広告協賛
４TH Avenue

HINAYA KYOTO STYLE＋STAY

井尾商店

（株）一布や （一財）ニッシャ印刷 文化振興財団
えびす屋

市川屋珈琲

いふじ

KYOTO CERAMIC Week“WAN wan ONE”Vol.08

ウェスティン都ホテル京都

お料理はやし （株）伊藤常 （株）岩井製菓 （株）熊倉工務店

（株）公益社 （株）東五六 （株）東哉 （株）長谷ホテルシステムズ
川上 御殿八ツ橋本舗 祇園鳴海屋

京居酒屋 Sherry

京都清水三年坂庵・京都たわら庵

京都銀行東山支店

京都中央信用金庫東五条支店
京和菓子 山もと
谷口淳一

坂のホテル京都

Ber 美麗

柳桜園

澤村陶哉

京都信用金庫東山支店

京都伝統工芸大学校
さんだ源栄堂

ハイアット リージエンシー京都

フォーシーズンズホテル京都
もんちゃん

京都美術工芸大学

紅村窯

鵬休堂
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十六代権太夫

はり清

晩 BOO

ホテルグランヴィア京都

やよい （有）岡本織物店 （有）京 和華 京都 東山茶寮

（有）局屋立春 （株）レジステイレンタルきもの岡本

参加協力
京陶器 ひの木
石川製陶所

ギャラリーたなか

陶磁器たきぐち

MOTTAINAI クラフトあまた
祇をん小西

京陶器・竹内

若杉屋

蘇嶐窯

朝日堂 茶わん坂店 美器

お食事処きよし

寿々

清福堂

浅見武

和田花光山

清雅堂陶苑

一ツ家

創作陶房 平八

キャメル

陶物師 三島

木村寅之助商店

マリーハウス

吉田清栄堂

楽しいこもの おおはし
半兵衛麩

クラフト工房 縁側

今村陶器店

ART 安木

竹虎堂
café かねや

ギャルリー石塀小路和田

京焼ひらの
イベントガイド

後援
京都府

京都市

京都商工会議所

京都市教育委員会
古典の日推進委員会

茶道資料館 白沙村荘 橋本関雪記念館
日本経済新聞社

毎日新聞社

一般財団法人京都陶磁器協会

Guide Book

公益社団法人京都市観光協会
清水寺

両足院

茶わん坂繁栄会

朝日新聞社 京都新聞

読売新聞社

NHK 京都放送局

産経新聞社

イベントガイド

Guide Book

KBS 京都

京都陶磁器卸商業協同組合 京都陶磁器青年会

京焼・東山文化を考える会
順不同

主催

五条坂・茶わん坂ネットワーク

Fri
Mon
2019.11.1
2018.11.1Thu-11.11
-11.11Sun

www.gojo-chawanzaka.jp
お問合せ

陶点睛かわさき

主催
主催 五条坂茶わん坂ネットワーク
五条坂茶わん坂ネットワーク

075-561-4089

企画協力 株式会社マックス

31
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継ぎ、繋ぎ、紡いできた 150 余名の作家展

メイン展覧会

わん碗 ONE 展

11 月 1 日（金）－11 月 20 日（木） 10：00-17：00
会場

白沙村荘橋本関雪記念館

入館料

1,300 円

美術館

京都市左京区浄土寺石橋町 137

語り継ぐ

11 月 8 日（金）18:30-20:30
会場
定員

河井寛次郎記念館 MAP D-3

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、この展覧会を一見いただ
きましたらそこに答えがござい
ます。多種多様、伝統と革新、
洗練された雅な京のやきものを
ご堪能下さい。是非ともご高覧
賜ります様ご案内申し上げます。

参加費

30 名（定員になり次第締め切り）

申込先 FAX

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。
今年は会場を変えて、日本画家 橋本関雪が自身の制作を行うアト
リエとして造営した邸宅であります白沙村荘 橋本関雪記念館で開
催させていただきます。

