
9月6日（土）～10月26日（日） 10:00～ 18:00 ※入場は17:30まで
岐阜県現代陶芸美術館 ギャラリーⅠ

9月4日（木）～11月3日（月・祝）  9:00～18:00※フェスティバル期間中以外は～17:00
多治見市美濃焼ミュージアム
同時開催：美濃陶芸の明日展2014　9月4日（水）～ 10月19日（日）

　慶長20年6月11日、古田織部切腹。
それから幾年月が過ぎ、2014年は古
田織部の400年忌にあたります。岐阜
県出身の武将茶人として知られる織
部は、信長、秀吉、家康の三代の天下
人に仕えるとともに、千利休の高弟と
して独自の茶道を創案し、陶磁器を
はじめとする茶道具などに新たな価
値観をもたらしました。このように激
動の時代を生き、天下人の茶道指南
役となった古田織部について、その生
涯をたどるとともに、美濃焼をはじめ
全国の窯に広がった織部焼と同時代
の陶磁器を紹介します。多くが闇に消
えた、謎多き「へうげもの」の実像に迫
るかつてない展覧会。国宝・重要文
化財を含む160点余りが織部生誕の
地、岐阜に集結。

　ペルシア陶器の最高峰と言われながらも、その技法
が途絶えてしまった幻のラスター彩。その光り輝くラス
ター彩や青釉、三彩の復元と創作に情熱を注いだ人間
国宝の加藤卓男の遺した作品群とともに、彼の収集し
たペルシア古陶や遺品を展示し、その足跡を辿る。

古田織部四〇〇年忌

―オリエントと美濃を結んだ生涯―

大織部展

加藤卓男展

400th Anniversary
of the Death of Furuta Oribe
Special Exhibition Oribe

Kato Takuo Exhibition
Life That United the Orient and Mino

On June 11, 1615, Furuta Oribe committed ritual suicide. 
A great many years have passed since that day, with 
2014 marking the 400th anniversary of Furuta Oribe’s 
death. Oribe, known as a warrior from Gifu who was 
a devotee of the tea ceremony, served the three great 
unifiers of Japan—Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi 
and Tokugawa Ieyasu. Moreover, as a leading disciple 
of the Tea Master en no iky , Oribe developed his 
own unique way of tea by introducing a new aesthetic 
sensibility with regard to tea ceremony utensils such as 
ceramic ware. 
This exhibition traces the life of Furuta Oribe, who lived 
during such tumultuous times and became an advisor 
on matters of tea to the unif iers of Japan. Exhibits 
introduce styles of Oribe ceramics popularized by 
potters nationwide, including Minoyaki, as well as other 
ceramic wares of the same period. The intention of this 
unprecedented exhibition is to search the actual form of 
Furuta Oribe’s enigmatic hy ge mono, or ocular ware’ 
pottery, many of which have been lost in the abyss of 
time. Over 160 works, including national treasures and 
important cultural properties, have been gathered here in 
Gifu, the birthplace of Oribe. 

Persian Lusterware is a legendary style of pottery considered 
to have been the pinnacle of Persian ceramics. Despite its 
reputation, however, the techniques of Persian Lusterware 
fell into disuse.  ato Takuo was a Japanese Living National 
Treasure’ who poured his energies into the reproduction and 
creation of Persian Lusterware’s splendid hues, blue glaze 
and three-color ware. This exhibition retraces Kato Takuo’s 
career by displaying many of his original works as well as 
antique Persian pottery and other mementos he personally 
collected. 

重要文化財 織部茶碗 銘冬枯 徳川美術館 
徳川美術館所蔵　ⓒ徳川美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

国宝 志野茶碗 銘卯花墻
三井記念美術館

（展示期間 9月6日～15日）

古田織部 座像 名古屋城

織部四方蓋物
サントリー美術館

　古田家は大坂夏の陣で豊臣方に内通した
疑いで、織部自身やその子らが切腹させられ
ているため、関連する資料は多くはありませ
んが、武将として、また茶人としての織部につ
いて、茶道具や消息などを通してその生涯に
迫ります。

※印の作品につきましては展示替えを予定しています。岐阜県現代陶芸美術館公式WEBサイト等でご確認下さい。

　織部と美濃焼の関係を証明する文献は極めて少な
いものの、「へうげもの」につながる美濃焼をはじめ、
伊賀、信楽、備前、荻、さらには唐津、上野、高取、八代
など九州諸窯まで、古田織部と同時代の桃山時代後
期の名品を一堂に会し、この時代の陶磁器の特質を
検証したいと思います。

重要文化財 伊賀水指 銘破袋
五島美術館 ※
重要文化財 油滴天目 九州国立博物館
重要文化財 黒楽茶碗 銘時雨 本阿弥光悦作
名古屋市博物館

重要文化財 墨蹟 平石如砥筆
松井文庫 ※
竹茶杓 銘泪 千利休作 ※
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国宝 志野茶碗 銘卯花墻 三井記念美術館 ※
重要文化財 白天目 徳川美術館
重要文化財 織部茶碗 銘冬枯 徳川美術館
重要文化財 織部松皮菱形手鉢 北村美術館
重要文化財 志野茶碗 銘広沢 湯木美術館 ※

重要文化財 志野松籬絵水指 香雪美術館
重要文化財 鼠志野鶺鴒文鉢 東京国立博物館
重要文化財 絵唐津菖蒲文茶碗 田中丸コレクション

During the ummer iege’ of 
saka astle in 1615, Oribe and, 

his sons were forced to commit 
ritual suicide because they had 
been suspected of collaborating 
with the Toyotomi c lan, and 
for this reason few historical 
resources related to Furuta Oribe 
remain. This exhibit introduces 
Oribe’s life using tea-ceremony 
utensils and letters about both 
Oribe the warrior and Oribe the 
tea master. 

