことを懐かしく思います。…はい。完全に私が間違っていました。
すみませんでした。
今日まで続けることのできた一番の理由は「このままでは京焼がなくなってしまうかもしれない」と
いう危機感でしょう。イベントの規模が大きくなり続けているということは、逆に言えばその危機感
がいまだ払拭できていないとも言えます。皆が一丸となってこの苦境を乗り越えなければいけないと
いう気持ちを共有できているからこそ、頑張ることのできる11日間なのです。
ここでふと、ひとつの考えが頭をよぎりました。  近い将来に京焼に人気が出すぎて皆さんが忙しくな
り「こんな手間のかかることやってられない」と「わん碗ONE」を辞めざるを得なくなる日が来る。
もしも本当にそうなった時、今度こそ「私の予想は正しかった」と胸を張って言いたいものです。

京都女子大学准教授 前﨑信也

京都やきものweek わん碗ONE のメイン展示である「わん碗ONE展」を今年も開催させていただ
く事となりました。

京都のやきものの特徴を一言で説明するのはとても難しいのですが、この展覧会をご覧いただく事で
時代の流れにも動じず、脈々と伝統を引き継ぎ・繋ぎ・紡ぎそしてさらに革新してきた現在の京都
のやきものの全貌をご覧いただけるかと思います。

本展の開催にあたり今年も多種多様な京都のやきもの文化の担い手がひとつになり、広く内外に
発信していこうという事にご賛同いただいた皆様にご出品いただきました。
是非ともご高覧賜ります様ご案内申し上げます。

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド ※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

EXHIBITION 　展示 LECTURE 　講演会
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京都東山清水五条　－焼きモノを語り継ぐ―　　
11月9日(木）

第一部　会場︓清水保孝陶房　MAP　B-2
テーマ︓清水卯一と近藤悠三
トークイベント　清水保孝Ｘ近藤高弘
時間︓15時～16時30分　

第二部　会場︓河井寛次郎記念館　MAP　B-3
テーマ　清水六兵衛と河井寛次郎
トークイベント　八代清水六兵衛Ｘ鷺珠江
時間︓18時～19時30分　

ギャラリー六兵衞　　MAP B-3
七代清水六兵衞（洋）の器

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

「此世は自分をさがしに来たところ、此世は自分を見に来たところ」
など、陶工河井寛次郎は多くの言葉を残しています。  

本年は、そんな河井の珠玉の言葉を、本人の文字でご覧いただき、河井が伝え、語り継ぎたかった
「生きる喜び」を皆さまの元にお届けしたいと思います。

河井寛次郎記念館　　MAP B-3

11月1日(水）～11月30日(木)まで
休館︓毎月曜日・祝日の時は開館翌日休館
10時～17時(入場受付16︓30まで)

入場料900円（高・大学生500円　小・中学生300円）
TEL 075-561-3585
http://www.kanjiro.jp

小陳列「語り継ぐ～寛次郎のことば～」展

 

 

祝 京都やきもの week わん碗 ONE 開催

扇子司

株式会社 伊藤常 清水店 

http://www.itotsune.co.jp

京焼・清水焼　専門店

らく　　　　　し　　　　　えん

湯浅
京都・五条坂

本店

075-541-1161

紅村窯
茶わん坂

京都市東山区五条橋東六丁目５４１

TEL/FAX075-561-6404 http://kouson.com

11月1日(水）～11月10日(金)まで
休館︓3日(金・祝)、4日(土)、5日(日)
10時～17時

TEL 075-561-3131
http://rokubeygama.com

六兵衞窯ショップ内に当代八代清水六兵衞の花器を中心に展示
いたします。
※ショップにて5,000円以上お買い上げの方には盃か湯呑1個プ
レゼント

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

Event 　企画 EXHIBITION 　展示

京都のやきものは他産地と違い様々な文化と呼応しながら、多種多様のやきものを生産してまいり
ました。そしてそれらを作る技術や技法、心得等は各家々が独自に守り、引き継がれている一方で
時代の流れの中で失われつつもあります。
当イベントとしましては、それらを各家々だけでなく地域で語り継いでいく事も大切ではないかと
考えました。
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六兵衞窯ショップ内に当代八代清水六兵衞の花器を中心に展示
いたします。
※ショップにて5,000円以上お買い上げの方には盃か湯呑1個プ
レゼント

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド
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近藤悠三記念館　　MAP D-2
近藤 濶 のうつわ展　　展示とトークイベント

会期　11月6日(月)～10日(金)
会場　近藤悠三記念館２Ｆ（念々洞）
時間　13時～17時　入場無料
TEL 　075-561-2917

清水家　　MAP B-２
親子三代展 ～卯一・保孝・志郎～
11月1日(水)～11日(土)
10時～17時
TEL 075-561-3933
http://www.shimizuke.net/

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

関連イベント　
近藤家の酒器で特別なお酒を楽しむ会
日時　11月8日(水)
時間　13時～17時　

トークイベント︓15時～　
社団法人ミス日本酒　代表理事　愛葉 宣明
入場無料（ただし、飲み物の費用は有料）

リニューアルオープンした近藤悠三記念館で、近藤家の酒器を使ったお酒のイベントと
トークを是非ともお楽しみください。

伝統とは、永遠に変わらない本質を持ちながら、一瞬もとどまることなく流れているものである。
親から子そして孫へと受け継がれている清水家の伝統をご覧ください。

※尚、今年はトークイベント「京都東山清水五条　－焼きモノを語り継ぐ―」　第一部の会場とし
て清水保孝Ｘ近藤高弘の対談を11月9日の15時～16時半から清水家陶房にて開催いたします。
P6参照

Event 　企画

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示 EXHIBITION 　展示

清水焼 美術工芸品

さんだ
SANDA

源栄堂

京　茶わん坂
TEL・FAX 075-561-5314

フォーシーズンズホテル京都

〒605-0932 京都市東山区妙法院前側町445-3
TEL.075-541-8288   fourseasons.com/jp/kyoto
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参加学校
・京都市立芸術大学
・京都市産業技術研究所陶磁器研修
・京都嵯峨芸術大学
・京都精華大学
・京都造形芸術大学
・京都伝統工芸大学校
・京都美術工芸大学
・京都府立陶工高等技術専門校
　  　（計8校　五十音順）

賞金
・京都府知事賞　　　　 　　1名　賞金3万円
・京都市長賞　　　　　    　1名　賞金3万円
・京都陶磁器協会賞　　　　 1名　賞金3万円
・京都陶磁器卸商業協同組合賞   1名　　 金一封

