3

工作会

7

12／ （日） 1／ （日）

3

12／ （日）

椿と夏みかんのかわいい
匂い袋ストラップづくり

アロマセラピー
ワークショップ

シュガーアート
手形アート

料金：500円

ぽこ♡あ♡ぽこ

アロマセラピールーム

botan

秋川のり子さん

植物とレザーの
エンボスアート

○・△・□の組み合わせ
オリジナルな
オーナメントづくり

萩焼でネックレスを
つくろう！

料金：1,500円〜
いけばな草月流 金子凛草さん

季節のリース＆
ハーバリウムの制作

料金：1,000円

クリスマスカードにもなるよ！
料金：500円

止原理美さん

2018

岡嶋晶子さん

事前申込優先

羊毛で
サンタづくり

スイーツのかわいい
アクセサリーづくり

料金：3,000〜3,500円

料金：1,500円

料金：500〜1,200円

旅する羊毛

macaronうさぎ

7

1／ （日）
しん ちゅう

料金：1,000円

時間：10：00〜15：00 ※一部15：30まで
会場：山口県立萩美術館・浦上記念館
エントランスホール
のある工作会イベントは、
開催日2日前までにお申し込み下さい。

料金：シルバー 4,000円
真鍮
2,500円

転写シートで絵付け！

16（土）10：00〜15：00

講師：前田正博さん（陶芸家）、佐藤典克さん（陶芸家）
会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 陶芸館多目的室
参加費（材料費）
：1,000円〜
国際交流基金事業

体験できる！ にこだわって
萩の器を使った 食
自作の酒器を持ち寄って参加する 乾杯会
手作りを楽しむ 工作会 などを開催します！

工作会

シルバーと真鍮で
ペンダントづくり

グラデーションキャンドルづくり

12／

おもいっきりアートしよう!!

今度の冬は、萩がアツいっ !

料金：シュガーアート1,200円
手形アート 1,500円

料金：2,000〜3,000円

お問い合わせ

萩美まちなか交流実行委員会
（山口県立萩美術館・浦上記念館内）
山口県萩市平安古町586-1
電話：0838-24-2400 FAX：0838-24-2401
［JR新山口駅
（新幹線口）
から、防長バスまたはJRバスをご利用の場合］

交通アクセス

●「スーパーはぎ号」
（約60分）
で萩・明倫センター
（終点）
下車、
徒歩約5分。
●「特急はぎ号」
（防長バス：約70分）
で萩バスセンター下車、
徒歩約12分。

［山口宇部空港または萩・石見空港から、乗合タクシーをご利用の場合］
●萩近鉄タクシーで、
約70〜80分
（利用前日までに要予約、
TEL. 0120 - 121 - 780）
。

［JR山陰本線をご利用の場合］

萩博物館

●JR東萩駅下車、
萩循環まぁーるバス
（東回り）
で約30分。

［自動車をご利用の場合］
萩市民館

山口県立
萩美術館・
浦上記念館

●JR玉江駅下車、
徒歩約20分。または萩循環まぁーるバス
（西回り）
で約30分。

●中国自動車道
「美祢東JCT」
経由で、
小郡萩道路
「絵堂IC」
から約20分。

2017

12.2

2018

1.8

㊗

期間中の土曜・日曜を中心に、
アートに触れるイベントがもりだくさん。

会場 山口県立萩美術館・浦上記念館、萩博物館、萩市民館ほか
※開催日は見開き頁をご覧ください

●山陰自動車道
「三見IC」
から約10分
（R191沿い）
。

萩美まちなか交流実行委員会
やまぐち文化プログラム協賛事業

2018
参加
方法

事前申込必要の

今度の冬は、萩がアツいっ! おもいっきりアートしよう!!
飲食

印があるイベントは、
メールか電話でお申込みください。

体験・手作り

メールの場合は、
件名に
「
（イベント名）
申込み」
、
本文にお名前・住所・電話番号を書いて送信してください。
詳細
を返信いたします。
各イベント欄にある締切日17：00までにお申し込みください。
なお、
定員になり次第終了いたします。
メールからの
お申込みは
こちら！

メール：hum19305@pref.yamaguchi.lg.jp 電話：0838-24-2400

飲食会
呈茶席 萩陶芸家協会
萩焼の茶碗によるお抹茶

萩の器と年越しそば ̶長門峡の酒といただく
自分で打ったそばを、萩の器と酒でいただきます。

23

3・10・17・24（日）
1／7（日）

（土・祝）
12／
時間：14：00〜17：00
会場：萩市民館 実習室
定員：16人 申込締切：12/21（木）
料金：1,000円
そば打ち講師：尾崎三次さん 萩の器：金子司さん、
小川浩延さん

12／

明治維新150年・萩陶芸家協会設立25周年記念展

茶陶♡ラヴ

「茶陶の現在−2018萩」

2017.12.2 〜2018.1.8

㊗ 山口県立萩美術館・浦上記念館

2

講座室（定員84名）

金子信彦さん×こづち×波多野英生さん

会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 展示室

（日）の営業日・時間（18：00〜）中
12/ （土）〜
会場：こづち 住所：萩市東田町18-4 ヤングプラザ1Ｆ
電話：0838-22-7956
料金：こづちにお支払いください。
参加方法：こづちで「萩焼メニューを！」
と注文してください。
期間中特定メニューを二人の作家さんの作品に盛り付けて提供します。