There are precious few historical documents 
demonstrating a relationship between Furuta 
Oribe and Minoyaki. However, varieties of 
Mino pottery associated with hy ge-mono, as 
well as masterpieces dating to the same late 
Azuchi Momoyama period of Furuta Oribe, 
including Iga, Shigaraki, Bizen, Hagi wares, 
and even the pottery of Ky sh  kilns such 
as Karatsu, Agano, Takatori and Yatsushiro 
wares, have been gathered in a single venue 
so that visitors can familiarize themselves 
with the distinctive qualities of the ceramics   
of this period. 

加藤卓男(1917-2005)は、多治見市市之倉町の幸兵衛窯
に生まれた陶芸家。ペルシア古陶に美濃の織部との近似性
を感じ、西アジアでの発掘調査に参加するなどその魅力に
憑りつかれる。ラスター彩をはじめ青釉、三彩などを復元し、
異文化と日本文化を融合させた作品を生み出した。昭和55
年(1980)に宮内庁正倉院より奈良三彩の複製を委嘱され、
苦心の末に「三彩鼓胴」「二彩鉢」を納入。平成7年(1995)、
学術および芸術文化に寄与した功績により、“三彩”の技術
で国の重要無形文化財技術保持者（人間国宝）に認定。

加藤卓男／ PROFILE
Kato Takuo 1 1 -2005  was a ceramic artist born into the K beigama, 
the oldest pottery workshop in Ta imi ity. Discerning similarities between 
antique Persian pottery and the Oribe wares of the Mino region, Kato 
became entranced by the charm of Persian pottery, and took part in 
archeological expeditions in western Asia as well as other activities related 
to the study of Persian ceramics. In his own pottery, Kato revived Persian 
Lusterware’s hues, its blue glaze and three-color ware, producing works 
that blended foreign and Japanese cultural elements. In 1 0, the Sh s in 
Treasure Repository of the Imperial Household Agency commissioned 
Kato to recreate Japanese Nara period (710-794) three-color ware, and 
after painstaking efforts he submitted a three-color hand drum and a two-
color bowl to the Sh s in Treasure Repository.. In 1995, the Japanese 
government designated Kato Takuo a Living National Treasure in 
recognition of his academic and cultural contributions as the conservator of 
the three-color ware technique, an Important Intangible ultural Property. 

September 6 (Sat.) – October 26 (Sun.) 
10am- 6pm ※Last entry 5:30pm
Gallery I, Museum of Modern Ceramic Art, Gifu

September 4 (Thurs.) – 
November 3 (Mon. national holiday) 
9:00~18:00 ※Until 17:00 outside the festival period
Gallery M2, Mino Ceramic Art Museum, Tajimi
Also Exhibition:Future of Mino Ceramic Art 2014 
September 4(Wed.)~October 19(Sun.)

Exhibit 2: 
Oribe and Period Ceramics

Exhibit 1: 
About Furuta Oribe第1部 古田織部·考

　慶長4年（1599年）2月8日の古田織
部の茶会に招かれた時の様子を記し
た、安土桃山から江戸時代初期にかけ
ての豪商であり茶人でもあった神谷
宗湛著の茶会記『宗湛日記』に「セト茶
碗ヒツミ候也 ヘウケモノ也」とある。
　「瓢（ひょう）げる」には、「ふざける」
「おどける」の意がある。

Kamiya S tan, a wealthy merchant 
and tea master who lived between 
the Azuchi Momoyama per iod 
(1568-98) and the beginning of the 
Edo Shogunate (early 17th century), 
recorded what he witnessed at 
Furuta Oribe’s February 8th 1599 
tea ceremony party, to which he 
had been invited. In his diary,   
S tan Nikki, he wrote, the Seto 
teabowl were crooked, ocular things 
(hy ge-mono),  thus documenting 
that Furuta Oribe used warped, 
oddly shaped Seto teabowl in his 
ceremonies. 

National Treasure
Tea bowl, Shino style, Mino ware, known as Unohana-gaki

Mitsui Memorial Museum
(September 6-15)

What ere y e-mono or ocular Ware

へうげ もの？ 第2部 織部と同時代のやきもの

Important ultural Property 
Tea bowl, Oribe style, Mino ware, known as  Fuyugare

The Tokugawa Art Museum

Square bowl, with cover, Oribe style, Mino ware 
Suntory Museum of Art

Sitting gure of FURUTA Oribe 
Nagoya astle 

Kato Takuo  Pro le

特別展
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9月12日（金）～ 10月19日（日）
9月21日（日）
9月28日（日） 営業時間10:00～18:00（水曜定休）
10月4日（土）・5日（日）
10月11日（土）・12日（日）
10月11日（土）・12日（日）・13日（月・祝）

9月12日（金）～10月19日（日）10:00～18:00
セラミックパークMINO 1F イベントホール

　前回、初開催で大きな反響を呼んだ
「アール・ブリュット美濃展」。“アー
ル・ブリュット”とは、フランス語で直
訳すると “生の芸術” と言う意味であ
り、陶磁器の産地である東濃地方で生
活している、障がいを持った方達の、
衝動のままに表現されたやきものな
ど、多様な作品の数々を展示。彼らに
しか生み出せない作品群の存在感と
生命力に圧倒される。

アール·ブリュット美濃展

9月12日（金）～11月3日（月・祝）
各お祭り会場周辺　捜索時間は各日9:00～18:00
※期間中は毎日捜索可能、ただし「ちゃわん屋みずなみ」は営業時間外は捜索不可

　美濃陶磁器のお祭り会場を巡って、
謎を解きながら各会場に潜んでいる全
45体の美濃陶磁器妖怪を探し出そう!! 
すべての妖怪を見つけた方には、「妖怪
かるた（45種）」がもらえ、さらに豪華グ
アム旅行を抽選でペア1名様にプレゼ
ント。君はこの“美濃妖怪大図鑑”を完
成させられるか!?

