
  会津食と技の祭典

ものづくり体験や飲食・物販を通して会津地域の様々な地場産業を体感で
きるイベントです。また、ジュニア・エコノミー・カレッジやホーム祭も
同時開催します。

期　間｜10月21日（土）、10月22日（日）10：00 -16：00（最終日は15：00）
会　場｜鶴ヶ城体育館（城東町14-51）及びその周辺

  あいづ伝統工芸フェア

会津塗、会津本郷焼、奥会津編み組細工といった会津地域の伝統的工芸品
を中心にＰＲ！これまで地域に根付いてきた伝統工芸の新たな一面に出会
える機会になるかもしれません。

期　間｜10月27日（金）-10月29日（日）10：00 -18：00（最終日は17：00）
会　場｜會津稽古堂 多目的ホール・市民ギャラリー（栄町3-50）

あいづ伝統工芸品販売市
会津地域の伝統的工芸品の販売を中心
に行います。

  会津・漆の芸術祭

漆は、古くから会津の地で守り伝えられてきた文化資源です。漆のアート
作品を通して、漆そのものの魅力だけでなく、漆とともに生きている地域
の歴史・文化を感じてください。

  まちなかピナコテカ

まちなかが美術館に。まちを歩けば、会津ゆかりの芸術家や新鋭作家の作
品の数々に触れる感動に出会えます。歴史と文化が薫る会津のまちなみと、
アートが織り成すコラボレーションをお楽しみください。

   「まちなか」にある蔵や歴史的建造物を会場にアート作品を展示します。
   気軽に芸術文化に親しんでください。

会津伝統工芸士作品展
会津塗や会津本郷焼、奥会津編み組細
工の伝統工芸士のパネル紹介と作品の
展示を行います。

あいづものづくりコンテスト
作り手たちの会津の素材を生かした新
しい伝統工芸品を展示し、来場した人
の投票によるコンテストを実施します。

うるし その可能性と未来
全国の漆芸大学で生み出された漆の
アート作品が集結！歴史的建造物と漆
作品が放つ魅力のコラボレーションを
ぜひご覧ください。

協　力｜会津大学短期大学部、京都市立
　　　　芸術大学、富山大学、東京藝術
　　　　大学、金沢美術工芸大学、東北
　　　　芸術工科大学、秋田公立美術大学、
　　　　広島市立大学、宇都宮大学、筑
　　　　波大学、沖縄県立芸術大学
期　間｜10月1日（日）-11月5日（日）
　　　　9：00 -17：00
会　場｜末廣嘉永蔵（日新町12-38） 
            松本家蔵（上町4-1） 

新しいＡＩＺＵの美術展
絵画、彫塑、工芸、書の領域から、活躍
が期待される会津地域、県内出身作家
の力作がそろいます。地域が誇る芸術
家の作品を間近でご覧ください。

協　力｜吾子可苗、片平仁、黒沼令、小
　　　　荒井勇人、後庵野かおり、角田
　　　　純一、中谷かおり、根本佳奈、
　　　　橋本淳也、羽根真実子、増子雅真、
　　　　三浦安針、三浦麻梨乃、宗像眞弓、
　　　　湯田篁霞 

期　間｜10月5日（木）-10月12日（木）
　　　　 10：00 -18：00（初日13：00 -）
会　場｜會津稽古堂 多目的ホール
        （栄町3-50） 