五条坂茶わん坂

075-746-6772

1,000 円

5chawan.network@gmail.com

※お申込者名と参加人数とご連絡先をご記名の上お申し込みください。

毎年ご好評いただいております「語り継ぐ」シリーズの第 3 弾を
開催します。
現在京焼清水焼の最高齢の現役絵付師の入江ヒロ子さんに絵付け
師からみる懐かしい五条坂のお話を伺います。
聞き手は諏訪蘇山さん、小川文齋さんにお願い致します。
入江さんは小川さんの窯で修行
されたこともあり興味深いお話が
聞けそうです。
夜の河井寛次郎記念館で、知られ
ざる五条坂の本当のすがたに
触れてみませんか。

三年坂から徒歩 30 秒！！京都初のコンドミニアム型施設で、家族 ・ グループ旅行をもっと楽しく

京都清水 三年坂庵 / 京都東山区 2 丁目 257-5 www.3nenzaka-an.com

皇族の国璽 ( 印鑑 ) 職人の工房であった特別な京町家。天井高 7ｍの吹抜空間で贅沢にくつろぐ

京都 たわら庵 / 京都市中京区富小路二条下ル俵屋町 190 番地 www.tawara-an.com

公式アカウントも是非ご覧ください。

4

宿泊のご予約 ・ 京都清水三年坂庵 京都たわら庵 070-4819-7988(9 時～ 18 時 )
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ご紹介

毎年恒例！スタンプラリー

藤平伸 記念館 MAP C-3

別添の MAP の台紙にスタンプを 7 つ 集めると

2018 年 10 月 2 日にオープンした「藤平伸 記念館」は五条坂

スタンプが 7 つ集まったら陶点睛かわさき、オープンギャラリー

のです。

※スタプラリーとプレゼント交換期間は

古い油問屋の蔵を移築した吹抜けのアトリエには大正時代のステン

毎日先着 10 名様特製「ミニ鍾馗 ( しょうき）さんをプレゼント！
東五六のいずれかで「鍾馗さん」を GET ！してください。
11 月 1 日～ 11 日です。（最終日は 16 時まで）

を拠点に活動した陶芸家、藤平伸の住まい兼アトリエを公開したも

ドグラスが入り、蒐集したアンティークの調度品が彩りを添えてい
ます。陶芸のみならず絵画や書などにも幅を広げ、陶の詩人とも評
される藤平伸の独特の世界にぜひお越しください。

尚、見学にあたっては事前のご予約をお願いしております。
詳細は藤平三穂のホームページ http://www.fujihiramiho.com/ をご
覧ください。

「京焼

伝統と革新」中ノ堂一信著

当会のアドバイザーであり京都造形芸術大学大学院客員教授の
中ノ堂一信氏の著作「京焼
ました。

伝統と革新」が淡交社より出版され

第一章で京都のやきものの歴史を述べ
第二章で江戸時代後期から現代までの

伝統的な陶工・作家を紹介しています。
A5 判

328 ページ（カラー 8 頁）

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

１１月初旬 リニューアルオープンします

東五六
銀座本店
京都売舗

金春通り
茶わん坂

03-3572-1031
075-561-4130

ARTS & CRAFTS

http://www.tohgoro.co.jp info@tohgoro.co.jp
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次代を担う若者達の作品展
11 月 1 日 ( 金 )-11 日 ( 月 )
会場

問合せ

京都陶磁器会館
京都陶磁器会館

陶校同友会

10:00-18:00

11 月 6 日（水）13:00-16:15

MAP C-2

会場

TEL 075-541-1102

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。
参加学校

賞金
・京都府知事賞

・京都市産業技術研究所陶磁器研修 ・京都市長賞

1 名 賞金 3 万円
1 名 賞金 3 万円

・嵯峨美術大学

・京都陶磁器協会賞

・京都精華大学

・京都陶磁器卸商業協同組合賞 1 名

1 名 賞金 3 万円
金一封

・京都造形芸術大学
・京都伝統工芸大学校

一般来場者による投票

・京都美術工芸大学

・最優秀賞

・京都教育大学
（計 8 校

8

1名

賞金 1 万円

副賞 五条坂・茶わん坂ネットワーク賞 金一封

・京都府立陶工高等技術専門校

・優秀賞
五十音順）

府立陶工高等技術専門校 MAP C-3

問合せ

京都の 9 学校の学生による作品展。約 100 点の作品を出展し、販

・京都市立芸術大学

講演会・パネルディスカッション

9 名 賞金 1 万円

TEL 075-561-2943
(月-金

8:30-17:00)