～お祭りコラボレーション～
美濃妖怪大図鑑

The Great Mino Yokai
Encyclopedia
~Collaboration with Other Local Festivals~

Your mission is to nd 45 yokai monsters hiding in each place by 
going around local festivals of Mino ceramics and solving mysteries. 
You will get a Yokai Karuta (playing-cards of 45 yokais)  once you 
successfully nd all the 45 yokais, and also one lucky winner among 
the successful players will get a travel package to Guam for 2  Come 
and try to see if you can complete this mission of The Great Mino 
Yokai Encyclopedia

※You can search for the yokai mosters everyday during the event period. However, 
yokais around Chawan-ya Mizunami  are not reachable outside business hours. 

各会場にある「美濃妖怪大図鑑」を手に入れる。
その図鑑に載っている最初の謎を解く。
※美濃妖怪大図鑑は各お祭り当日にお祭り会場本部で購入（1冊500円）。
　「セラミックパークMINO（フェスティバル本部）」と「ちゃわん屋みずなみ」では終了まで常時販売

謎は全て“場所”を示している。

謎が示す怪しい場所へ行く。

場所が正しければそこには妖怪または次の謎がある。

見つけた妖怪に書いてある合詞（あいことば）を大図鑑のその妖怪の欄に書く。

妖怪の近くに次の謎がある。時間の許す限り謎解きをする。

合詞（あいことば）を書いた大図鑑を本部へ持ってくる。

合詞（あいことば）が正しければその妖怪のシールがもらえるから大図鑑に貼る。

国際陶磁器フェスティバル美濃’14
陶与左衛門窯まつり
ちゃわん屋で「みずなみ焼きマイ茶碗」をつくろう
駄知どんぶりまつり
陶の里フェスティバルin市之倉2014
美濃焼祭

たじみ茶碗まつり
織部ヒルズオータムフェア
あかりの夕べ
美濃焼伝統工芸品まつり
下石どえらぁええ陶器まつり

10月12日（日）・13日（月・祝）
10月18日（土）・19日（日）
10月18日（土）（予備日翌日）
10月25日（土）・26日（日）
11月1日（土）・2日（日）

・Get The Great Mino Yokai Encyclopedia  sold at each festival site.
  Solve the rst mystery.
 ※Please purchase The Great Mino Yokai Encyclopedia  at the main of ce of each festival on the day. 
  (500yen for each book).The encyclopedia is available for purchase anytime at Ceramic Parks MINO 
 (Executive Committee Of ce of International Ceramics Festival Mino, Japan  and Chawan-ya
  Mizunami  during the event period.)
・All the answers to the mysteries indicate locations.
・Go to the location the answer leads to.
・You will nd a yokai monster or another mystery to solve there if you are right.
・ rite down a password written on the yokai you found there in the applicable section in the
  encyclopedia.
・There is another mystery to solve near the yokai. Keep going as long as time allows.
・Bring back the encyclopedia with the password to the main of ce.
・If you got the right password, you will receive a sticker of the yokai, so put it on the encyclopedia.

International Ceramics Festival’14 Mino Japan    Sep. 12 (Fri.) ~ Oct.19 (Sun.)
Sue Yozaemon Gama Festival    Sep. 21 (Sun.)
Let’s Make Mizunami My Chawan  at Chawan-ya     Sep. 28 (Sun.)      Business Hour 10 00~18 00(closed on wednesday)

Dachi Donburi Festival    Oct. 4 (Sat.), 5 (Sun.)
To No Sato Festival in Ichinokura    Oct. 11 (Sat.), 12 (Sun.)
The 4th Minoyaki Festival    Oct. 11 (Sat.), 12 (Sun.), 1  (Mon.)

The 7th Ta imi Chawan Festival    Oct. 12 (Sun.), 1  (Mon.)
Oribe Hills Autumn Fair    Oct. 18 (Sat.), 19 (Sun.)
Akari no Yube    Oct. 18 (Sat.)     In case of rain  Oct.19(Mon)
The 0th Minoyaki Traditional Crafts Festival    Oct. 25 (Sat.), 26 (Sun.)
Oroshi Doeraa Ee Ceramic Festival    Nov. 1 (Sat.), 2 (Sun.)

September 12 (Fri.) –November 3 (Mon.)
Surrounding Area of Each Festival Sites 
Search Hours 9:00~18:00

Art Brut Mino

e had such a great response in the last Art Brut Mino,  held for 
the rst time. Art Brut  is French words translated Outsider Art  in 
English. e will exhibit various works that express the pure hearts 
of people with disabilities living in this ceramic production area. 
These special works only they can create will appeal their powerful 
presence and vitality to visitors.

September 12 (Fri.)~ October 19 (Sun.) 
10:00~18:00
Ceramics Park MINO 1F Event Hall

美濃妖怪の集め方

巡  回  場  所

公式WEBサイトでヒントを徐々に公開!

【  http://minoyoukai.com  】

Clues to solve mysteries are released bit
by bit at the of cial ebsite

Where to Play

Ho  to Find Yokai Monsters

※You can search for the yokai mosters everyday during the event period. However, 
yokais around Chawan-ya Mizunami  are not reachable outside business hours. 

