石川県輪島漆芸美術館 2018年度年間行事ご案内
当館では2018年度に下記行事を開催いたします。お誘いあわせご来館下さいますようご案内致します。
新しい行事につきましては、決まり次第お知らせいたします。
(2019年2月11日現在)
催しもの
講座・講演会など
展覧会
容真御流いけばな展

4月5日（木)・6日(金)

企画展「第23回 飛翔する輪島の漆芸作家たち いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2018in輪島漆芸美術館
4月
“モーツァルトが輪島へやってきた！” 4月21日（土）午後2時～3時
-全国展入選作品-」
「ふれて感じる、うるしの温もり企画」4月28日（土）～30日（月・振休）・5月3日（木・祝）～6日（日）
2月24日(土)～5月14日(月)

2018年

当館謹製「うるし茶」のおもてなし 5月4日（金・祝）・5日（土・祝）
5月15日（火）～18日（金） 展示替え休館

みどりのカーテン 朝顔の種まき 5月21日（月）
石川県輪島漆芸美術館友の会主催「わかば茶会」5月25日（金）

5月
ひら

せいしん

企画展「漆芸の未来を拓く-生新の時2018-」
5月19日(土)～7月16日(月・祝)

6月

漆芸の未来を拓く-生新の時2018・ギャラリートーク
「輪島市民まつり2018」協賛 特別無料開放6月2日（土）・3日（日）
6月9日(土)午後1時30分～2時30分
輪島市いけばな協会 花展 6月2日（土）・3日（日）
・シンポジウム
6月9日(土)午後2時40分～4時30分
世界初 漆塗りサックスの響き サックスカルテットJGによるコンサート
コーディネーター：水上 修氏
『～漆japan～』 6月10日（日）午後2時～3時30分
（沖縄県立芸術大学教授）
石川県輪島漆芸美術館友の会総会 6月17日（日）
特別講演：外舘和子氏
輪島沈金業組合 新作見本展 6月23日（土）・24日（日）
（多摩美術大学教授、工芸評論家）
石川県勤労者文化協会写真サロン展 7月13日（金）～16日（月・祝）
＊同日は無料開放
7月17日(火)～20日(金) 展示替え休館

7月

ワークショップ 沈金箸色付
7月28日（土）午後1時～4時・29日（日）午前10時～午後1時
8月18日（土）午後1時～4時・19日（日）午前10時～午後1時
キッズ作品鑑賞会 7月29日（日）午後1時30分～
ふれて感じる、うるしの温もり企画 8月2日（木）・4日（土）・5日（日）
Daiwa Sakura Aid「ジュスカ・グランペールコンサートIn石川県輪島漆芸美術館」
8月4日（土）午後2時～3時30分 ＊入場無料

東京国立近代美術館工芸館 移転連携事業
「近代工芸のススメ」
7月21日(土)～9月3日(月)

8月

夏のうるわし縁日2018 in 輪島漆芸美術館
8月11日(土・祝)午前11時～午後4時
伝統工芸制作体験ワークショップ
輪島塗の沈金パネルを作ろう 8月25日（土）①午後1時～ ②午後2時～
スズキ・メソード輪島教室 納原久顕クラス「ヴァイオリン・サマーコンサート」

東京国立近代美術館工芸館 移転連携事業
「近代工芸のススメ」オープニングギャラリートーク
講師：唐澤昌宏氏（東京国立近代美術館 工芸課長）
7月21日（土）午前9時30分～＊要入館券
「近代工芸のススメ」講演会
講師：唐澤昌宏氏（東京国立近代美術館 工芸課長）
「日本の工芸の現在（いま）を考える」
7月22日（日）午後1時30分～3時＊受講無料
第1回漆文化セミナー
講師：谷口 出氏（石川県立美術館学芸主幹兼学芸第一課長）

「石川の工芸」
8月19日（日）午後1時30分～3時＊受講無料

キャリア教育事業「巨匠の生き方に学ぼう」
8月26日（日）午後3時～4時 ＊入場無料
体験型講座「あなたも拭漆名人！木目がきれいな懸子付き
8月29日（水）
ボンボニエール」 講師：西端良雄氏 9月2日（日）午前9時30分～
9月4日(火)～7日(金) 展示替え休館
没後１周年追悼展

「文化功労者 三谷吾一の世界
-時代を画す沈金加飾の探究者-」
9月
9月8日(土)～11月5日(月)

ミニピアノコンサート
演奏：高村 聡氏 9月8日（土）午後2時～3時＊入場無料

特別講演会 三谷吾一先生を偲んで
9月9日（日）午前10時～ ＊受講無料

ふれて感じる、うるしの温もり企画 9月15日（土）・16日（日）・17日（月・祝） 第2回漆文化セミナー

ちりめん細工作品展「わらべの四季」
協力：裏野芳子氏 9月15日（土）～24日（月・振休）＊入場無料
満65歳以上の輪島市民 入館料無料
9月15日（土）～24日（月・振休）
当館友の会主催「小さな大木 大きな宇宙 小品盆栽 七浦正一展」
9月22日（土）～24日（月・振休）＊入場無料・最終日は正午まで
アート＆ポエムコンクール2018作品展
9月27日（木）～10月8日（月・祝）

講師：林 曉氏（富山大学芸術文化学部教授）
「伝統の本質を追求する -乾漆造形を通じて-」
9月29日（土）午後1時30分～3時＊受講無料

第3回漆文化セミナー
講師：三谷 慎氏（彫刻作家）
角 康二氏（沈金作家・日展会員）
細川英邦氏（輪島市産業部漆器商工課
当館友の会主催ミュージアムコンサート「大西貴浩 美しき日本のうた」
漆器産業振興室次長）
「文化功労者 三谷吾一氏の足跡を振り返る」
10月7日（日）午後2時～ ＊入場無料
第17回MOA美術館輪島児童作品展 10月13日(土)～16日(火)
10月28日（日）午後1時30分～3時＊受講無料
＊最終日は午後3時まで