①事例発表
13:00-13:30
クロス
× 和食 京都陶磁器青年会
クロス
× 宇治茶 陶工専門校
クロス
× 女優 陶芸家

②基調講演
13:40-14:10
テーマ 地方創生とは～地場産業の振興～
講 師 北川正恭 氏 早稲田大学名誉教授
③パネルディスカッション 14:25-16:15
テーマ 「作る」から「創る」へ ～連携と協働～
コーディネーター 鈴木恵千代氏（日本空間デザイン協会会長）
パネリスト 秋吉久美子氏（女優）
、
下岡久五郎氏（宇治茶道場「匠の館」
館長 )、髙橋拓児氏（( 株 ) 木乃婦代表取締役）
、鎌田幸二氏（陶芸家）
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わん碗 ONE 湛庵茶会

開睛子供大茶会・茶道部茶碗展

11 月 7 日（木）10:00-15:00

11 月 2 日（土） 10:00-12:00

※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

会場

会場

京都国立博物館 茶室「堪庵（たんあん）」 MAP C-4

1 席目 10:00-

けます

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
前売り券含め先着 150 名まで（お菓子が無くなり次第終了）
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）

2 席目 10:30-

3 席目 11:00-

東山開睛館第二教育施設 ( 六原学舎 )

お茶券 : 300 円（120 名）

お茶券販売 : 東山開睛館 担当 ( 稲葉先生 )
問合せ : 陶点睛かわさき

075-561-4089

4 席目 11:30MAP B-2

壺屋いかい MAP B-2

※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。
※お待ちいただく場合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、

京焼を代表する地元五条坂・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。

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。

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

※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。

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

協力：柳桜園、御菓子司 山もと

待ください。

「創業明治八年」
御家元御用
各御本山御用

宇治茶の老舗

京都市中京区二条通御幸町西

京都市東山区東大路
渋谷上る常磐町四五九ー一

電 話 〇七五 ー五六一 ー二二五〇
ＦＡＸ 〇七五 ー五三一 ー四九八〇

電 話 〇七五 ー二三一 ー三六九三
ＦＡＸ 〇七五 ー二三一 ー二一一八

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。

今回も所蔵品の中から数点を茶室へお借りします。
協力：柳桜園、祇園 鳴海屋

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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結ノ奏 ーユイノカナデー
11 月 8 日（金）9 日（土）10 日（日）10:00～17:00
会場

サロン ねねの道（EagleCapital 本社１階）

問合せ

林 yuko@koson.jp

東山区高台寺 北門前通下河原東入ル鷲尾町 512 番地

うつわ男子展
11 月 27 日 ( 水 ) ー 12 月 1 日 ( 日 )
会場

問合せ

17:30 ー 21:00

音羽山 清水寺 経堂 MAP D-2

特別拝観料が必要です

Facebook ページ「うつわ男子」
Instagram : utsuwadanshi

京都でやきものを生み出す女性たちの展示サロン

作品で見せる従来の展示とは一線を画し、作家の思いや背景にも

りのある女性作家を集め毎年開催していた展示会は昨年で６回目

会場は昨年に引き続き、清水寺で開催されます。秋の京都と共に、

ヤキモノ女子力 111 の WAN 展、京都の五条坂・茶わん坂にゆか
を迎えました。

そして７回目の今年は全てを一新し、ヤキモノ女子力展は生まれ
変わります。

クローズアップする事をテーマとしているうつわ男子。

普段はそれぞれのフィールドで活動している 10 人の「ひと」と「う
つわ」を是非お楽しみ下さい。

二階建数寄屋造りで趣のある会場「サロン ねねの道」をお借りし、

出品作家

この展示会では作品展示だけでなく出展者同士が交流できるサロ

川尻潤・高木竜太・竹村陽太郎

けるような和やかな空間をもつ展示会にしたいと思っております。

山内駿

京都でやきものを生み出す女性たちの作品を展示販売いたします。

猪飼祐一・井上路久・巖田建

ンとして開き、お越しになられた皆様もご一緒に楽しんでいただ

谷口良孝・中村譲司・森里龍生

やきものが奏でる女性たちが結ぶ世界を是非ご高覧ください。

協力

松波直秀

結 ノ 奏
創業 70 余年 京料理・鍋物
京・円山公園

電話 075-525-0124

日本庭園「積翠園」をのぞむレストラン「ブラッスリー」

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
アクセス 五条坂から徒歩約１０分
京阪七条駅から徒歩約１０分
京都駅からタクシーで約７分
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清水家