※期間中は毎日捜索可能、ただし「ちゃわん屋みずなみ」は営業時間外は捜索不可
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9月12日（金）～10月19日（日） 10:00～18:00
セラミックパークMINO 1F 小会議室

10月4日（土）· 5日（日）·11日（土）·12日（日）·13日（月・祝）
セラミックパークMINO 屋上広場（屋外）・1F 国際会議場

 9月27日（土）· 28日（日）、10月4日（土）· 5日（日）
10:00～ 17:00 旧大湫小学校

10月11日（土）· 12日（日）　点灯時間：18:00～21:00（コンサート19:00～）
セラミックパークMINO　水上ステージ（コンサート）

　“美濃”にルーツを持ち、受け継い
できた伝統を発展させながら独自
の理解を加え、そして時には伝統を
壊して時代を築こうとする作家たち
が、美濃の地をはじめ、世界中で活
動しています。そんな先進的な取り
組みを行い、世界中で活動する作家
たちにスポットライトを当て、作家
の素顔や活動に迫る展示会です。

　開放感溢れるセラミックパーク
MINOの屋上では、その日のテーマ
に合わせたマーケットを展開。水上
ステージでは、様々なメジャーアー
ティストによる無料野外ライブを開
催。陶器に触れる多彩な体験イベン
トも実施。
※第10回国際陶磁器展美濃チケットの半券を
　お持ちの方には、良い席を先着順でご用意。

　陶製灯篭によるイルミネーション展
示が、夜のセラミックパークMINOを
幻想的に包み込みます。全国から出品
のあった様々なイルミネーションの灯
りに酔いしれる当日は、まさに2日間だ
けの“ナイトミュージアム”。アーティ
ストによるコンサートは両日とも一夜
限りのスペシャルライブ。「国際陶磁器
フェスティバル美濃’14」が贈る特別な
夜をご堪能ください。

Cool Avant-Garde MINO

食と器と音楽と

 第3回

おおくて廃校プロジェクト
20のてのひら

ナイトミュージアム あかりアート展

―世界を動かせ、美濃の異端児たち―

【 展示作家 】
 青木良太
 兼行誠吾
 田中孝
 林茂樹
 水野寿子
 山口美智江

【 あかりコンサート 出演アーティスト 】
10月11日（土）　夏川りみ
10月12日（日）　手嶌葵

[Akari Concert Performed By]
October 11 (Sat.) Rimi Natsukawa
October 12 (Sun.) Aoi Teshima

[Featured Artists]
Ryota Aoki
Seigo Kaneyuki
Takashi Tanaka
Shigeki Hayashi
Hisako Mizuno
Michie Yamaguchi

10月5日（日）
ゲストアーティスト：Ms.OOJA（16:00開演）
陶磁器ワークショップ
October 5 (Sun.)
Guest Artist: Ms. OOJA(Start: 16:00)

10月4日（土）
ゲストアーティスト：MASH（16:00開演）
陶磁器ワークショップ

10月12日（日）
11:00 ～
 トークショー
 特別ゲスト：
 鈴木ちなみ

October 4 (Sat.)
Guest Artist: MASH (Start: 16:00)
Ceramics Workshop

Talk Show
Special Guest:
Chinami Suzuki 

October 11 (Sat.)  Guest Artist:Rimi Natsukawa (Start:19:00)
Workshop by Adachi, Nami, Picture Book Illustrator 
“Let’s Find a Forest Fairy! Fun Painting Experience”
Ceramics Workshop

10月11日（土）
ゲストアーティスト：夏川りみ（19:00開演）
絵本作家あだちなみワークショップ（13:00～）
「森の妖精を探そう！ ワクワク絵付け体験」
陶磁器ワークショップ

October 12 (Sun.)
Guest Artist: Aoi Teshima (Start: 19:00)
Ceramics Workshop

10月12日（日）
ゲストアーティスト：手嶌葵（19:00開演）
陶磁器ワークショップ

October 13 (Mon.)    Kids Dance Contest      Guest Dancer: Macho Dancers, and others
Ceramics Workshop

10月13日（月・祝）
キッズダンスコンテスト
ゲストダンサー：
マッチョダンサーズほか
陶磁器ワークショップ

Night Museum
Akari Art Exhibition

Exhibition of illuminated ceramic lanterns will 
light up the special night of Ceramics Park 
MINO. These two nights you enjoy the beautiful 
lights of illumination sent from all over Japan turn 
this place “Night Museum.” Each performance by 
the artist on these days is one night only. Come 
and enjoy these special nights “International 
Ceramics Festival’14 Mino Japan” presents.

October 11 (Sat.) & 12 (Sun.) 
Light up: 18:00~21:00 (Concert at 19:00~)
Ceramics Park MINO Stage on Water
(For the Concert) 

　都会から溢れ出る音が届かない
場所。その場所にひっそりと建つ
廃校になった小学校。それぞれ価
値観の違う若手作家が、この廃校
を舞台に創りだす企画展です。校
長室が本部に、放送室が飲食ゾー
ンに、各教室が出展ブースに…出
展作品だけでなく、本企画の全て
の空間をご堪能いただけます。

The 3rd Okute Closed
School Project
-The Palms of 20-

The place where the noise of cities does not reach. Closed 
school standing quietly in that place. This is an exhibition 
organized by various young artists taking place in this closed 
school. The principal’s room will become the headquarter, 
and the broadcasting room to be an eating area. Each 
classroom will be used as an exhibition booth. You will enjoy 
not just the works displayed but the entire space as well.

September 27 (Sat.), 28 (Sun.), October 4 (Sat.), 5 (Sun.)  
10:00~17:00   Former Okute Elementary School

Cool Avant-Garde MINO
-Move the World, Pioneers of MINO-
September 12 (Fri.) ~ October 19 (Sun.) 
10:00~18:00
Ceramics Park MINO 1F Meeting Room

There are Mino-rooted artists developing the succeeded 
tradition and adding their own interpretation of arts there. 
They even break the tradition sometimes to build the new 
generation. These artists are acting not only in Mino area 
but also in the world. In this exhibition, we will feature the 
artist themselves and their world-wide activities.