親子ものづくり工房
蒔絵などの伝統工芸体験や工作など、もの
づくりの楽しさを親子で体験できます。

地域食文化の紹介・販売
会津地域のＢ級グルメや会津清酒、ゆかり
の地による「食」の紹介・販売を行います。

伝統工芸展示
会津塗・会津本郷焼の技術で作成した
「ぐいのみ・盃」の展示や、会津漆器技術
後継者訓練校の作品展示を行います。

伝統工芸テーブルコーディネート展示
会津塗を中心に伝統工芸品を使用した
テーブルコーディネート展示を行い、
新たな魅力を提案します。

【同時開催】
 ジュニア・エコノミー・カレッジ
 （会津食と技の祭典と同日程）
子どもたちがアイデアを出しあって作った
商品を実際に販売体験するイベントです。

会　場｜鶴ヶ城体育館南側駐車場
主　催｜会津若松商工会議所青年部

【同時開催】
 まちてく市
通りの板塀化や植樹を行った憩いの空
間で出店者によるこだわりの一品や飲
食物の販売などを行います。

日　時｜10月29日（日）
会　場｜中央児童公園
主　催｜まちなか賑わいづくり
            プロジェクト実行委員会

第５回開催記念講演会   （手話通訳あり）

開催５周年を記念して、石川県輪島漆芸
美術館の四柳嘉章館長をお招きして講
演会「漆椀の歴史と文化～たかが漆椀、
されど漆椀」を開催します。 

日　時｜10月14日（土）15：00 -
会　場｜福島県立博物館 講堂（城東町1-25） 
定　員｜150名※申込不要、先着順
※10月7日（土）-11月26日（日）県立博物館で企画展「発掘  
　ふくしま４」開催します。

花苑と印
東京造形大学美術学科彫刻専攻領域の
教員である大橋博と保井智貴の展覧会
を開催します。大橋は木彫、保井は乾
漆をベースに、共に漆を扱った彫刻作
品を、歴史ある御薬園の空間と対峙さ
せながら、それぞれの世界観を可視化
します。  

出品協力｜大橋博、保井智貴
企画協力｜東京造形大学
期　間｜10月1日（日）-10月15日（日）
　　　　 9：00 -16：30（入場16：00まで）
　　　　　  ※御茶屋御殿入口にて受付し、30分ごと
　　　　　     に係員が会場をご案内します。

会　場｜御薬園御茶屋御殿（花春町8-1） 
　　　　　  ※本企画展のため御茶屋御殿を特別公開し
　　　　　　  ます。御薬園には入園料が必要です。

青山ひろゆき展 －あの時といま－
会津若松出身の青山ひろゆきが見てい
た原風景。追想する過去と現在を交差
させ紡ぎだされた情景を絵画やインス
タレーションによって表現しています。  

協　力｜青山ひろゆき
期　間｜10月1日（日）-11月5日（日）
            10：00-18：00（火曜定休）
会　場｜スペース・アルテマイスター （本町9-23）
　　　　TEL 0242-26-4621 
※10月15日（日）ワークショップ＆アーティストトークを開
　催します。詳しくはワークショップ情報をご覧ください。

   会津食と技の祭典・あいづ伝統工芸フェアの２大イベントにて、
   会津のものづくりに触れることができます。

  オープニングセレモニー
  会津塗大盃初披露
「会津ブランドものづくりフェアinまちなか」
と「あいづまちなかアートプロジェクト」のイ
ベントの見所を紹介します。また、会津漆器
協同組合青年部が会津塗の技法を駆使して作
成した歴史に残る会津塗の大盃を会場で初披
露します。

日　時｜10月1日（日） 15：00 -
会　場｜會津稽古堂 多目的ホール　　　　         
　　　　（栄町3-50）

  会津塗大盃の展示
直径80センチを越える会津塗の大盃と、会津塗の技法を駆使した15段重ねの盃を展示します。

期　間｜10月3日（火）-11月5日（日）9：00 -17：00
会　場｜末廣酒造嘉永蔵 神棚の間（日新町12-38）
※10月14日（土）、20日（金）-23日（月）、26日（木）-30日（月）は展示替えのため
　上記会場ではご覧いただけない時間帯がありますのでご注意ください。
※会津塗の大盃は下記日程で展示会場を変更いたします。

【第5回開催記念講演会】
10月14日（土）15：00 -  福島県立博物館（城東町1-25） 
【会津食と技の祭典】
10月21日（土）、10月22日（日）10：00 -16：00（最終日は15：00まで）  鶴ヶ城体育館（城東町14-51） 
【あいづ伝統工芸フェア】
10月27日（金）-10月29日（日）10：00 -18：00（最終日は17：00まで）  會津稽古堂（栄町3-50） 

勤労青少年ホーム「ホーム祭」
働く若者が企画運営するイベントです。
ステージ発表やゲーム・体験、チャリ
ティーバザーのほか、抽選会も行います。

日　時｜10月22日（日）
　　　　10：00 -15：00
会　場｜勤労青少年ホーム（城東町14-52）
主　催｜会津若松市勤労青少年ホーム連絡会

第54回会津美術協会展
伝統ある「会津美術協会」の会員による、
日本画、洋画、彫塑、工芸、書の会員の
近作が一堂に会する展覧会です。 

期　間｜10月5日（木）-10月9日（月）
　　　　 9：00 -17：00
　　　　（初日13：00から、最終日15：00まで）
会　場｜会津若松市文化センター 
　　　 （城東町14-52） 

