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「工芸の美・未来展」 第50回日本伝統工芸近畿展開催記念

　　　日本伝統工芸近畿展IN奈良2021日本工芸会近畿支部
所属作家による

＊各展覧会の詳細は、約2週間前に日本工芸会近畿支部HPおよびSNSにアップいたします。
＊展覧会は状況により変更になる場合があります。最新の情報はHPおよびSNSをご覧ください。

展覧会への
ご入場は、事前に
WEB予約を

● 体調が悪い場合は、ご入場をご遠慮ください。● 一人もしくは少人数でのご入場をお願いします。
● ご入場の際はマスクの着用、手指の消毒をお願いします。● ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
※会場の混雑状況により、入場制限をさせていただく場合がございます。

安全・安心のために
お客様へお願い

〒604-8183　京都市中京区高倉通三条上る　京都府京都文化博物館内  ℡.075 - 252 - 5205

公益社団法人
日本工芸会近畿支部

※ご入場には別途入場券が必要です。
※WEB予約をされなくてもご入場いただ
けますが、混雑状況によりお待ちいた
だく場合がございます。

混雑緩和のために展覧会へのご入場については、「WEBでの日時事前予約」を行います。
WEB予約をご利用いただくと、スムーズにご入場いただけます。

ご予約開始：3月31日（水）午前10時から ご予約は、ご入場希望日の２週間前から前日までとなります。（ ）

京都髙島屋７階グランドホール
京都市下京区四条通河原町西入真町52

ご入場時間 ： 午前10時～午後7時30分
※最終日は午後4時30分まで（午後5時閉場）
※都合により変更となる場合がございます。最新の情報は京都髙島屋のホームページをご覧ください。

※（ ）内は前売り及び団体10名様以上の割引料金。

（午後8時閉場）

入場料（税込） ： 　　５００円（300円）／大学生以下無料

2021年 ４月14日（水）－19日（月）

人間国宝の作品はじめ世界に誇れる日本の伝統工芸

の粋を公募し展観してきた日本伝統工芸近畿展が

50回を迎えます。

これからの工芸の在り方、社会的必要性、持続性を

考える〈Beyond50〉の取り組みの一環として、公募展

とは異なるアプローチの作品もたくさんご覧いただ

けますよう、さまざまな展覧会を企画いたしました。

人々の暮らしに根ざし、生活に豊かさを、また、生きる

元気をも与えてくれる工芸の力をぜひとも感じて

いただきたく、ご高覧のほどお願い申し上げます。

日本伝統工芸近畿展50回記念企画

2021年4月14日（水）－4月20日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後4時閉場
京都髙島屋6階 美術画廊
京都市下京区四条通河原町西入真町52　℡.075 -221 -8811（代）

第50回日本伝統工芸近畿展を記念し、最高賞の近畿賞
受賞者および、過去15年以内の各賞受賞者を中心とした
総勢50名が、公募展とは異なる発想で制作した お客様に
とって日々の暮らしで楽しんでいただきやすい大きさの作品
を展示販売いたします。

全部会

全部会

全部会 全部会

2021年4月28日（水）－5月11日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後4時閉場
大阪髙島屋 6階 美術画廊・画廊前
大阪市中央区難波5-1-5　℡.06 -6631 -1101（代）

近畿支部在籍の重要無形文化財保持者の最高峰の技と、
今回一番輝かれた受賞者、そして日本の工芸の美を未来
へ繋ぐ初入選者の作品と小品を、2週にわたり展示販売
いたします。

「ひとり呑み展」

2021年4月14日（水）－4月20日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後4時閉場
京都髙島屋 6階 美術工芸サロン
京都市下京区四条通河原町西入真町52　℡.075 -221 -8811（代）

2021年6月1日（火）－6月13日（日）
午前10時～午後6時 （入館は午後5時30分）  ※最終日は午後3時30分　月曜休館
なら工藝館
奈良市阿字万字町1番地の１　℡.0742 -27 -0033　