卯一 保孝 志郎の三代展

11 月 1 日 ( 金 )-11 日 ( 月 )
会場

清水家 MAP B-2

10:00-17:00

TEL 075-561-3933

近藤濶の器展
11 月 1 日 ( 金 )-11 日 ( 月 )
会場
休館

http://www.shimizuke.net/

近藤悠三記念館
水曜日

11:00-18:00

MAP D-2

展覧会期間中はガイドブック持参の方に限り

河井寛次郎記念館「寬次郎の玉手箱」展

入場料：無料

・館内の柳水 Bar カウンターでは日本酒をお楽しみいただけます。

（日本酒５種類＋乾き物３種類

3,000 円～）

11 月 1 日 ( 金 )-11 月 30 日 ( 土 )
会場
休館

河井寛次郎記念館

MAP B-3

毎月曜日 10:00-17:00

( 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

ごうす ふたもの じき ろう

本年は河井寬次郎の陶器の箱～盒子、蓋物、喰、籠～をご覧いた
だきます。中に入れる物は自由・・・まるで玉手箱のようです。

歴代

清水六兵衛展

11 月 5 日 ( 土 )-11 月 8 日 ( 金 )

家傳 ちりめん山椒

10：00-17:00( 入場受付 16：30 まで )
会場

ギャラリー六兵衛

TEL 075-561-3131

MAP B-3

http://rokubeygama.com

祇園下河原清井町（八坂神社南楼門を南へ100m）
電話 0120-005-841
14
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五条坂京焼登り窯（旧藤平）開催イベント
主催
会場

京焼目利きプロジェクト（京都造形芸術大学・東山区役所）
五条坂京焼登り窯（旧藤平）

京焼目利きプロジェクト
京焼カフェ＆登り窯ツアー

11 月 9 日（土）10 日（日）10:00-17:00
【京焼カフェ】～京都の美を食と器で楽しんで～
昨年度好評だった、職人さんの
作った京焼で抹茶を飲めるカフェ
を 2 日間限定で営業します。
【登り窯ツアー】～学生 × 登り窯～
普段入ることのできない京都最大級の登り窯をその特徴と歴史を
紹介しながら学生たちがご案内します。
【京焼入門コーナー】～登り窯には文化の風が吹いている～
職人さんにインタビューした内容を芸大生ならではのアイデアで
展示します。
※京焼・清水焼き 目利きプロジェクトについて
京焼・清水焼きは多彩で様々な技法、表現があります。それらを
わかりやすく伝える事で、京焼・清水焼きの良さを知ってもらう
為のプロジェクトです。京都造形芸術大学の学生達が、東山区内
の職人さんと協力しながらすすめています。
問合せ
京焼・清水焼き 目利き 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
kyoyakipj@gmail.com
TEL 075-791-8763