－斎藤清 没後20年－
斎藤清とふくしまの版画家たち
没後20年を迎えた斎藤清の作品ととも
に、福島県版画会員や県内で創作発表
をしている版画家の作品を展示する展
覧会です。

期　間｜10月28日（土）-11月5日（日）
              9：00 -17：00（最終日15：00まで）
会　場｜会津若松市文化センター 
　　　 （城東町14-52） 

まちなかスタンプラリー
スタンプ設置場所【◎には応募ボックスがあります】

あいづまちなかアートプロジェクト【①-⑥に押印】
　展示会場を見よう！
　◎末廣酒造嘉永蔵　　　◎松本家蔵　　　◎尚伸
　◎スペース・アルテマイスター　　　●井上一夫商店
　●横田新夢の蔵　
　◎會津稽古堂　　　※期間限定 10月５日-10月12日
　◎ギャラリーアブドゥ　　　※期間限定10月12日-10月17日
　◎御薬園　　　※期間限定10月１日-10月15日
　◎会津若松市文化センター　     ※期間限定10月５日-10月９日・10月28日-11月５日

　アートなスイーツを食べよう！
　●アドリア北出丸カフェ　     ※ピナコテカセット（1,080円）を注文いただいた方のみ

会津ブランドものづくりフェア inまちなか【⑦-⑫に押印】
　会津漆器を購入しよう！
　●市内の漆器店13店舗　※店内商品を購入された方のみ▶「中面の漆器の買えるお店紹介！」をご覧ください。

　ものづくり・まちなかイベントに参加しよう！※期間限定
　●会津清酒で乾杯！ 10月１日 鶴ヶ城帯郭　
　◎会津食と技の祭典  10月21日-22日 鶴ヶ城体育館
　●ジュニア・エコノミー・カレッジ  10月21日-22日 鶴ヶ城体育館
　●勤労青少年ホーム「ホーム祭」 10月22日 勤労青少年ホーム
　◎あいづ伝統工芸フェア  10月27日-29日 會津稽古堂
　●まちてく市  10月29日 中央児童公園

　会津の伝統工芸に触れてみよう！※会津若松市外になります
　●喜多方市  マルサ漆器製造所
　　  喜多方市天満前8851-2  TEL 0241-22-1103 

　●会津美里町  会津本郷焼事業協同組合
　　  会津美里町字瀬戸町甲3162  TEL 0242-56-3007

　●三島町  三島町生活工芸館
　　  三島町大字名入字諏訪ノ上395  TEL 0241-48-5502

応募締切｜2017年11月10日（金）【11月10日消印有効】
応募方法｜◎のついた会場にある応募ボックスに投函ください。 
　　　　　郵送の場合は62円切手を貼ってご応募ください。

※各イベント、施設等で押せるスタンプは１個のみです。
※あいづまちなかアートプロジェクトは①から、
　会津ブランドものづくりフェア inまちなかは⑦から順に押してください。
※ご応募はお一人様１回のみとさせていただきます。
※同一人物による複数応募は全て無効とさせていただきます。

「あいづまちなかアートプロジェク
ト」と「会津ブランドものづくりフェ
ア inまちなか」の合計スタンプ数が
多いほど、当選商品が豪華になり、
当選する確率も上がります。スタ
ンプ10個以上で全ての賞品が対象
となります。たくさんポイントを
集めて素敵な賞品を当てよう！

10個以上｜１等、２等、３等、４等
  7個以上｜２等、３等、４等
  5個以上｜３等、４等
  3個以上｜４等

会津の伝統工芸品（会津漆器、会津
本郷焼、奥会津編み組細工等）や会
津清酒、斎藤清関連のカレンダー・
ポストカードなど会津ゆかりの賞
品を70名様分ご用意しております。
何が当たるかはお楽しみ！

※賞品のご指定はできませんのでご了承ください。

１等｜ ５名様
２等｜10名様
３等｜15名様
４等｜40名様

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせて 
　いただきます。賞品の発送は12月末頃の予
　定です。

スタンプ設置施設・イベントを訪ねて抽選賞品を当てよう！
該当施設の訪問やお買い物、イベントへの来場等でスタンプをためること
ができます。

  ものづくり遊覧  会津地域の各種イベント
第17回 蔵のまち アート・ぶらり～
毎年開催されている「ものづくり・アー
トイベント」です。街歩きやアート制作
者の皆さんとの交流が楽しめます。自
分だけの「もの」を探しに来てください。