一般来場者による投票
・最優秀賞　　　　　　　　　　1名　  賞金1万円
   　 副賞 　五条坂・茶わん坂ネットワークより   金一封

・優秀賞　　　　　　　　　　     9名　賞金 1万円

京・焼・今・展2017「茶」　MAP B-1
両足院（建仁寺山内）

京・焼・今・展は、“いま”という時代を象徴するやきものを探求し、“これから”を創造していく場
です。京都のやきものには、その時々の“いま”を精一杯追求することで、時代を代表するやきもの
をうみだしてきた歴史があります。
本展では、その伝統を受け継ぎ、出品作家それぞれが今まで培ってきた個の力を活かしつつも「京
都のやきもの」という枠組みで結集し協働することで、やきものの未来を切り開いていきたいと考
えています。
５年目となる今回は、茶とやきものの関係について注目します。“これまで”を尊重しつつ、京都で
活動する茶人と陶芸家がそれぞれの原点をみつめなおし、切磋琢磨することで“いま”を浮かび上が
らせます。ご覧頂き、ここからどのような“これから“が生まれ出るかも合わせて楽しんで頂きけれ
ば幸いです。

開催期間︓11月3日（金・祝）4日（土）5日（日）
開館時間︓10時～16時30分 
入 館  料︓一般600円（拝観料のみ）
開　　場︓両足院（建仁寺山内）

出品作家︓片山亜紀　かのうたかお　川尻潤　谷口晋也　中村譲司　堀久仁子　山内駿
茶人︓中山福太朗　堀口一子　横山晴美

問い合わせ先︓info@modernkyotoceramic.com
Facebook︓ www.facebook.com/modernkyotoceramic

～次代を担う若者達の作品展～  MAP C-2
京都陶磁器会館　　

11月1日(水)～11日(土)　10時～18時
休館日　2日(木)、9日(木)
連絡先︓京都陶磁器会館　TEL 075-541-1102
京都の８学校の学生による作品展。約100点の作品を出展し、販
売を行います。（非売品含む）

※一般来場者の皆様による投票で最優秀賞並びに優秀賞を決定い
たします。

関連イベント
「表彰式」エンディングセレモニー   MAP C-2
11月11日(土) 東山区総合庁舎で表彰式を行います。 
※詳細は13ページをご覧ください

十六代権太夫
じ ゅ う ろ く だ い ご ん だ ゆ う

うどん ・ そば

TEL (075)-525-2005
京都市東山区東大路五条上ル
遊行前町 559
無休    平日      11:00 - 16:00(LO)  
              土日祝 11:00 - 17:00(LO)　

〒605-0875
京都府京都市東山区鐘鋳町 396-2

電話 : 075-748-1354

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示 EXHIBITION 　展示

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗
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五条坂京焼登り窯（旧藤平）開催イベント　
共催︓東山区役所 　　　　

手しごと職人プロジェクト 　MAP C-2
手しごとカフェ＆オリジナルショップ
11月4日（土）～11月5日（日）10時～18時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）

オープニングセレモニー　MAP C-2　　　  

エンディングセレモニー　　
場所　 東山区総合庁舎
 KIYOMIZU 京都東山

問合せ　陶点睛かわさき　075-561-4089

表彰式　会場︓東山区総合庁舎　MAP C-2　
11月11日(土）18時30分～19時
会場︓東山総合庁舎

時代を担う学生たちの作品展の各賞受賞者を発表し表彰いたします。
受賞者に作陶のエピソード等を伺いながら作品の紹介をいただきます。

11月1日(水）18時～20時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）
イベントの初日に参加者や関係者とご協力を賜りま
す地域の方々と、かつて多くのやきもの関係者が一
喜一憂していた登り窯に集い11日間のイベントを
スタートします。　

問合せ　陶点睛かわさき　075-561-4089　　　

協力　レストラン　グーテ!

問合せ
手しごと職人のまち東山活性化プロジェクト（京都造形芸術大学）
京都造形芸術大学プロジェクトセンター
syokuninpj@gmail.com  Tel:075-791-8763　

エンディングパーティ　会場︓KIYOMIZU 京都東山　MAP D-2　　 
11月11日(土） 19時30分～21時
参加費　一般　3,000円、学生　1,000円 （当日拝受）

参加者・関係者とご協力を賜りました方々とで親睦を深め、11日間の最終日を締めくくるエンデ
ィングパーティを開催します。
一般の皆様もご出席いただけますので多数のご参加をお待ちしております。

五条坂に遺る旧藤平陶芸ʻ登り窯ʼ
東山通五条の交差点を北西に入った場所に京焼・清水焼とゆかりの深い近代の窯業遺産があります。
地元の（有）藤平陶芸が所有されていた市内最大の登り窯と工房跡地です。現在は稼働していません
が、五条坂の往時を知る遺産として京都市が購入保存しています。その歴史産業的価値を確認するた
めの学術調査が実施され、『元藤平陶芸登り窯の歴史的価値等調査研究報告書』を作成、現在Web
サイトでも公開しています。 調査で確認したい事項に窯の来歴がありました。
何時、誰の所有よって築かれたのかを明らかにする。結果は京都陶磁器合資会社が明治４２年（１９
０９）に築いたことが判明しました。報告書でこの事実を記述しましたが、私は別の感慨をその時に
抱きました。それは設立の主体が粟田焼の製陶家安田源七・喜三郎両家であるという事実でした。粟
田は清水五条坂とともに京焼の両輪でしたが、両者は古い歴史と伝統を誇り、何かと比較されてきま
した。そのため対抗意識が強く明治時代には祇園の石段下を境に
双方の陶工がお互いに一歩も譲らぬ事態も起こりました。
そのような粟田焼の窯元が五条坂に登り窯と工房を築いたのです。
対抗競合時代から双方が手を結び一体として将来を目指す京焼の
新時代の到来、登り窯はその生き証人でもあったのです。  　     　                                      
　　　　　　　　五条坂・茶わん坂ネットワーク・アドバイザー  
　　　　　　　　　　　　　　　　　京都造形芸術大学客員教授      
      　　中ノ堂  一信

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EVENT 　催しEVENT 　催し

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

手しごとカフェ （ラストオーダー17時）
陶器職人さんが作った器を実際に使って、抹茶や和菓子を楽しめる2日限りのカフェを営業します。
手作りのものの良さを手にとって感じてみてはいかがですか。

オリジナルショップ
芸大生が職人の技術を学び、アイディアを出しあい、普段使いの新しい商品を作りました。
多様な手わざをコラボした素敵なオリジナル作品を限定で販売します。

登り窯内ツアー（無料・随時開催）
京都最大級の登り窯でもある「五条坂京焼登り窯（旧藤平）」にて、京焼・清水焼の歴史や登り窯の使い方
を学べるツアーを行います。

手しごと職人プロジェクト展
陶器、提灯、和菓子、畳、七宝、簾、金箔、漆塗など、様々な職人と交流し、ものの良さを伝え、東山区を活性
化する活動を紹介します。

藤平陶芸｢のぼり窯のかたわらで」花展　MAP C-2　
11月3日(金・祝）～11月5日（日）10時～16時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）
生花にたずさわっている者たちが、登り窯に合う野趣あふれる花を生ける花展を開催いたします。
問合せ　藤平陶芸　TEL 075-561-3979
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五条坂京焼登り窯（旧藤平）開催イベント　
共催︓東山区役所 　　　　

手しごと職人プロジェクト 　MAP C-2
手しごとカフェ＆オリジナルショップ
11月4日（土）～11月5日（日）10時～18時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）

オープニングセレモニー　MAP C-2　　　  

エンディングセレモニー　　
場所　 東山区総合庁舎
 KIYOMIZU 京都東山

問合せ　陶点睛かわさき　075-561-4089

表彰式　会場︓東山区総合庁舎　MAP C-2　
11月11日(土）18時30分～19時
会場︓東山総合庁舎

時代を担う学生たちの作品展の各賞受賞者を発表し表彰いたします。
受賞者に作陶のエピソード等を伺いながら作品の紹介をいただきます。

11月1日(水）18時～20時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）
イベントの初日に参加者や関係者とご協力を賜りま
す地域の方々と、かつて多くのやきもの関係者が一
喜一憂していた登り窯に集い11日間のイベントを
スタートします。　

問合せ　陶点睛かわさき　075-561-4089　　　

協力　レストラン　グーテ!