Food, Ceramic Ware & Music
October 4 (Sat.), 5(Sun.), 11(Sat.), 12(Sun.), 13(Mon.)
Ceramics Park MINO Roof Plaza, 1F Conference Hall

We will have a themed market each day at open 
and specious Roof Plaza of Ceramics Park MINO. 
Moreover, we will hold free live music concert by big-
name artists at the special stage set up on the water. 
There will be various fun events of ceramics to feel and 
experience.
※We will have priority seats for audiences with a ticket stab of “International 
Ceramics Festival Mino, Japan” on rst-come- rst-served basis.

【 出品内容 】
 陶芸／布製品
 皮革工芸／木工芸
[Exhibited Goods]
Ceramic Arts/ Textiles/ 
Leather Crafts/ Wood Crafts
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［ 最終公開審査 ］ 9月16日（火） 13:30～ ※一般来場者も投票可
セラミックパークMINO 1F 国際会議場
［ 表彰式・シンポジウム ］
10月9日（木） 13:30～
セラミックパークMINO 1F 国際会議場

　美濃陶磁器企業による、エンドユー
ザーに対するプレゼンテーション企画。
美濃焼業界が各分野の専門家と直接交
流を持つことで、新たな方向性を模索、提
案するビジネスマッチング企画です。

　岐阜県多治見市・瑞浪市・土
岐市で生産される美濃焼タイル
は、内・外装から床まで建築資材
として幅広く使用され、日本一の
生産量を誇ります。こちらでは、タ
イルを使った優れた施工事例を表
彰することで、店舗、住宅、ビル、マ
ンション、公園等、様々な建築物件
におけるタイルの活用を奨励する
と共に、美濃焼タイルの持つ魅力
を発信するものです。

タイル施工例コンペティション2014

Tile Work Model
Competition 2014

Tea Ceremony & Display and
Sales of Mino Ceramic Artists

Welcome Mall
Red Carpet’14 
~Evaluation & Business Talk 
  for Minoyaki Products~

Tableware Coordination Contest
~Japanese Style Dining Table with Minoyaki~

Minoyaki tiles manufactured in the cities of 
Tajimi, Mizunami, and Toki are widely used as 
building materials for various needs such as 
interior or exterior decorations and flooring, 
and have the largest production of tiles in 
Japan. This project aims to promote the use of 
tiles in various buildings such as commercial 
bu i l d i ngs ,  houses ,  o f f i c e  bu i l d i ngs , 
apartments, and parks by recognizing and 
awarding excellent work models built with 
tiles. At the same time, we will also present 
you with the wonderfulness of Minoyaki tiles 
through the amazing designs of work models.

“Ken-shu-an” is a beautiful tea-ceremony house of Ceramics 
Park MINO, designed to express the charm of a boat oating 
on the water. You can enjoy matcha green tea served in 
outstanding tea bowls created by the holders of Important 
Intangible Cultural Property, and other prominent artists from 
Mino area. Moreover, exhibition and sale of ceramic artists 
belong to Mino Ceramic Art Association to be held as well. You 
can also enjoy matcha green tea in their tea bowls if you wish.

[Open Final Judging] September 16 (Tue.) 
13:30~ ※Visitors can vote too.
Ceramics Park MINO 1F Conference Hall
[Award Ceremony / Symposium]
October 9 (Thu.) 13:30~
Ceramics Park MINO 1F Conference Hall

Every Weekends and Holidays except October 19 (Sun.)
10:00~17:00 (Serving tea until 16:00)
Ceramics Park MINO Tea-ceremony House “Ken-shu-an”  
※500yen for a bowl of tea

September 12 (Fri.) ~ October 19 (Sun.)  
Ceramics Park MINO Gallery Walk

September 24 (Wed.) 
For Restaurant's owners of Kanto Region  
October 10 (Fri.) For Architects
October 14 (Tue.) 
For Restaurant's owners of Tokai Region 
Ceramics Park MINO 1F Conference Hall

September 19 (Fri.) ~ September 21 (Sun.)  10:00~18:00
Judges’ Symposium on  September 19 (Fri.) 13:30~15:00
Ceramics Park MINO 1F Conference Hall

9月12日（金）～ 10月19日（日） 10:00～ 18:00
セラミックパークMINO 1F ホワイエ（ドリンクカウンター前）

　地元タイルで演出された空間で、
店舗オリジナルのランチとスイーツ
がいただけます。美濃焼とコラボし
たこの企画、使用した器（美濃焼）
は持ちかえることができます。また、
今回使用したタイルテーブルは食
事をした人の中から抽選でプレゼ
ントします。

MINO TILE CAFÉ～菓・器・喰・結・構～
か き く け こ

9月19日（金）～ 9月21日（日） 10:00～ 18:00 
セラミックパークMINO 1F 国際会議場

シンポジウム 9月19日（金） 13:30～15:00

 9月24日（水） 飲食店オーナー 関東編
10月10日（金） 建築家・設計士編
 10月14日（火） 飲食店オーナー 東海編
 セラミックパークMINO 1F 国際会議場

　“和食”がユネスコ無形文化遺産に登録され、今、あらためて注目される日
本の食文化。日本の食卓と、そのテーブルウエアとしての美濃焼をあらため
て見つめ直します。今すぐご家庭で生かせる、アイデア、ヒントが満載の展示
会と審査員によるシンポジウムは必見です。会期中は一般のご来場いただ
いた方に投票していただく一般来場者賞を設けています。ぜひお気に入りの
テーブルを見つけてください。