酒盃に加え、自宅でのひとり呑みに適した関連品を集めました。何か
と気遣いが多い生活のなか、お客様が日々の暮らしで楽しみやすい
工芸作家作品を展示販売いたします。

日本伝統工芸近畿展出品作品の中から、重要無形文化財保持
者、受賞者、鑑審査委員、奈良市並びに近隣在住の作家の作品を
基本として展示いたします。

第50回

第50回

伝統はつねに現在する

入場料 無料

入場料 無料

入場料 無料 入場料 無料

一般



近畿支部陶芸部会の所属会員（正会員、準会員、研究会員）の
展覧会です。

日本工芸会正会員、ピーター・ハーモンの個展。

近畿支部諸工芸部会員の有志6名による截金とサンドブラストの作品展です。
伝統の技を日々 の暮らしの中でも楽しんでいただける小品も多数出品します。

日本伝統工芸近畿展50回記念企画

同時期開催される近畿支部会員の展覧会

陶芸 漆芸近藤悠三・岩淵重哉・近藤豊、濶
四人展 ─日本伝統工芸近畿展50回記念─

日本工芸会近畿支部　漆芸部会展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年4月1日（木）－5月31日（月）
午前11時～午後6時 （入場は午後5時30分）　水曜定休

近藤悠三記念館 1階
京都市東山区清水１丁目287（茶わん坂）　℡.075 -561 -2917

2021年4月10日（土）－4月18日（日）
午前11時～午後5時 ※最終日は午後4時

五風舎
奈良市水門町４５　℡.0742 -22 -8162

染付の分野で重要無形文化財保持者に認定された近藤悠三。
近藤に師事した岩淵重哉、そして息子の豊、濶の4人展を開催。

近畿支部漆芸部会員（正会員、準会員、研究会員）14名による展
覧会を開催。2020年末で閉館したギャラリーきのわ企画による展覧
会です。小品も多数出品します。

入場料 無料 入場料 無料

諸工芸 陶芸技を楽しむ　工芸の美2021
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

石黒宗麿・清水卯一・保孝　三人展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年4月13日（火）－4月25日（日）
午前11時～午後7時 ※最終日は午後5時

ポルタギャラリー「華」
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町902 
京都駅地下街ポルタ中央通北側　℡.075 -365 -7533

2021年4月14日（水）－4月19日（月）
午前11時～午後5時
五条坂 清水 ウインドウギャラリー
京都市東山区五条橋東五丁目477　℡.075 -561 -3933　
鉄釉の技法で重要無形文化財保持者に認定された石黒宗麿。
その弟子で同じく認定された清水卯一。そして息子の保孝。
伝統を受け継ぐ3人の作品を展示いたします。

入場料 無料 入場料 無料

陶芸 金工日本工芸会近畿支部  陶芸部会展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

彫金.鋳金.鍛金  金工部会展2021
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年4月19日（月）－4月28日（水）
午前11時～午後7時 ※最終日は午後4時

アトリエヒロ
大阪市中央区伏見町4-3-9 HK淀屋橋ガーデンアベニュー1F　
℡.06 -6210 -4644　 ℻.06 -6210 -4643

2021年4月29日（木・祝）－5月5日（水・祝）
午前10時～午後6時
「清課堂」ギャラリー
京都市中京区寺町通り二条下る妙満寺前町462　℡.075 -231 -3661
近畿支部金工部会員の有志による合同展覧会を開催。
個性溢れる金属工芸作品の数 を々展示いたします。

入場料 無料 入場料 無料

染織 全部会
そめ おり ぬい くみ
─日本伝統工芸近畿展50回記念─
（（公社）日本工芸会近畿支部染織部会・京都芸術センター共催）

兵庫県在住工芸会正会員選抜展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年5月11日（火）－5月18日（火）
午前11時～午後6時
京都芸術センター 西館2F
京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2　℡.075 -213 -1000