問合せ
手しごと職人のまち東山活性化プロジェクト（京都造形芸術大学）
京都造形芸術大学プロジェクトセンター
syokuninpj@gmail.com  Tel:075-791-8763　

エンディングパーティ　会場︓KIYOMIZU 京都東山　MAP D-2　　 
11月11日(土） 19時30分～21時
参加費　一般　3,000円、学生　1,000円 （当日拝受）

参加者・関係者とご協力を賜りました方々とで親睦を深め、11日間の最終日を締めくくるエンデ
ィングパーティを開催します。
一般の皆様もご出席いただけますので多数のご参加をお待ちしております。

五条坂に遺る旧藤平陶芸ʻ登り窯ʼ
東山通五条の交差点を北西に入った場所に京焼・清水焼とゆかりの深い近代の窯業遺産があります。
地元の（有）藤平陶芸が所有されていた市内最大の登り窯と工房跡地です。現在は稼働していません
が、五条坂の往時を知る遺産として京都市が購入保存しています。その歴史産業的価値を確認するた
めの学術調査が実施され、『元藤平陶芸登り窯の歴史的価値等調査研究報告書』を作成、現在Web
サイトでも公開しています。 調査で確認したい事項に窯の来歴がありました。
何時、誰の所有よって築かれたのかを明らかにする。結果は京都陶磁器合資会社が明治４２年（１９
０９）に築いたことが判明しました。報告書でこの事実を記述しましたが、私は別の感慨をその時に
抱きました。それは設立の主体が粟田焼の製陶家安田源七・喜三郎両家であるという事実でした。粟
田は清水五条坂とともに京焼の両輪でしたが、両者は古い歴史と伝統を誇り、何かと比較されてきま
した。そのため対抗意識が強く明治時代には祇園の石段下を境に
双方の陶工がお互いに一歩も譲らぬ事態も起こりました。
そのような粟田焼の窯元が五条坂に登り窯と工房を築いたのです。
対抗競合時代から双方が手を結び一体として将来を目指す京焼の
新時代の到来、登り窯はその生き証人でもあったのです。  　     　                                      
　　　　　　　　五条坂・茶わん坂ネットワーク・アドバイザー  
　　　　　　　　　　　　　　　　　京都造形芸術大学客員教授      
      　　中ノ堂  一信

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EVENT 　催しEVENT 　催し

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

手しごとカフェ （ラストオーダー17時）
陶器職人さんが作った器を実際に使って、抹茶や和菓子を楽しめる2日限りのカフェを営業します。
手作りのものの良さを手にとって感じてみてはいかがですか。

オリジナルショップ
芸大生が職人の技術を学び、アイディアを出しあい、普段使いの新しい商品を作りました。
多様な手わざをコラボした素敵なオリジナル作品を限定で販売します。

登り窯内ツアー（無料・随時開催）
京都最大級の登り窯でもある「五条坂京焼登り窯（旧藤平）」にて、京焼・清水焼の歴史や登り窯の使い方
を学べるツアーを行います。

手しごと職人プロジェクト展
陶器、提灯、和菓子、畳、七宝、簾、金箔、漆塗など、様々な職人と交流し、ものの良さを伝え、東山区を活性
化する活動を紹介します。

藤平陶芸｢のぼり窯のかたわらで」花展　MAP C-2　
11月3日(金・祝）～11月5日（日）10時～16時
会場︓五条坂京焼登り窯（旧藤平）
生花にたずさわっている者たちが、登り窯に合う野趣あふれる花を生ける花展を開催いたします。
問合せ　藤平陶芸　TEL 075-561-3979



　
会期 10月3日（火）～ 11月26日（日） 4期に分けて一挙公開︕
 　 Ⅰ期　10月 3日（火）～10月15日（日） Ⅱ期　10月17日（火）～10月29日（日）
 　 Ⅲ期　10月31日（火）～11月12日（日） Ⅳ期　11月14日（火）～11月26日（日）
 ※Ⅰ～Ⅳ期は主な展示替です。一部の作品は、上記以外に展示替を行います。 

 (会期Ⅰ)　　　玳玻天目  
 (会期Ⅰ・Ⅱ)　青磁鳳凰耳花入  銘  万声  
 (会期Ⅰ・Ⅱ)　飛青磁花入　 

会場 京都国立博物館　平成知新館 
休館日 月曜日 ※ただし10月9日（月）は開館、10日（火）休館 
開館時間 午前9時30分～午後6時まで（入館は午後5時30分まで）
 ※ただし会期中の毎週金・土曜日は午後8時まで（入館は午後7時30分まで） 
観覧料 一般　1,500円 大学生　1,200円 高校生　900円

 (会期Ⅲ・Ⅳ) 油滴天目 
 (会期Ⅲ・Ⅳ) 大井戸茶碗　銘 喜左衛門 
 (会期Ⅲ・Ⅳ) 青磁下蕪花入
 (会期   通期) 志野茶碗　銘 卯花墻 

「京都国立博物館　開館120周年記念　特別展覧会　国宝」開催中︕

【主なやきもの関連の展示品】

1514

わん碗ONE 清秋茶会　　  MAP C-4
京都国立博物館 茶室「堪庵       」

京焼を代表する陶家、高橋道八家、三浦竹泉家、諏訪蘇山家を含む地元五条坂茶わん坂の窯元と 
陶芸家に茶碗を出品いただき、薄茶一服差し上げます。
茶会の亭主は真葛焼六代宮川香齋と当ネットワーク代表の山田東哉が務めます。

※堪庵は昭和33年(1958)に京都国立博物館に寄贈された、江戸時代初期京都における公家文化の伝統を
受け継いだ数寄屋造りの建物です。

協力︓柳桜園、御菓子司 山もと、真葛 宮川香齋

11月3日(金・祝） 10時～15時
お茶券︓ 1,000円(前売り)　
※数量限定で当日券もご用意しておりますが 前売り券含め
　先着200名まで（お菓子が無くなり次第終了）