テーブルコーディネートコンテスト
～美濃焼のある日本食卓～

レッドカーペット’14 ～美濃焼製品の品評＆商談会～
9月12日（金）～10月19日（日） セラミックパークMINO ギャラリーウォーク

　メイン会場セラミックパーク
MINOへ来場者を誘う玄関口ギャ
ラリーウォーク（入口回廊内）では、
岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市
の魅力を巨大なパネルで紹介しま
す。土日祝日には、ゆるキャラ達が
日替わりで来場者をお出迎えしま
す。更には、地元のおみやげ品販売
コーナーも展開します。

ウェルカム・モール

【 審査員 】　橋本夕紀夫（橋本夕紀夫デザインスタジオ）、長谷川演（株式会社アトリエテンマ）
中村拓志（株式会社NAP建築設計事務所）、神谷利徳（株式会社神谷デザイン事務所）
水野雅樹（全国タイル工業組合 岐阜県支部長）、隅谷建壬（多治見市美濃焼タイル振興協議会 会長）
加藤清明（岐阜県タイル商業協同組合連合会 理事長）

【 審査員 】　木村ふみ（株式会社エデュウス）、神谷利徳（株式会社神谷デザイン事務所）
加藤幸兵衛（幸兵衛窯）、今田龍子（株式会社ハースト婦人画報社）、橘田洋子（株式会社シトラス）

10月19日（日）を除く会期中の土日祝  10:00～ 17:00 ※呈茶は16:00まで
セラミックパークMINO 茶室「懸舟庵」 ※料金は1杯500円

　セラミックパークMINOの茶室
「懸舟庵」は水の中に浮かぶ舟の
趣。美濃が輩出した重要無形文化
財保持者等の茶陶でお抹茶を頂く
ことができます。また当日は美濃陶
芸協会に所属する作家が陶芸作品
の展示販売を行います。出品作家の
茶陶でお抹茶を頂く事もできます。

茶席＆美濃陶芸作家展示販売

[The Tea Bowls of the Following Artists to Be Used]
Takuo Kato (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Japan)
Kozo Kato (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Japan)
Toshisada Wakao (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Gifu)
Hidetake Ando (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Gifu)
Yatsuo Tamaoki (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Gifu)
Shotaro Hayashi (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Gifu)
Koubei Kato (Holder of Important Intangible Cultural Properties of Tajimi)
Ryoji Koie, Bunichi Kobayashi, Kenji Hara

[Participating Artists for Display and Sales]     Teruyuki Mizuno Sep. 12 (Fri.) -15 (Mon.) 
Masayuki Mizuno Sep .20 (Sat.), 21 (Sun.), 23 (Tue.)      Tatsuhiro Koroiwa Sep .27 (Sat.) - 28 (Sun.) 
Keisuke Wakao Oct. 4 (Sat.) - 5 (Sun.)      Takashi Tanaka Oct. 11 (Sat.) - 13 (Mon.) 

【 ご使用頂ける茶陶器の作家 】
加藤卓男（国指定重要無形文化財保持者）
加藤孝造（国指定重要無形文化財保持者）
若尾利貞（岐阜県重要無形文化財保持者）
安藤日出武（岐阜県重要無形文化財保持者）
玉置保夫（岐阜県重要無形文化財保持者）
林正太郎（岐阜県重要無形文化財保持者）
加藤幸兵衛（多治見市無形文化財保持者）
鯉江良二、小林文一、原憲司

【 出品作家 】
水野輝幸
水野雅之
黒岩達大
若尾圭介
田中　孝

9月12日（金）
9月20日（土）
9月27日（土）
10月4日（土）
10月11日（土）

～ 9月15日（月・祝）
～ 21日（日）、23日（火・祝）
～ 28日（日）
～ 5日（日）
～ 10月13日（月・祝）

We will introduce the great things about Gifu 
Prefecture, cities of Tajimi, Mizunami, and Toki 
using huge panels at entrance Gallery Walk, where 
we welcome visitors to Ceramics Park MINO, 
the main venue of the festival. On weekends, 
there will be cute Yurukyara (mascots) waiting to 
see you there. Moreover, we will also have sales 
booths for local specialties and souvenirs. 

Presentation by companies of Mino ceramics products 
for end users. This is a business matching event for 
Minoyaki industries, which searches and suggests 
new directions of business by providing an opportunity 
to meet professionals from various industries. 

As“Washoku” has been registered as UNESCO Intangible Cultural Heritage, Japanese food 
culture has come under the spotlight now. In this project, we will focus afresh on Japanese 
style dining table and Minoyaki as tableware. The exhibition and judges’ symposium are 
must-see events, where you can get many ideas and hints you can adopt in your home right 
away. There is also “People’s Choice Award” to be decided by the visitors during the event 
period. Please nd and vote for your favorite table.

[Judges]  Fumi Kimura (Educe Co.,Ltd.)     Toshinori Kamiya (Kamiya Design Inc.)  
Kobei Kato (Kobei-gama)     Tatsuko Imada (Hearst Fujingaho Co., Ltd.)

Yoko Kitsuda (CITRUS Co., Ltd)

MINO TILE CAFÉ
~ka ki ku ke ko~
September 12 (Fri.) ~ October 19 (Sun.) 10:00~18:00
Ceramics Park MINO 1F Foyer (In Front of Drink Counter)

You will enjoy signature lunch and sweets served by 
various cafes and restaurants in a space decorated with 
locally manufactured tiles. In this collaboration project 
with Minoyaki, you even get to take home the cups and 
plates (Minoyaki) you used. What is more, we will pick 
some lucky winners among the customers to give tile-
decorated tables created especially for this event. 