藤平陶芸「登り窯のかたわらで」花展

MAP C-2
ここから始まる登り窯の魅力 Vol.2「どう活かす？登り窯」

五条坂京焼登り窯（旧藤平）の見学会と意見交換会
日時

11 月 10 日（日）集合時間

参加費

300 円

集合場所
連絡先

13:30 （16:30 頃閉会）

若宮八幡宮（東山区五条橋東五丁目）
申込不要

定員約 50 名

075-551-0962（中堂）

陶器神社を称する若宮八幡宮のお庭を通り東門から登り窯へ（平

素は閉門）登り窯見学・解説、その後 やすらぎ・ふれあい館（東
山区梅林町 576）にて意見交換会

東山区は京都の歴史と伝統文化が色濃く凝縮された地域として知
られています。そのひとつ焼きもののまち五条坂に人知れず眠れ
る京都最大の登り窯。
すでに焼きものを焼く道具であることを止めて久しい九室の巨大
な土の塊が、不思議に見る者を惹きつけます。
今年 6 月の見学・意見交換会では、学術的な産業遺産としての評
価をはじめ、地域の宝もの、陶芸界の起爆剤などなど、一般の皆
様から多数のご感想とご意見を頂戴いたしました。
今回は更に深めて、この激変する時代と環境の中で、伝統ある京焼、
京都の文化をどのように受け止め、後世に手渡すことができるか
という大きな課題を背景に、具体的にこの窯をどう活かすか、に
ついてご来場の皆様と意見を交換出来ればと思います。ふるって
ご参加下さい。
司会進行 吉田瑞希（京都造形芸術大学技官）
解説

菅谷幸弘（六原自治会事務局長）佐野春仁（京都建築専門学校校長）

主催

五条坂京焼登り窯についての意見交換会

協力

木立雅朗（立命館大学教授） 猪飼祐一（陶芸家）

六原自治連合会

京焼東山文化を考える会

五条坂茶わん坂ネットワーク

11 月 9 日（土）10 日（日）10:00-17:00

長い間眠っている窯のかたわらで、花を活けて往時をしのびたい
と思います。窯のそばに転がっている当時の花生や窯に入れる
予定だった素焼きの花器等に花を
入れてみようと思います。

久々に窯が元気になる事と思います。
問合せ
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藤平陶芸 075-561-3979

〒605-0862 京都市東山区清水 4-200
TEL 075-561-0061 FAX 075-561-0075
http://www.saka-hotel.com/
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渾然楽事 京焼今展 2019 KYO YAKI IMA TEN 2019 Sense of wonder

2020 年春 グランドオープン

2019 年 11 月 16 日 ( 土 )～18 日 ( 月 )
開場時間 10:00～16:30（入場は 16:00 まで）
会場 両足院（建仁寺山内）MAP B-1
料金 :600 円（拝観料として）
■展覧会趣旨

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。
参加する作家それぞれが培ってきた個の力を活かし
つつ、
「京都のやきもの」という枠組みで協働する
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。
毎年異なるテーマを掲げている本展、今年は渾然楽事 Sense of Wonder を
テーマに取り組みます。

■参加メンバー
かのうたかお（楽事人 / 作家） 谷口晋也（楽事人 / 作家）
伍嘉浩（作家） 新宮さやか（作家） 堀久仁子（作家）
綿引恒平（作家）池上恵一（楽事人） 片山真理子（楽事人）
シュウ・スミン（楽事人） 中山福太朗（楽事人） 桐山国弘
渾然楽事 Sense of Wonder

喜びや祝いは日常の中に渾然としてある。しかし、それらを日々に埋もれ
させる習慣をつけてしまったかもしれない。大きな好機や転機を待ちすぎ
なのかもしれない。既知と思う事が増えると、新鮮な驚きをもって発見し
直すような姿勢や視点が薄れてしまう。楽事という語感によって、その障
壁を打破したい。子供達が石ころを拾い、そこでゲームを創出して楽しむ
ように、その小さな発明発見をお祝いするように、多くの人が楽事を日常
化することを願う。
今回は楽事人を選ぶことにした。あとは楽事人に託した。
楽事人が作家を選び、両者が渾然一体となり演出した作品空間に、来場者
も主客未分の渾然体験になれば本望である。
渾然司 伊藤東凌

主催
両足院 五条坂・茶わん坂ネットワーク
問い合わせ先
info@modernkyotoceramic.com
Facebook ページ https://www.facebook.com/kyoyaki.ima.ten/

うどん ・ そば

十六代権太夫
じ ゅ う ろ く だ い ご ん だ ゆ う

京阪清水五条駅東に徒歩 1 分

TEL (075)-525-2005

ご予約・お問い合わせは

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)
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075－561－3978