12/
（日）、
15：00〜17：00
会場：Brasserie Lab（ブラッスリーラボ）
住所：萩市東田町111-3 中村会館2Ｆ
料金：2,500円（1ドリンク、
フード）
人数：20名（立食）
申込締切：12/7（木）

申込締切：12/7（木）
特別鑑賞会のあとは、
ブラッスリー♡ラヴ（詳しくは→）で懇親会！！

「茶陶の現在」展 記念講演会②

演題「茶陶の現在と未来」

9

日時：12／ （土）13：30〜15：00
講師：谷 晃さん（野村美術館 館長）

会場：山口県立萩美術館・浦上記念館

講座室（定員84名）

実演会
茶碗の成形

かたちができ上がる様子がおもしろい！

1／ （月・祝）
①10：00〜11：00
②12：30〜13：30
③14：00〜15：00
実演者：小川浩延さん
会場：萩博物館 エントランス

映写会「Ｓ
ＩＮＧ／シング」
（上映時間 114分）

会場：萩の宿 常茂恵 2F 大広間
住所：萩市土原 弘法寺 608-53
会費：10,000円 ※参加にはご予約が必要です。
ご予約、お問い合わせは、萩の宿 常茂恵（電話：0838-22-0150）
まで

17

10

フランス料理と酒の店

萩の器と酒 ～自作で味わう萩の酒～

時間：①10：00〜 ②13：30〜
定員：84名（各回）

お酒は、
かたち・サイズ・素材の異なる酒器ごと、
その味わいの変化を楽しむことができます。

料金：無料 ※事前に整理券配布予定

参加者は、萩焼の窯元に出向いて酒器を自作し、
「 長陽福娘」を味わいながらその酒器を合評するという、

会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 講座室

一連のワークショップです。制作を手助けしてくれた窯元や萩焼作家をはじめ、蔵元、
ギャラリスト、学芸員など
からの講評も受けられます。
こちらもお楽しみに。
このワークショップの進行は次のとおりです。

演奏会「クリスマスコンサート」
12／

22（金）

①受付 ※1月6日の乾杯イベントに参加できる方が対象となります。

25（水）〜11／27（月）

募集期間：10／

※受付時間は10:00〜17:00

時間：17：30〜18：15

実施希望日の3日前までにお申し込みください。
お申し込みは下記窯元へ直接、電話かメールにてお申し込みください。

定員：100名（当日先着順）
料金：無料
会場：山口県立萩美術館・
ソプラノ：野々村彩乃さん

ピアノ：田中雅子さん

御台場窯
土和窯

〜オペラ＆WASHOKUの夕べ〜
常茂恵の料理長が腕をふるった季節の料理を
時間：18：00〜 萩焼の器に盛り付けて食します

9

萩焼作家

17（日）

「常茂恵フェア」
とのコラボレーション企画

2

萩焼作家

12／

浦上記念館エントランスホール

12／ （土）

ブラッスリー♡ラヴ
×Brasserie Lab

12／

時間：13：30〜14：30

日時：12／ （土）14：00〜15：00

こづち人気メニューと萩焼作家によるコラボレーション！

萩焼作家の器を見た料理人が、
どんな料理を合わせるか？！

萩焼作家
岡田 泰さん、兼田 知明さん、坂倉善右衛門さん
坂倉 正紘さん、渋谷 英一さん、田原 崇雄さん

10（日）

演題「私の美術品収集」
会場：山口県立萩美術館・浦上記念館

萩の器と味

25歳以上の未婚者を対象とした、
チャットスタイルの特別鑑賞会です。

「茶陶の現在」展 記念講演会①

講師：柏原伸二さん（岩国美術館 館長）

時間：12：00〜16：00
会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 ロビー
料金：300円

鑑賞会

講演会

8

事前申込必要

展示会「萩の器と生け花」
萩の花器をみた花生人が
つくり出す生け花とは？
12／

24日（日）〜1／3日（水）

会場：旧久保田家住宅（萩市呉服町）
料金:100円（入場料）

波多野指月窯

TEL 0838-55-5555
MAIL shibuya̲e2@yahoo.co.jp
TEL＆FAX

0838-22-0393

②酒器づくり

1

1

制作期間：11／ （水）〜12／ （金）のうち、一日（2時間〜）
窯元制作
窯元

（萩焼作家）

午前の部（各窯10:00〜12:00）
午後の部（御台場窯、土和窯13:00〜16:00
波多野指月窯14:00〜16:00）
御台場窯（渋谷英一さん）
土和窯（止原理美さんほか）
波多野指月窯（波多野英生さん）

TEL 0838-22-1784

③乾杯イベント（合評会）

6

日時：1／ （土）18:00〜20:00
場所：12月上旬頃にお知らせします
会費：3,000円（当日会場でお支払いください）

参加費：3,500円（制作日に直接窯元へお支払いください）

※完成品の引渡は、
乾杯イベント開催時に行います。

Presented by Gallery JIBITA
& 萩美まちなか交流実行委員会
Tel.0838-24-2400