場所︓京都国立博物館 茶室「堪庵」※
茶会当日は、正面入り口並びに東大路通に面した博物館通用門からも
お越しいただけます
問合せ先:真葛 宮川香齋 TEL 075-561-4373

申込方法︓「名前」「住所」「電話番号」「FAX番号」「枚数」
を明記の上、下記までFAXにてお申込ください。
FAX 075-746-6772（五条坂茶わん坂ネットワーク事務局）

開睛子供大茶会  　 MAP B-2
東山開睛館第二教育施設(六原学舎)

11月3日(金・祝） 10時～12時　 
  1席目︓10時～　2席目︓10時30分～　
  3席目︓11時～　4席目︓11時30分～　
お茶券: 300円（120名）
お茶券販売所: 東山開睛館　　担当(稲葉先生)
  壺屋いかい　　075-561-3908
  駒田スポーツ　075-561-7079

問合せ:陶点睛かわさき　075-561-4089

※当日券も数量限定でご用意しております。
※椅子席も若干数ございます。
※1席目と2席目はお待ちいただく可能性がありますのでお時間にゆとりをもってご来場ください。

東山開睛館第二教育施設(六原学舎)の茶室『立志の間』にて、卒業生や地域在住の陶芸家達が寄贈
した抹茶碗と菓子皿を使って同校の茶道部の児童生徒がお茶会を開催いたします。
この地域ならではの”本物”を使い、緊張しながらも一生懸命にお茶をふるまう子供たちは必見です。
加えて茶道部員たちがそれぞれに想い、絵付した抹茶碗を焼き上げ展示会も開催いたします。
地域の歴史と伝統を学んでいる子供たちの発表会です。皆様ご期待ください。

また、東山開睛館の前身である2中学校５小学校からは京都を代表する多くの陶工が卒業しており、
その方々より寄贈された陶磁器が多数所蔵されています。
今回の茶会では所蔵品の中から四代浅見五郎助氏の花生と、清風与平氏の祥端盃洗と、小川文齋氏
の鶏置物を茶室へお借りします。

協力︓柳桜園、祇園 鳴海屋

(たんあん)

京都市東山区祇園石段下南入る西側

　　　電話　075-561-2391
     　　　 075-561-7638
　　　FAX　 075-525-2205
 http://www.gion7638.com
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京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド
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※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗



　
会期 10月3日（火）～ 11月26日（日） 4期に分けて一挙公開︕
 　 Ⅰ期　10月 3日（火）～10月15日（日） Ⅱ期　10月17日（火）～10月29日（日）
 　 Ⅲ期　10月31日（火）～11月12日（日） Ⅳ期　11月14日（火）～11月26日（日）
 ※Ⅰ～Ⅳ期は主な展示替です。一部の作品は、上記以外に展示替を行います。 

 (会期Ⅰ)　　　玳玻天目  
 (会期Ⅰ・Ⅱ)　青磁鳳凰耳花入  銘  万声  
 (会期Ⅰ・Ⅱ)　飛青磁花入　 

会場 京都国立博物館　平成知新館 
休館日 月曜日 ※ただし10月9日（月）は開館、10日（火）休館 
開館時間 午前9時30分～午後6時まで（入館は午後5時30分まで）
 ※ただし会期中の毎週金・土曜日は午後8時まで（入館は午後7時30分まで） 
観覧料 一般　1,500円 大学生　1,200円 高校生　900円

 (会期Ⅲ・Ⅳ) 油滴天目 
 (会期Ⅲ・Ⅳ) 大井戸茶碗　銘 喜左衛門 
 (会期Ⅲ・Ⅳ) 青磁下蕪花入
 (会期   通期) 志野茶碗　銘 卯花墻 

「京都国立博物館　開館120周年記念　特別展覧会　国宝」開催中︕

【主なやきもの関連の展示品】

1514

わん碗ONE 清秋茶会　　  MAP C-4
京都国立博物館 茶室「堪庵       」

京焼を代表する陶家、高橋道八家、三浦竹泉家、諏訪蘇山家を含む地元五条坂茶わん坂の窯元と 
陶芸家に茶碗を出品いただき、薄茶一服差し上げます。
茶会の亭主は真葛焼六代宮川香齋と当ネットワーク代表の山田東哉が務めます。

※堪庵は昭和33年(1958)に京都国立博物館に寄贈された、江戸時代初期京都における公家文化の伝統を
受け継いだ数寄屋造りの建物です。

協力︓柳桜園、御菓子司 山もと、真葛 宮川香齋

11月3日(金・祝） 10時～15時
お茶券︓ 1,000円(前売り)　
※数量限定で当日券もご用意しておりますが 前売り券含め
　先着200名まで（お菓子が無くなり次第終了）

場所︓京都国立博物館 茶室「堪庵」※
茶会当日は、正面入り口並びに東大路通に面した博物館通用門からも
お越しいただけます
問合せ先:真葛 宮川香齋 TEL 075-561-4373

申込方法︓「名前」「住所」「電話番号」「FAX番号」「枚数」
を明記の上、下記までFAXにてお申込ください。
FAX 075-746-6772（五条坂茶わん坂ネットワーク事務局）

開睛子供大茶会  　 MAP B-2
東山開睛館第二教育施設(六原学舎)

11月3日(金・祝） 10時～12時　 
  1席目︓10時～　2席目︓10時30分～　
  3席目︓11時～　4席目︓11時30分～　
お茶券: 300円（120名）
お茶券販売所: 東山開睛館　　担当(稲葉先生)
  壺屋いかい　　075-561-3908
  駒田スポーツ　075-561-7079

問合せ:陶点睛かわさき　075-561-4089

※当日券も数量限定でご用意しております。
※椅子席も若干数ございます。
※1席目と2席目はお待ちいただく可能性がありますのでお時間にゆとりをもってご来場ください。

東山開睛館第二教育施設(六原学舎)の茶室『立志の間』にて、卒業生や地域在住の陶芸家達が寄贈
した抹茶碗と菓子皿を使って同校の茶道部の児童生徒がお茶会を開催いたします。
この地域ならではの”本物”を使い、緊張しながらも一生懸命にお茶をふるまう子供たちは必見です。
加えて茶道部員たちがそれぞれに想い、絵付した抹茶碗を焼き上げ展示会も開催いたします。
地域の歴史と伝統を学んでいる子供たちの発表会です。皆様ご期待ください。

また、東山開睛館の前身である2中学校５小学校からは京都を代表する多くの陶工が卒業しており、
その方々より寄贈された陶磁器が多数所蔵されています。
今回の茶会では所蔵品の中から四代浅見五郎助氏の花生と、清風与平氏の祥端盃洗と、小川文齋氏
の鶏置物を茶室へお借りします。

協力︓柳桜園、祇園 鳴海屋

(たんあん)

京都市東山区祇園石段下南入る西側

　　　電話　075-561-2391
     　　　 075-561-7638
　　　FAX　 075-525-2205
 http://www.gion7638.com
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ヤキモノ女子力１１１のWAN
茶＋器 Fitting Salon vol.2
髙島屋京都店　　MAP A-１