詳しくは Web で！
京居酒屋Ｓｈｅｒｒｙ
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カフェしゅうどう
11 月 1 日（金）-11 日（月）9:30-15:30（木曜日は 12:30 まで）
休み ２日３日４日９日 10 日
会場 東山総合支援学校内 カフェしゅうどう MAP C-3
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進めています。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。
今年度も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。店内でのコラボレーション作品の展示とそのカップで
コーヒーを飲んでいただけます。
スタンプラリーのスタンプ設置店にもなっていますので、是非ご
来店ください。
連絡先 東山総合支援学校 075-561-3373

鍾馗祭り
11 月 9 日（土）13:00-15:00
会場 若宮八幡宮 MAP B-2
鍾馗さんは多くの家の屋根から私たちを見守ってくれています。
鍾馗祭（しょうきまつり）は、私たちを厄から守ってくれている
鍾馗さんに、感謝の気持ちを捧げる祭りです。
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。
13:00

鍾馗祭開催
若宮八幡宮内にある鍾馗神社前にて神事を執り行います
13:30 町内を練り歩く「巡行舞」を行います
15:00 鍾馗祭終了
※状況によりそれぞれの開始時刻は前後する可能性があります。
連絡先 鍾馗ロード実行委員会 E-mail shokiroad@gmail.com
【鍾馗ロード実行委員会とは】
京都の守り神「鍾馗さん」に込められた地域の人々の思いや歴史
をひも解きながら、独自の散策路【鍾馗ロード】を創っていくた
めの団体です。一緒に、私たちだけの鍾馗ロードを作っていきま
しょう。主にツアーやワークショップの企画、運営を行っています。
Twitter、Facebook は「鍾馗ロード」で検索！

www.okamoto-kimono.com
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京 都 市 上 京 区 河 原 町 通 り

TEL 075-532-1320

今 出 川 下 ル梶 井 町 四 四 八 ー六 一

〒605-0846 京都市東山区五条橋東 6 小梅５４６－８

電話 〇(七五）二一三ー四四〇九番

〒602-0841

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
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イタリアン・ライフスタイル

by TAITÙ MILANO

11 月２日 ( 金 )-９日 ( 金 )（７日水曜日のみ休館）
10:00-18:00（入場は 17:30 まで）
会場

京都伝統工芸館

１階

小展示室

主催

TAITÙ MILANO

協力

学校法人二本松学院・京都伝統工芸館

〒604-8172 京都府京都市中京区 烏丸通三条上る場之町６０６
後援

イタリア文化会館 - 大阪・イタリア東洋学協会

およそ 60 年間にわたり TAITÙ Milano は「色・美・自由」を主軸
として高級食器ブランドのトップを占めてきました。当社の優れ
たデザイン、コンセプト、素材は、豪華なイタリアン・ライフス

タイルの代名詞です。また TAITÙ は熟練技術者の手わざを常に高

く信頼するブランドです。京都伝統工芸館での展示会、「わん・碗・

京焼・清水焼って、どんな焼き物？
江戸後期・明治初期の清水焼を知る

江戸・明治期の京焼・清水焼の展示と写真・パネルによる解説
～古清水・奥田潁川・水越与三兵衛・和気亀亭・和気亀塘・幹山伝七～
11 月 1 日（金）～ 11 日（月） 10:00-18:00
会場 陶点睛かわさき 2 階ギャラリー
MAP B-2
問合わせ 075-561-4089
京焼・清水焼にはどんな特徴があるのかなぁ？？
「わかり難い やきもの」と言われるのはナゼでしょう？？
その答えを一緒に考えてみませんか？？
どうやら江戸・明治期に大きなヒントがあるようですよ！！
そんな当時の貴重な作品を展示し、写真やパネルによる解説でナゾ解
きに挑みます～
華麗なる碗ワールド、京焼・清水焼の不思議な世界へ ようこそ

ONE」への参加は大変光栄なことです。今後の日本・イタリアの

体験 京焼・清水焼の魅力を体感しよう！！
職人さん手造りの器で一服のお抹茶・コーヒーはいかが？？

Italian Lifestyle

11 月 1 日（金）～ 11 日（月）10:00-18:00
受付 075-561-4089 当日 OK ですよ～！！

技術交流促進を願っております。

For almost 60 years, TAITÙ Milano, characterised by 3 core values: COLOUR,
BEAUTY, FREEDOM, has been a luxury brand, with a top market positioning in
the homeware sector. Thanks to the Italian design, the innovative concepts and
the use of the most precious materials, the brand TAITÙ Milano is synonymous
with excellence and luxury Italian lifestyle all over the world.
TAITÙ has always distinguished itself by its high craftsmanship in the design and