9月28日（日）
10月1日（水）
10月5日（日）
10月8日（水）
10月12日（日）
10月15日（水）
10月19日（日）

9月12日（金）
9月13日（土）
9月14日（日）
9月17日（水）
9月21日（日）
9月25日（木）
9月28日（日）

～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

10月4日（土）
10月7日（火）
10月11日（土）
10月14日（火）
10月18日（土）

9月16日（火）
9月20日（土）
9月24日（水）
9月27日（土）
9月30日（火）

岐阜県立多治見工業高等学校専攻科
猫ちぐら
PuPu cafe　
喫茶フォルティシモ
カルムシフォン
Food bar MAKOTO
茶房 菓器喰結構 ka ki ku ke ko

茶房 菓器喰結構 ka ki ku ke ko
土岐商（岐阜県立土岐商業高等学校）ショップ
フレンチレストラン ベルエキップ
菓子工房みのひだ屋
chou chou cafe
カフェギャラリーわぼん
カフェ温土

Sep. 12 (Fri.) Café ka ki ku ke ko     Sep. 13 (Sat.) Tokisho (Gifu Prefectural Toki Commercial High School)     Sep. 14 (Sun.) - 16 (Tue.) French Restaurant Belle Equipe
Sep. 17 (Wed.) - 20 (Sat.) Kashi-kobo Minohidaya     Sep. 21 (Sun.) - 24 (Wed.) chou chou café     Sep. 25 (Thu.) - 27 (Sat.) Café Gallery Wabon     Sep. 28 (Sun.) - 30 (Tue.) Café Ondo
Sep. 28 (Sun.) Tajimi Technical High School Postgraduate course of ceramics     Oct. 1 (Wed.) - 4 (Sat.) Neko Chigura     Oct. 5 (Sun.) - 7 (Tue.) PuPu café
Oct. 8 (Wed.) - 11 (Sat.) Café Fortissimo     Oct. 12 (Sun.) - 14 (Tue.) Calm Chiffon     Oct. 15 (Wed.) - 18 (Sat.) Food bar MAKOTO     Oct. 19 (Sun.) Café ka ki ku ke ko

[Judges]  Yukio Hashimoto (hashimoto yukio design studio Inc.)
Hiromu Hasegawa (Atelier-temma. Corporation)     Hiroshi Nakamura (Hiroshi Nakamura & NAP Co., Ltd.)
Toshinori Kamiya (Kamiya Design Inc.)      Masaki Mizuno (Director of Japan Tile Manufacturers’ Association, Gifu Branch)
Tatsumi Sumiya (Chairman of Tajimi-city Minoyaki Ceramic Tiles' Promotion Council)
Kiyoaki Kato (Director of Gifu Tile Wholesale Co-operative Association)
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協 賛 事 業
9月12日（金）～10月19日（日） 10:00～18:00
セラミックパークMINO 1F 展示ホール

　今回、10回目のメモリアルを迎える
「国際陶磁器展美濃」。過去９回の歩
みを振り返り、「国際陶磁器展」とは何
なのか？ 携わった人々の証言をもと
に、この催事の誕生の瞬間から進み行
く未来までを体感していただきます。

国際陶磁器展美濃 メモリアル展

10月11日（土） 13:00～ 17:00
セラミックパークMINO 敷地内の里山・1F 国際会議場

9月23日（火） 10:20～ 12:40 
セラミックパークMINO 1F 国際会議場

　セラパークの里山にいる森の妖精を探し出し、美濃焼に絵付けする体験参
加型ワークショップ。発見、気づき、想像力を駆使して、自分の力で考えてカタ
チにすることを楽しみながら学びます。施設を飛び出し、地元自然愛好家の案
内のもと、実際に里山を歩きながら森の妖精を探します。特別講師は、地元出
身の人気絵本作家あだちなみさん。想像したことを形にする面白さを、第一線
で活躍する地元の先輩に直に教えてもらいます。対象は小学生・中学生。親子
での参加も大歓迎です。参加費500円。事前に申し込みが必要です。

　韓国料理研究家 趙善玉氏による韓国の食と文
化を体験するセミナー。韓国料理と美濃焼のコラボ
レーションや迫力のテコンドーの演武は必見です。

 絵本作家あだちなみ ワークショップ
「森の妖精を探そう！ ワクワク絵付け体験」

日韓友情 韓国の食と文化

 9月13日（土）、9月20日（土）、9月27日（土）
10月4日（土）、10月11日（土）、10月18日（土）
10:00～18:00 セラミックパークMINO 1F ホワイエ
　木製のコースターに専用工具でモザイクタイルを割って貼りつければ、キ
レイに装飾が施された自分だけのオリジナルコースターが完成。1枚800円と
500円の2種類が用意され、目地込を行って受け取れます。かわいいモザイクタ
イルの販売も行われます。

モザイクタイル ワークショップ

Mosaic Tile Workshop
September 13 (Sat.), 20 (Sat.), 27 (Sat.), 
October 4 (Sat.), 11 (Sat.), 18 (Sat.)
10:00~18:00
Ceramics Park MINO 1F Foyer
Just break tiles into pieces with special 
scissors and put them on a wooden coaster. 
You can create a beautifully decorated 
coaster of your own just like that. There 
are 800yen and 500yen courses. You will 
receive your creation after the joint of tiles 
has been lled for a beautiful nish. There 
will be cute mosaic tiles for sale too. 

Workshop by Adachi, Nami, Picture Book Illustrator 
“Let’s Find a Forest Fairy! Fun Painting Experience”
October 11 (Sat.) 13:00~17:00 Ceramics Park MINO 1F Hiking Trail and Conference Hall 
In this workshop, you will look for a forest 
fairy living in the mountain of Ceramics 
Park MINO and experience painting on 
ceramics. You will have a fun learning 
to create works out of discovery and 
imagination. We will go out of the facility 
to explore the mountain to find a forest 
fair y with the guide of local nature 
lovers. The special guest will be Adachi, 
Nami, popular picture book illustrator 
who is originally from this area. It is a 
great opportunity to learn directly from 
well-known local senior how fun it is to 
create a work out of imagination. This 
event is open for elementary and middle 
school students. Children with parents 
are welcome to participate together. 
Participating fee is 500 yen, and advance 
booking is required.