うつわ男子
音羽山清水寺 経堂　MAP D-2     
アートギャラリー鵬休堂　MAP C-2 

問合せ 
中村譲司 contact@george-nakamura.com
Facebookページ「うつわ男子」

出品作家　 小川多佳子（文齋窯）・小泉康子（光石）・清水幹子・中川夕花里
林侑子（紅村窯）・藤信知子・藤原芙由美・森里眞麗（陶楽窯）・八木幸子(ははみや)
山川智子（東哉）

音羽山清水寺 経堂
うつわ男子
11月21日(火)～30日(木)　
10時～21時
作品と共にパネル展示も同時開催いたします。
夜間は特別拝観料が必要です

出品作家
猪飼祐一・井上路久・小川宣之・河井亮輝・川尻潤・清水大介・高木竜太・竹村陽太郎
谷口良孝・中村譲司・森里龍生・山内駿

アートギャラリー鵬休堂　
うつわ男子展　ーBar酒男子ー
11月21日(火)～30日(木)　
11時～18時
酒器やマグカップなど日常使いの器をご購入いただけます。
さらに、Bar 酒男子として、作家がBarスタイルでお客様をお迎えいたします。
是非ともお楽しみください。
京都市東山区五条橋東大谷前北入遊行前町558-11
TEL  075-541-3805

Bar酒男子 出品作家
1週目10月31日(火)～11月5日(日) 11時から18時
　　猪飼祐一、小川宣之、川尻潤、森里龍生
2週目11月7日(火)～11月12日(日)  11時から18時
　　河井亮輝、清水大介、谷口良孝、中村譲司
3週目11月14日(火)～11月19日(日)  11時から18時
　　井上路久、高木竜太、竹村陽太郎、山内駿
4週目11月21日(火)～11月30日(日)  11時から20時
　　出品者全員

11月1日（水）～11月7日（火）
10時～20時（最終日は17時閉場）

場所　 髙島屋京都店6階　特選和食器サロン
TEL　 075-221-8811（売場代表）
問合せ 浅井睦子　sarasvati.331@gmail.com
          Facebookページ「ヤキモノ女子力」
五条坂・茶わん坂に縁があり、京都で活躍する女性の陶芸家・窯
元による展覧会。今年も様々なスタンスで活動する出品者が、そ
れぞれ得意とする技法で、おもてなしのお茶の器を提案します。
華やかな会場で、お気に入りの一碗を見つけていただけましたら
幸いです。

 Facebookページ 
「うつわ男子」

 Facebookページ 
「ヤキモノ女子力」

EVENT 　催し

作品で見せる従来の展示とは一線を画し、作家で見せる事を展示のテーマとするうつわ男子。
５回目となる今年は、より作家にクローズアップした内容で開催いたします。
展示会場は清水寺の経堂と新しく出来たアートギャラリー鵬休堂で二ヶ所同時開催となります。
秋の京都と共に普段はそれぞれのフィールドで活動し、様々な器を発表している12人の「ひと」
を是非お楽しみ下さい。

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示 EXHIBITION 　展示

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗
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鍾馗祭  　 MAP B-2
若宮八幡宮

11月12日（日）13時～15時
関連イベント11月5日（日）13時～15時※自由参加
連絡先:近代産業遺産アート再生プロジェクトまか通XI
E-mail︓maka2pro@gmail.com
京都造形芸術大学プロジェクトセンター
TEL︓075-791-8763

コラボレーション作品の展示とカフェ 　 
MAP C-3
東山総合支援学校内　カフェしゅうどう

11月1日（水）～10日（金）
9時30分～15時30分（木曜日は12時30分まで）
休み︓3日（金・祝）4日(土）5日(日）
連絡先:東山総合支援学校　075-561-3373

若宮八幡宮　MAP B-2

1053年　後冷泉天皇の勅願で源頼義により創建され、応仁の乱後の
1605年現在の地 五条坂に移されました。　
天皇家、足利歴代将軍からも崇敬を集め、白壁の五本の線がその証で
す。又、陶祖神が祀られている事から陶
器神社としても知られています。諏訪蘇
山作の陶製の獅子と狛犬も見ものです。
昭和６０年に先人達の功績を尊び「清水
焼発祥の地　五條坂」の記念石碑が、ま
た、陶製鍾馗さんを祀る鍾馗神社が建立
されました。

しょうき

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

13時 鍾馗祭開催。若宮八幡宮内にある鍾馗神社前で神事を行います。
13時30分 奉納舞を若宮八幡宮本殿前で行います。
14時 鍾馗巡行舞開始。若宮八幡宮を出発します。
15時 鍾馗巡行舞終了。若宮八幡宮を帰還します。

鍾馗祭関連イベント
灯籠(とうろう)作りワークショップ　 MAP B-2
11月5日（日）13時～15時 ※自由参加　
費用︓1人 300円
場所︓六原ハウスまったり場（京都市東山区薬師町229）
紙に絵を描いたもので手作りの灯籠を作ります。
完成した灯籠は鍾馗祭の巡行路に置き、巡行舞にて持ちながら一緒に参加できます。
※詳しくは「まか通Web」で随時更新（http://maka2pro.main.jp）

※鍾馗祭とは
私たちを厄から守ってくれる鍾馗さんに感謝の気持ちを捧げる祭りです。
若宮八幡宮での奉納舞のあと、町内を練り歩き、家の軒先に飾られている鍾馗さんの御祓いをする巡行舞を行い
ます。飴まきや記念撮影も行いますので、ぜひ鍾馗さんに会いに来てください。

主催︓近代産業遺産アート再生プロジェクトまか通XI（京都造形芸術大学）

東山総合支援学校は、地域の産業の一つである陶芸の授業に取り組んでいます。
陶芸を通じて地域の方々を含めたたくさんの人と出会うことで、生徒たちは深い学びをすすめてい
ます。授業の中では、学校内で生徒が運営する【カフェしゅうどう】で使用するコーヒーカップも
制作しています。
今回は、生徒たちの制作したコーヒーカップに地域の方々や地元の作家さんに施釉や絵付けを依頼
し、コラボレーション作品を作りました。

初めての試みとなるコラボレーション作品の展示とカフェを是非お楽しみください。

KIYOMIZU 京都東山
京都市東山区清水4丁目166番
ご予約お問合せ 075-275-3368

祝
京都やきものweekわん碗ONE開催

京都教育大学教授・彫刻家

谷　口　淳　一

創業  江戸貞享年間

TEL 075-561-4373
HP  http://www.makuzu-yaki.jp

http
TOHGORO 京都市東山区五条橋東六丁目539

TEL075-561-0056://www.tohgoro.co.jp

茶わん坂
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竹虎堂株式会社　MAP B-2　
特売コーナー設置
不定休
TEL:075-561-2751
10時～18時