10月

能登Classic Car fest Spin off

10月19日（金）午後6時～ ＊入場無料

体験型講座「匠が手ほどき 平蒔絵＆高蒔絵に挑戦！」
①10月20日（土） ②10月27日（土） ③11月17日（土） ④11月24日（土）

「いしかわ文化の日」全館特別無料開放 10月21日（日）
「輪島市民文化祭」協賛 全館特別無料開放 11月3日（土・祝）・4日（日）

輪島市いけばな協会花展 11月3日（土・祝）・4日（日）
11月6日(火)～9日(金) 展示替え休館
11月

「重要無形文化財保持団体 秀作展
日本の伝統美と技の世界」
「アジアの漆芸」「輪島塗の歴史と文化」
11月10日(土)～12月10日(月)

うるし茶のおもてなし 11月13日（火・うるしの日）

ハンズオン工芸トーク 11月10日（土）午後1時30分～

かがやきナイトミュージアム11月13日(火･うるしの日)～2019年3月10日(日)
日本の伝統美と技の世界 展示解説「輪島塗」11月22日(木)午後2時30分～ 第4回漆文化セミナー

同製作実演「輪島塗」11月22日(木)午後1時～・23日(金・祝)午前9時～

同製作実演「色鍋島」「伊勢型紙」11月23日(金・祝)午前9時～
ワークショップ「冬を彩るハーバリウム」 11月25日（日）午前10時・午後2時

講師：鈴木三男氏（東北大学名誉教授）
「ウルシの植物学 -ウルシ13000年の旅-」
11月18日（日）午後1時30分～3時＊受講無料

12月11日(火)～13日(木) 展示替え休館

12月

坂下奈美 切り絵アート展 12月14日(金)～24日(月・振休)＊受講無料 「ハンズ・オン！ -輪島塗のわざ-」
切り絵ワークショップ 講師：坂下奈美氏（切り絵アーティスト）
学芸員による解説
12月16日（日）・23日（日）
12月15日(土)午後1時30分～3時30分
クリスマスコンサート 演奏：高村聡氏 12月18日（火）午後6時30分～ 2019年1月6日（日）・13日（日）
ワークショップ「消しゴムはんこでつくるカラフル年賀状2019」
いずれも午後1時30分から

「ハンズ・オン！-輪島塗のわざ-」
「アジアの漆芸」「輪島塗の歴史と文化」
12月14日(金)～2019年1月14日(月・祝)

12月22日(土) 午前の部：9時30分～11時30分 午後の部：1時30分～3時30分

12月29日(土)～31日(月) 年末休館
新年を寿ぐおもてなし 1月1日（火・祝）～3日（木）
2019年1月15日（火）～2月1日（金） 展示替え・館内整備のため休館

2019年

1月

「第36回 日本伝統漆芸展」
2月2日(土)～2月25日(月)

2月

輪島市内小学6年生の沈金作品「メモリアルパネル展」
鬼わんじまぬりえ展 2月2日（土）～11日（月・祝）
ワークショップ 沈金箸色付
2月6日（水）・9日（土）・13日（水）・20日（水）・23日（土）
時間はいずれも午前10時～正午・午後1時～3時

第36回 日本伝統漆芸展「列品解説」
田中義光氏（日本工芸会正会員）2月3日（日）
寺西松太氏（日本工芸会正会員）2月10日（日）
山岸一男氏（重要無形文化財保持者、鑑査委員）2月17日（日）
小森邦衞氏（重要無形文化財保持者、審査・鑑査委員、日本伝統漆芸展実行委員長）
輪島あえの風冬まつり協賛「入館料特別割引」 2月9日(土)～17日(日) 2月24日（日）いずれも午後1時30分から＊要入館券
一般410円 高大学生210円 小中学生100円
輪島塗で味わう 水ようかんのおもてなし 2月16日(土)･17日(日)
天皇陛下御在位三十年記念慶祝事業協賛 全館特別無料開放
2月24日（日）
2月26日（火）～3月1日（金） 展示替え休館

企画展「第24回 飛翔する輪島の漆芸作家たち 当館友の会主催ミュージアムコンサート ミュージカルの調べ
出演：渋谷美由紀氏・黒川良子氏・酒井郷夫氏 ＊入場無料
-全国展入選作品-」
3月2日（土）午後2時～
3月2日(土)～5月13日(月)
3月

※名称、日程は予定ですので変更することがあります。

第24回 飛翔する輪島の漆芸作家たち-全国展入選作品「トーク&ワーク」 講師：木谷陽子氏（蒔絵作家・日展会友）

3月10日（日）午後1時30分～＊受講無料・予約不要

当館友の会主催「抒情書家の世界 -澄（すみゆく）-展」 ＊入場無料
抒情書家：室谷一柊氏・室谷朱琴氏 3月12日(火)～19日(火)
ピアノデュオコンサート「生寿 春風に寄す」
出演：田中弥生氏・山本寿美子氏 3月17日(日)午後2時～
ワークショップ「わくわくカラフルキャンドル～いろんなかたち～」
3月21日(木・祝) ①午前10時～ ②午後1時～ ③午後3時～
金沢大学ピアノの会輪島コンサート 3月24日(日)午後2時～

お問い合わせ：石川県輪島漆芸美術館 TEL.0768-22-9788 FAX.0768-22-9789