期　間｜10月6日（金）-10月15日（日）
                ※時間は各店舗の営業時間によります。
会　場｜喜多方市内を中心とした30施設
　　　　　※詳細は、観光案内所等で配布
　　　　　 しているパンフをご覧ください
問合せ｜蔵のまちアート・ぶらり～実行委員会
　　　　事務局  企画キャップ内  北見　　
　　　      TEL 090-2886-2254 

第8回 伊佐須美の杜 
工人と陶器まつり
会津本郷焼はもちろんのこと、全国
各地の陶芸家や様々な素材の作り手
が出店します。

期　間｜10月7日（土）-10月9日（月）
　　　　10：00-16：00
         （9日は15：00まで）
会　場｜伊佐須美神社高天ヶ原
問合せ｜会津本郷焼事業協同組合
　　　　TEL 0242-56-3007

第13回  会津の編み組工芸品展
竹やツル、草、樹皮等の自然素材を材
料とした編み組工芸品が集まります。
展示・販売のほか、ものづくり体験や会津
地域で活躍する工人の実演もあります。

日　時｜10月14日（土）
　　　　　9：30 -16：00（表彰式 8：30 -）
　　　　10月15日（日）
　　　　 9：00 -16：00
会　場｜三島町交流センター山びこ
問合せ｜奥会津三島編組品振興協議会
　　　　（三島町生活工芸館内）TEL 0241-48-5502

会津漆器の工房や酒蔵、伝統工芸
品作りの現場をガイド付きで巡る
ツアーを開催します！ものづくり
の現場を見に行ってみませんか？
（事前申込制・当日参加も可）

日　時｜10月28日（土） 
            10月29日（日）
集合場所｜會津稽古堂正面玄関前

▼詳しくは、HPをチェック！
https://aizu-monodukuri.localinfo.jp/

申込・問合せ｜実行委員会事務局
TEL 0242-39 -1252（会津若松市商工課）

ものづくり企業ワークショップ
会津地域を代表するものづくり企業の
技術や製品を紹介します。当日はワー
クショップや体験も行います。

参加企業（６社）
アイザック・会津オリンパス・大建工業・
シグマ・玉川エンジニアリング・羅羅屋
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この印刷物は
平成29年度福島県森林環境交付金を受け制作しました。

平成29年度
文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

主催｜会津ブランドものづくりフェア実行委員会　　　共催｜会津若松市

後援｜福島県、福島民報社、福島民友新聞社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、

　　　福島放送、テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしま FM、エフエム会津

お問い合わせ
会津ブランドものづくりフェア実行委員会事務局【会津若松市商工課】
TEL｜0242-39-1252　  HP｜https://aizu-monodukuri.localinfo.jp/

主催｜あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会　　　共催｜会津若松市、会津若松市教育委員会

助成｜京都市立芸術大学サイレントアクア実行委員会、（公財）朝日新聞文化財団

協賛｜ （株）リオンドールコーポレーション、（株）栄町オサダ、会津商工信用組合、アドリア北出丸カフェ、

　　　（株）BRECE、（公財）会津若松文化振興財団

後援｜福島県、福島民報社、福島民友新聞社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、

　　　テレビユー福島、ラジオ福島、ふくしまFM、エフエム会津

お問い合わせ
あいづまちなかアートプロジェクト実行委員会事務局【会津若松市文化課】
TEL｜0242-39-1305　  Facebook｜あいづまちなかアートプロジェクト

平成29年度福島県芸術祭参加行事

▶

会津若松市内各所

2017
10
　1日

11
　5日

関連イベント
会津ブランドものづくりフェア inまちなか
【会津食と技の祭典】
10月21日 土  ー10月22日 日    鶴ヶ城体育館

【あいづ伝統工芸フェア】
10月27日 金  ー10月29日 日    會津稽古堂

あいづまちなかアートプロジェクト
【オープニングセレモニー】
10月1日 日    會津稽古堂

【第5回開催記念講演会】
10月14日 土    福島県立博物館 講堂

まちなかスタンプラリー

会津ブランドものづくりフェア
inまちなか

あいづまちなか
アートプロジェクト

会津ブランド
ものづくりフェア
inまちなか

あいづまちなか
アートプロジェクト
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