谷寛商店　MAP B-2
茶道具・抹茶盌展
11月1日(水)～11月11日(土)　
9時30分～17時30分
TEL:075-561-3858
季節に応じた茶道具・茶盌・水指・花生などの
取り合わせの妙を楽しんでいただけます。

東五六　MAP D-2
ー宴ー　Produce by TOHGORO
11月1日(水)～11月11日(土)　
9時～18時　
年末年始のパーティシーンを彩るテーブルウエ
アをご紹介。京焼作家が手掛けるカラフルで斬
新な新作の数々をご覧下さい。

壺屋いかい　MAP B-2
喜兵衛窯オリジナル「色絵うつわ展」
11月1日(水)～11月11日(土)　
10時～18時
TEL︓075－561－3908
喜兵衛窯オリジナルの色絵の「うつわ」を展示
販売いたします。

清雅堂陶苑　MAP D-2
KYO-MONO is COOL!プロジェクト
おちょこ展
9時～18時　
TEL:075-561-2772
京都の伝統産業の青年会で立ち上げたこのプロ
ジェクトは、おちょこを通じて「京もの」の素
晴らしさを配信しています。

朝日堂茶わん坂店美器 MAP D-2
アートサロンくら
市川一門展
11月1日(水)～11月15日(水)
TEL :075-551-1670
9時～18時(最終日は17時まで)
陶芸家「市川廣三」「市川博一」一門10名に
よる展覧会を開催いたします。

東哉　MAP D-2
「戌（犬）の絵皿展」
11月1日(水)～11月11日(土)　
10時～17時
ソニア・パークの率いるアーツ・アンド・サイ
エンスの依頼を受け、スコットランドの有名絵
本作家ドメニカ・モア・ゴードン氏と東哉との
コラボレーションにより出来上がった可愛い犬
の絵皿の数々を展示します。

ギャルリー石塀小路和田 MAP C-1
中西　宏明 漆展
11月9日(木)～11月19日(日)
休み︓11月15日(水)
12時～18時　最終日のみ17時
TEL: 075-531-4511

吉田清栄堂　MAP D-2
いっぷくのちゃわん展
11月1日(水)～11月11日(土)　
9時～17時
TEL:075-551-0001

陶　猪飼　MAP D-2
猪飼祐一　うつわ展
11月1日(水)～11月11日(土)　
11時～18時
TEL:075-541-6884
灰釉・青瓷・粉引など温もりののある土ものの
器を展示販売いたします。日常の器からハレの
器までお楽しみください。

紅村ギャラリー　 MAP D-2
Art of Scissors 土鋏
11月1日(水)～11月11日(土)　
10時～17時
TEL:075-561-6404
土鋏が生まれるきっかけから進化しつづける技
の今を展示いたします。
新しい息吹を是非お楽しみください。

祇をん　小西　MAP B-1
青木拳・青木寿美子 展
11月4日(土)～11月12日(日)
11時～19時
TEL︓075-561-1213

和田花光山(和田学)  MAP B-2
ウインドウギャラリー
TEL:075-531-4006
イベント期間中に新作の展示を行います。
また、一部オープンギャラリーにて販売もいた
します。ぜひお越し下さい。

京陶器ひの木　MAP C-2
白井直樹　作陶展
11月1日(水)～12月3日(日)　
休み︓月曜
9時30分～16時
TEL:075-551-3600
40年近く続けている三島　
手作りの粋をご高覧下さい。

澤村陶哉工房　MAP D-2　
四季の碗
11月1日(水)～11月11日(土)　
９時～18時
TEL:075-561-3415
澤村陶哉とその弟子たちの作品を展示いたしま
す。今年は<四季の碗>をテーマとし、季節感
あふれる器をご覧ください。

〒605-0846
京都市東山区五条橋東 6 丁目 583-75
TEL 075-561-7726

創作和菓子甘味処です。

茶わん坂の中程にあり、皆様の

お越しをお待ちしております。 

HP http://kouson.com

 Facebook 

「こども陶芸くらぶ」
              で検索

現代美術工芸

有限会社　井尾商店

 京都市東山区今熊野南日吉町52
TEL&FAX　075-561-8288

澤村陶哉工房

京都市東山区清水1丁目287
TEL 075-561-3415

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示 EXHIBITION 　展示

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗
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澤村陶哉工房

京都市東山区清水1丁目287
TEL 075-561-3415

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示 EXHIBITION 　展示
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東大路五条南西角/地産マンション1F 
TEL075-541-1564 

営業時間　13︓00－24︓00
(LO23︓30)

定休日月曜日（祝日営業）

京都市東山区山崎町385
クラージュ五条坂１F
TEL 075-561-8731
FAX075-561-8732

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

EXHIBITION 　展示

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

何必館・京都現代美術館　MAP B-1
近藤高弘　展　－手の思想－
Kahitsukan・Kyoto Museum of 
Contemporary Art
10月6日(金)～11月26日(日)
休館日　月曜日(祭日は開館)
10時～18時(入館は17時30分まで）
TEL　075-525-1311
＊会期中ギャラリートークを予定
（詳細はホームページをご覧ください）

若王子倶楽部左右　
紅村展
10月20日(金)～11月6日(月)　月曜定休
休み　火曜日水曜日
11時～18時
TEL　075-708-2086
林紅村の作品を中心に展示いたします。
会期中のイベントも是非お楽しみください。

PACHANGA 　“La pensee”
カタチを創るモノ、カタチを創り上げるモノ
11月10日(金)～11月12日(日)
11時～18時
3dots  小川宣之、林惟彰、山内駿、3人の点の中
から生まれる思考された空間表現　　　　　　　
関連イベント
日程　11月10日(金)
時間　20時～22時
料金　3,500円(軽食・飲み放題付)
住所　京都市中京区河原町三条下ル2丁目東入ル
北車屋町271第一観光ビル7F  PACHANGA
問合せ　edge.life@icloud.com

MOTTAINAIクラフトあまた
MAP A-3
沖縄のテマヒマ手わざ展
11月1日(水)～11月12日(日)
TEL　075-531-5877
10時～19時
沖縄本島と石垣島で作られたやちむん.吹きガラス
民具などの元気な手仕事をご紹介します。

新企画︕ONE DISH WALK
11月4日(土)～11月6日(月)
11時～18時
（開催店舗の営業時間により変動）
1チケット500円
五条坂茶わん坂界隈の工房や店舗(トータル約10件)
京焼の作家と、料理人とのコラボレーションイ
ベントです。
500円のチケット制で一皿の料理を味わいなが
ら器の使い方や料理の盛付けなども同時にお楽
しみいただきます。
お酒の試飲できる会場もあります。
京都ヤキモノweek開催中はオープンギャラリー
で前売り券、当日券を販売します。

京焼の作家の工房や店舗などで気軽に器と料理
のコラボレーションをお楽しみください。

問合せ　5chawan.network@gmail.com 
  

HAPSオフィス  MAP B-2
ALLNIGHT HAPS 2017前期
「日々のたくわえ」
会期　8月1日（火）～12月4日（月）
企画　武本彩子

出展作家　#1,#2 終了
#3  迎 英里子「アプローチ0.1」
  10月4日（水）～11月3日（金・祝）
#4  札本 彩子「last night meal」
  11月10日(金）～12月4日（月）