色々な抹茶碗、コーヒーカップの中から、お気に入りを選んで、
京町家で楽しむ格別の一服を。
・お抹茶 500 円 （松籟園・菓子付）
・コーヒー、エスプレッソ 400 円（菓子付）

in the manufacture, entrusted to master artisans, able to represent colours, decors
and shapes on the ﬁnest materials and with very accurate details.
TAITU Milano is therefore honoured to perform the exhibition at the Gallery of
Kyoto Traditional Arts and Crafts and to take part at the initiative “Wan, Wan,
One” , organised by the ceramics producing community in Kyoto for the
vitalization of the local ceramic industry.

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
TE L&FAX 075-561-8288
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古清水
色絵松竹文火入 江戸後期

奥田潁川
呉須赤絵龍魚文五角鉢

江戸後期

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
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One Plate 展

特別併催

新企画！桂

神山清子展

雀三郎 師匠「はてなの茶わん寄席」

11 月 1 日（金）ー 11 日（月）11:00-18:00

10 月 25 日（金）18:30-20:00

連絡先

連絡先

会場

アートギャラリー鵬休堂 MAP C-2

会場

TEL075－541-3805

カフェランチを彩るプレート皿やリム皿、和洋の菓子皿など京焼・
清水焼の多様なお皿の展示会です。また現在、放映中の NHK 連
続テレビ小説「スカーレット」主人公のモデルとなった女性陶芸家・
神山清子の作品も特別展示します。
出品者

井上路久
巌田健

中村譲二
清水宏章

山内駿
猪飼祐一

若宮八幡宮社

受付 18：00

東大路五条

西入る北側

はてなの茶わん寄席実行委員会

kamimura@max-corporation.com

MAP B-2

上村まで

TEL 090-3038-1779
入場料

１席

2,000 円

森里龍生

※期間中は神山清子の菓子皿を使い呈茶席を設けます。当日受付

税込み 500 円

寄席の名前にもなっている「はてなの茶わん」は清水寺やお茶碗
が話題の中心です。
陶器神社もある若宮八幡宮社で身近な地域の事を題材にしたお話
を、京都やきもの week の始まる前に皆様と楽しみたいと思いま
す。是非ともご来場ください。桂 雀三郎 師匠にご登壇いただき
ます。
演目は「はてなの茶わん」「ちしゃ医者」の二本
協力

あけぼの寄席

TEL075-541-1564
東大路五条南西角/地産マンション1F

営業時間 13︓00－24︓00
(LO23︓30)
定休日月曜日（祝日営業）

茶わん坂

紅村窯

澤村陶哉工房
京都市東山区清水1丁目287

京都市東山区五条橋東 6 丁目 541

TEL 075-561-3415

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

東福寺駅

〒605-0875
京都府京都市東山区鐘鋳町 396-2
電話 : 075-748-1354

京都第一
赤十字病院

http://www.kumakurakoumuten.co.jp

もみじ祭り

休憩所

旧 月輪小学校

東福寺

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
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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
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ご案内・展示・企画
オープンギャラリー

MAP C-2

11 月 1 日 ( 金 )-11 月 11 日 ( 月 )

10:00-17:00( 最終日は 16:00 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。

※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。
問合せ：森里龍生 TEL 075-561-4089

ごあいさつ
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。
そして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。

五条坂茶わん坂ネットワーク会員一覧
◎正会員

浅井興二
井尾幸司
猪飼祐一
井原道夫
河合徳夫
河﨑尚志
川尻 潤
清水六兵衞
近藤髙弘
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鷺 珠江
澤村陶哉
清水保孝
末広直道
諏訪蘇山
谷口寛和
田村莱山
林 克行
林 秀行

前田弥生
三浦竹泉
宮川香齊
森里龍生
八木 明
山田東哉
湯浅聡士

◎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
吉田瑞希
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