2021年5月12日（水）－5月18日（火）
午前10時～午後7時 ※最終日は午後3時

姫路山陽百貨店 5階 美術画廊
兵庫県姫路市南町1番地　℡.079 -223 -1231（代）

染織部会正会員・準会員による代表作品の展覧会。
（本展、部会展、支部展受賞作品および入選作品）

兵庫県内在住の日本工芸会正会員７名の展覧会を開催。

入場料 無料 入場料 無料

https://yuzo.kondo-kyoto.com/

http://www.porta.co.jp/shop/detail/153

http://at-hiro.jp/

https://www.kac.or.jp/ https://www.sanyo-dp.co.jp/

https://shimizuke.com/

https://www.seikado.jp/

https://gofusya.com/ 

陶芸 人形来日40年記念
ピーター・ハーモン作陶展

柴田德子さんを偲んで
秋山信子と二人展

2021年5月5日（水・祝）－5月11日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後4時

大阪髙島屋 6階 美術画廊
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/art.html
大阪市中央区難波5-1-5　℡.06 -6631 -1101（代）

2021年5月11日（火）－5月16日（日）
午前10時～午後6時 ※最終日は午後5時

リーガロイヤルギャラリー （リーガロイヤルホテル内）
https://www.rihga.co.jp/osaka　大阪市北区中之島5丁目3-68　℡.06 -6448 -1121（代）
近畿支部人形部会長も務められた故柴田德子さんを偲んで、
師匠秋山信子と2人展を開催。

入場料 無料 入場料 無料

陶芸 陶芸荒井ゆきえ陶展 松川和弘作陶展 ─凛─

2021年5月14日（金）－5月23日（日）
午後0時～午後7時 ※最終日は午後5時　月曜定休

ギャラリーにしかわ
京都市中京区河原町通四条上ル塩屋町332 マロニエビル2階
℡.075 -212 -3153 

2021年5月19日（水）－5月25日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後4時

大阪髙島屋 6階 ギャラリーNEXT
https://www.takashimaya.co.jp/osaka/topics/art.html
大阪市中央区難波5-1-5　℡.06 -6631 -1101（代）

日本工芸会正会員、荒井ゆきえの個展。 日本工芸会正会員、松川和弘の個展。

入場料 無料 入場料 無料

https://gallerynishikawajp.shopinfo.jp/

これからの近畿支部陶芸部会を担っていく、
50歳以下の会員６名による展覧会です。

染織 木竹工染 織 繍 組
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

日本工芸会近畿支部　木竹工部会展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年5月25日（火）－5月30日（日）
午前11時～午後6時 ※最終日は午後5時

生活あーと空間ぱるあーと
京都市上京区西洞院通下立売南入東裏辻町408　℡.075 -231 -5479

2021年5月26日（水）－6月1日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時

大丸京都店 ６階 美術画廊
京都市下京区四条高倉西入　℡.075 -211 -8111（代）

染織部会研究会員、準会員、正会員による額装・暖簾・小屏風・
ショール・テーブルセンター等の展覧会。

古より日本の生活や文化の中で親しまれてきた木や竹の道具や
調度。近畿支部木竹工部会員が自由な発想と磨き上げた技により
制作した、生活空間に生きる木と竹の作品を展示します。

入場料 無料 入場料 無料

陶芸 陶芸next generation ─陶─
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

日本工芸会近畿支部  陶芸部会選抜展
─日本伝統工芸近畿展50回記念─

2021年5月26日（水）－6月1日（火）
午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時

阪神梅田本店 7階 阪神美術画廊 
https://www.hanshin-dept.jp/
大阪市北区梅田1丁目13番13号　℡.06 -6345 -1201（代）

2021年5月28日（金）－6月9日（水）
午前10時～午後6時 ※最終日は午後5時30分 木曜定休

京都陶磁器会館 2階 ギャラリー
京都市東山区東大路五条上ル遊行前町583-1  ℡.075 -541 -1102  ℻.075 -541 -1195
現在支部運営に携わる本部理事、支部幹事による選抜展です。
さまざまな素材を用い、個々に磨き上げられた技。表現に富む近畿
支部ならではの陶芸をご覧いただく機会となっております。

入場料 無料 入場料 無料

http://www.par-art.co.jp/

http://kyototoujikikaikan.or.jp/

https://dmdepart.jp/museum/