展示時間　18時～9時30分（翌日朝）
会場　HAPSオフィス1F
　　    京都市東山区大和大路五条上る山崎町339
主催　東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス
　　  （HAPS）

Event 　企画 EXHIBITION 　展示 Event 　企画

清水五条店
TEL 075-551-2088
営業時間11:30～14:00(L.O.13:30)
   17:00～22:00(L.O.21:30)
定休日　木曜日 ※祝前日は営業

-4436

西陣織物各種
龍村美術織物特約店

岡本織物店
OKAMOTOORIMONO

TEL 075-561
http://www.okamotoorimono.or.tv
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藤平陶芸　MAP C-２
11月1日(水)～11月11日(土)
10時～17時
京焼清水焼の逸品を展示いたしております。

陶芸体験
絵付（湯呑1900円　抹茶碗2500円
　　　マグカップ2500円　送料別途）
手びねり(湯呑3900円　抹茶碗4400円 　　　
　 送料別途）
事前予約　TEL:075-561-3979

陶点睛かわさき MAP B-2
三代　清風与平展
10月29日(日)～11月12日(日）
10時30分～18時
～清風与平研究家・司法書士　関和男先生所蔵
の小品から～

明治期、この五条坂で活躍し、帝室技芸員に任
命され、緑綬褒章の栄に輝き「其ノ精技、全国
ニ冠絶シ窯工ノ模範トナスニ足ル」と称賛され
た三代与平の様々な技法・様式について15点ほ
どの主として食器の作品とパネル展示で解説す
る。
この時期、京薩摩からアールヌーボーと、多く
の陶芸作家が明治政府の国策と時代の潮流に翻
弄される中で新たな表現技術を駆使しながら、
あくまで和風の美にこだわった与平の精神に学
び、次代の陶芸を考える一助としたい。

明治の帝室技芸員造の抹茶碗で
一服のお茶を‼
10月29日(日)～11月12日(日）
11時～17時　当日予約OK 

お抹茶（松籟園・和菓子付）500円　
初代伊東陶山、三代清風与平はじめ、展示して
ある京焼・清水焼の抹茶碗からお気に入りを選
んでいただき、一服のお茶と器の良さをお愉し
みくださいませ。

問合せ　TEL:075-561-4089

EXHIBITION 　展示

京都陶磁器会館　MAP C-2
京都色絵陶芸協同組合
第59回 京都色絵陶芸展
11月17日(金)～11月23日(祝・木)　
10時～18時
TEL:075-551-1758
色絵の技法を使用した京焼・清水焼の展示会

森里龍生展
11月25日(土)～12月6日(水)　
10時～18時
TEL:075-551-1758
小さな頃から育った五条坂での個展です。
今の自分を写し出せていればと思います。
是非ともご高覧下さい。

（敬称略・五十音順）

京都やきもの Week わん碗 ONE 2017 イベントガイド

Thanks 参加協力EVENT 　お茶会・体験

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

京都市東山区五条橋東大谷前
北入遊行前町 558 番地
TEL(075)-533-0444

HINAYA KYOTO

〒605-0846　
京都市東山区五条橋東4丁目452

ラティエール五条坂１F
075-551-3558

http://www.hinaya-kyoto.co.jp

広告協賛
株式会社 伊藤常     
有限会社 井原商店   
市川屋珈琲
今村陶器店    
ウエスティン都ホテル京都     
えびす屋東山店
お茶々のきもの   
狩野商店     
きよみず川かみ
KIYOMIZU 京都東山  
株式会社 熊倉工務店   
株式会社 公益社    
さんだ源栄堂     
ハイアットリージェンシー京都   
はり清   
フォーシーズンズホテル京都    
ホテルグランヴィア京都     
もんちゃん
レンタル着物岡本   
一般財団法人ニッシャ印刷振興財団
岡本織物店   
楽只苑   
祇園鳴海屋   
京居酒屋Sherry   
京都 一布や
京都清水三年坂庵
京都銀行東山支店    
京都信用金庫東山支店 
京都たわら庵   
京都中央信用金庫東五条支店
京都東山茶寮  
京都美術工芸大学

高島屋 京都店    
十六代権太夫    
谷口淳一
局屋立春  
晩Boo  
株式会社 長谷ホテルシステムズ     
株式会社ひなや     
山もと
柳桜園

参加協力
ART安木
朝日堂
浅見 武
石川製陶所
cafe かねや
祇をん  小西
木村寅之助商店
喫茶キャメル
ギャルリー石塀小路 和田
京陶器 竹内
京陶器 ひの木
京焼 ひらの
お食事処 きよし
クラフト工房 縁側
寿々
G studio
清雅堂陶苑
清福堂
創作陶房 平八
楽しいこもの おおはし
竹虎堂
陶物師三島
若王子倶楽部 左右
半兵衛麩
一ツ家
MOTTAINAI クラフトあまた
丸幸陶器
村田陶隠
吉田清栄堂
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弄される中で新たな表現技術を駆使しながら、
あくまで和風の美にこだわった与平の精神に学
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明治の帝室技芸員造の抹茶碗で
一服のお茶を‼
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11時～17時　当日予約OK 

お抹茶（松籟園・和菓子付）500円　
初代伊東陶山、三代清風与平はじめ、展示して
ある京焼・清水焼の抹茶碗からお気に入りを選
んでいただき、一服のお茶と器の良さをお愉し
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問合せ　TEL:075-561-4089

EXHIBITION 　展示

京都陶磁器会館　MAP C-2
京都色絵陶芸協同組合
第59回 京都色絵陶芸展
11月17日(金)～11月23日(祝・木)　
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色絵の技法を使用した京焼・清水焼の展示会
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小さな頃から育った五条坂での個展です。
今の自分を写し出せていればと思います。
是非ともご高覧下さい。

（敬称略・五十音順）
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Thanks 参加協力EVENT 　お茶会・体験

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

京都市東山区五条橋東大谷前
北入遊行前町 558 番地
TEL(075)-533-0444

HINAYA KYOTO

〒605-0846　
京都市東山区五条橋東4丁目452

ラティエール五条坂１F
075-551-3558

http://www.hinaya-kyoto.co.jp

広告協賛
株式会社 伊藤常     
有限会社 井原商店   
市川屋珈琲
今村陶器店    
ウエスティン都ホテル京都     
えびす屋東山店
お茶々のきもの   
狩野商店     
きよみず川かみ
KIYOMIZU 京都東山  
株式会社 熊倉工務店   
株式会社 公益社    
さんだ源栄堂     
ハイアットリージェンシー京都   
はり清   
フォーシーズンズホテル京都    
ホテルグランヴィア京都     
もんちゃん
レンタル着物岡本   
一般財団法人ニッシャ印刷振興財団
岡本織物店   
楽只苑   
祇園鳴海屋   
京居酒屋Sherry   
京都 一布や
京都清水三年坂庵
京都銀行東山支店    
京都信用金庫東山支店 
京都たわら庵   
京都中央信用金庫東五条支店
京都東山茶寮  
京都美術工芸大学

高島屋 京都店    
十六代権太夫    
谷口淳一
局屋立春  
晩Boo  
株式会社 長谷ホテルシステムズ     
株式会社ひなや     
山もと
柳桜園

参加協力
ART安木
朝日堂
浅見 武
石川製陶所
cafe かねや
祇をん  小西
木村寅之助商店
喫茶キャメル
ギャルリー石塀小路 和田
京陶器 竹内
京陶器 ひの木
京焼 ひらの
お食事処 きよし
クラフト工房 縁側
寿々
G studio
清雅堂陶苑
清福堂
創作陶房 平八
楽しいこもの おおはし
竹虎堂
陶物師三島
若王子倶楽部 左右
半兵衛麩
一ツ家
MOTTAINAI クラフトあまた
丸幸陶器
村田陶隠
吉田清栄堂
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近藤髙弘鷺珠江

清水保孝

清水六兵衞

 諏訪蘇山

杉田祥平

林秀行

三浦竹泉 末弘直道

谷口寛和川尻潤八木明 田村莱山

澤村陶哉

林紅村

河合徳夫浅井興二

前田謙吉

河﨑尚志

湯浅聡士 井原道夫

森里龍生

猪飼祐一

京都のやきもの関連のイベント

第20回　日吉窯元まつり 
4月第1土・日予定
東山区今熊野日吉町・南日吉町一帯 
TEL:075-533-1440

第42回　宇治川さくらまつり・炭山陶器まつり 
4月第1土日 　宇治川中の島 
TEL:0774-23-3334

京都・五条坂　陶器まつり2018
8月7日～10日 五条坂一帯  

清水寺陶祖記念碑顕彰会 
10月4日
10月4日を陶器の日とし、平成4年より清水寺に建立された京焼・清水焼の祖である、
野々村仁清、尾形乾山の石碑を尊び、やきもの関係者が一堂に集い。法要がとりおこな
われます。   

清水焼の郷まつり
第43回　大陶器市 
10月20日（金）21日（土）22日(日)
10月の第3金土日 山科・清水焼団地一帯 
TEL:075-581-6188   　　　

炭山窯元まつり　2017
10月21日（土）、22日（日）
宇治市炭山久田２   
TEL:0774-32-5904（不定休）

第24回　窯元もみじまつり
11月18日（土）～26日（日）
東福寺～泉涌寺　    
TEL:075-531-5678   

     

ご挨拶
紅葉の美しい秋の京都で、今年も「京都やきものweek わん碗ONE」を開催させて頂く運びとなり
ました。五条坂・茶わん坂の地域だけではなく、京都市内一円の会場にスケールアップしながらも
ひとつひとつの企画の質の充実を図ることを念頭に準備を整えて参りました。
この地ならではの様々なやきものに触れていただく事で、京都のやきものの幅広さと、奥の深さを
感じていただければと思います。
洗練された技術の粋を集めた京焼・清水焼は、作り手を感じる個人作家の器や自己表現とメッセー
ジが込められた作品に見られるように、色や形、技法も様々で、それが他産地にはない特長でもあ
ります。それらを自身の目で選び、使い楽しむ事が、日々の生活の中で「心を豊にする」という事
につながっていくと思います。
ご協賛、ご後援を賜りました皆様方のご支援ご指導を心より感謝申し上げます。

 代表  山田 東哉 宮川香齋

※  MAP は別添の地図エリア　　※　 はスタンプラリー参加店舗

井尾幸司

五条坂茶わん坂ネットワーク　協力会員
浅井睦子　井上路久　　清水愛子　　中村譲司　
林侑子　　宮川真一　　山内駿

五条坂茶わん坂ネットワーク　正会員
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スタンプを 7つ 集めると毎日先着10名様 に
毎日（11月1日～11 日最終日は 16 時まで）
特製「しょうきさん陶板」をプレゼント︕
7 つ集まったら MOTTAINAI クラフトあまた、陶点睛かわさき、オープンギャラリー、カフェしゅうどうの
いずれかで「しょうきさん陶板」を GET ︕

ファミュー・ドウ・チエ、MOTTAINAI クラフトあまた、木村寅之助商店、壺屋いかい、京焼ひらの、喫茶キャメル
楽只苑、陶点睛かわさき、河井寬次郎記念館、市川屋珈琲、京都陶磁器会館、鵬休堂、オープンギャラリー
東五六、東哉、吉田清栄堂、カフェしゅうどう

※店舗によって定休日の場合がございます。ご了承ください。
※河井寬次郎記念館は入館料が必要です。

※「鍾馗さん」は中国から伝わった鬼より強い神様で、屋根の上に置かれて家を厄から守ってきました。   
     京都市内でも比較的多く見られる場所が東山区六原周辺です。

毎年大好評!

※例︓MAP A-1 等は別添の地図エリアを示しています。スタンプラリーは　　のマークの参加店舗で実施︕

木村寅之助商店
MAP B-2

MOTTAINAI クラフト
あまた

MAP A-3

喫茶キャメル
MAP B-2
日祝休み

オープンギャラリー
MAP C-2

東五六
MAP D-2

東哉
MAP D-2

吉田清栄堂
MAP D-2

河井寛次郎記念館
MAP B-3

11月6日（月）休館

ファミュー・ドウ・チエ
MAP A-2

11月7日（火）休み

カフェしゅうどう
（東山支援学校）

MAP C-3
土日祝 休み

壺屋いかい
MAP B-2

鵬休堂
MAP C-2

楽只苑
MAP B-2

陶点睛かわさき
MAP B-2

京焼ひらの
MAP B-2
日祝休みスタンプ

設置店

京都陶磁器会館
MAP C-2

11月9日（木）休館

市川屋珈琲
MAP B-3

「しょうきさん陶板」
ここでGET︕

「しょうきさん陶板」
ここでGET︕

「しょうきさん陶板」
ここでGET︕

「しょうきさん陶板」
ここでGET︕

  

後援 京都府  京都市  京都市教育委員会  公益社団法人京都市観光協会 京都商工会議所  

古典の日推進委員会　清水寺　両足院　茶わん坂繁栄会　茶道資料館　白沙村荘 橋本関雪記念館

朝日新聞社  京都新聞  産経新聞社  日本経済新聞社　毎日新聞社  読売新聞社  NHK 京都放送局  KBS 京都  

一般財団法人京都陶磁器協会　京都陶磁器卸商業協同組合  京焼・東山文化を考える会  京都陶磁器青年会

協力  文化庁地域文化創生本部

主催　　   五条坂 ・茶わん坂ネットワーク　

お問合せ   陶点睛かわさき　075-561-4089

　　　　  Produce  株式会社マックス     www.gojo-chawanzaka.jp