Japan Korea Friendship
Korean Food and Culture
September 23 (Tue.) 10:20~12:40
Ceramics Park MINO 1F Conference Hall
This is a seminar by Cho, Sunok, Korean-cooking expert, 
to experience Korean food and culture. You cannot miss 
the collaboration of Korean food and Minoyaki, and also a 
spectacular performance of taekwondo is a must-see.

Memorial Exhibition of International 
Ceramics Competition Mino, Japan
September 12 (Fri.) ~ October 19 (Sun.)
Ceramics Park MINO 1F Exhibition Hall
It marks memorial 10th “International Ceramics 
Competition Mino, Japan Exhibition” this time. This 
is an exhibition to look back the past 9 holdings of 
the competition based on the stories of people who 
have involved in this great project. You will be able 
to feel and experience the history of the competition 
from the moment this event has launched to the 
ongoing development into the future.  

Junior Ceramics Festival
~Beautiful Melody Played on the Ocarina♪~
September 15 (Mon.) 11:00~12:00
Conference Hall of Ceramics park MINO
We will hold a concert performed by elementary school 
students of cities of Tajimi, Mizunami, and Toki. They will play 
Mino ceramic ocarinas they painted on their own. New music 
especially written for this occasion by Kaori Suzuki, professional 
ocarina player will be played as well. Enjoy the gentle and 
relaxing sound children who carry the next generation make. 

9月15日（月・祝） 11:00～ 12:00 セラミックパークMINO 1F 国際会議場
　多治見市・瑞浪市・土岐市の小学生が、
自分で絵付けをした美濃焼のオカリナで演
奏する、地元の子供たちによるコンサートを
開催します。この日のために書き下ろしたオ
カリナ奏者鈴木夏織氏の楽曲を初めて披露
します。次世代を担う子ども達が奏でる優し
い音色に癒されるひととき。

ジュニア陶芸フェスティバル ～オカリナで奏でるメロディー♪～

[Performers]
60 Elementary School Students of 
Tajimi City, Mizunami City and Toki City
Group of Citizens, Kaori Suzuki

【演奏者】
多治見市・瑞浪市・土岐市の
小学生60名、
市民グループによる演奏、鈴木夏織

増田敏也展
9月20日（土）～ 28日（日） スペース大原

茶文化プロジェクト －お茶のある風景－
9月23日（火・祝）
セラミックパークMINO 国際会議場

アキアヤナスウツワ「お抹茶の場合」
9月23日（火・祝）～ 10月5日（日）
ギャラリー陶林春窯

工房 岳 作品展
9月26日（金）～ 10月15日（水）
ギャラリースペース岳 内

2014秋の美濃焼新作展示会
9月27日（土）～ 29日（月） セラトピア土岐

ニューセラミックフェア岐阜2014
9月27日（土）～ 29日（月） セラトピア土岐

陶＆くらしのデザイン展2014
9月27日（土）～ 29日（月） セラトピア土岐

第3回 多治見工業高等学校専攻科陶芸展
9月27日（土）～ 10月5日（日）
セラミックパークMINO 国際会議場

ちゃわん屋で「みずなみ焼マイ茶碗」をつくろう！
9月28日（日） ちゃわん屋みずなみ

ICHINOKURA Collection（イチコレ）
9月28日（日）
市之倉さかづき美術館 前広場

イタリア・ファエンツァ市陶芸作家展
～土岐市姉妹都市交流事業～
9月29日（月）～ 10月6日（月）
陶磁器試験場・セラテクノ土岐

小嶋高廣作品展
10月1日（水）～ 6日（月） 
13:00 ～ 17:00 半原版画館

第19回 駄知どんぶりまつり
10月4日（土）・5日（日）
陶磁器試験場・
セラテクノ土岐（どんぶり会館前）

多治見市陶磁器意匠研究所
卒業生・研究生 作品展 ‒ 10cm UNLIMITED -
10月7日（火）～ 13日（月・祝）
岐阜県現代陶芸美術館 プロジェクトルーム

陶の里フェスティバルin市之倉2014
10月11日（土）・12（日） 多治見市市之倉町内

イチノクラフト市 10月11日（土）・12日（日）
市之倉さかづき美術館

幸兵衛窯 秋のいろどり市
10月11日（土）～ 13日（月・祝） 幸兵衛窯

第4回 美濃焼祭
10月11日（土）～ 13日（月・祝）
JR多治見駅周辺

美濃陶磁100展 10月11日（土）～19日（日）
多治見市産業文化センター

後藤秀樹展
10月11日（土）～ 19日（日）
スペース大原

ピーター・アイビー展
10月11日（土）～ 26日（日）
ギャルリ百草

第37回 たじみ茶碗まつり
10月12日（日）・13日（月・祝）
多治見美濃焼卸センター

纐纈歩美コンサート in 永保寺
10月13日（月・祝） 虎渓山 永保寺

織部ヒルズ オータムフェア
10月18日（土）・19日（日）
織部ヒルズ（土岐美濃焼卸商業団地）

あかりの夕べ 10月18日（土）
※雨天の場合は19日（日）
土岐川河川敷・土岐川公園周辺

第4回 美濃大茶会 
10月19日（日）
セラミックパークMINO
国際会議場・茶室

第30回美濃焼伝統工芸品まつり
10月25日（土）・26日（日）
土岐市美濃焼伝統産業会館／
陶芸村 志野の里公園

下石どえらぁええ陶器祭り
11月1日（土）・2日（日）
下石陶磁器工業協同組合周辺

清流の国ぎふ憲章
～豊かな森と清き水 世界に誇れる 我が清流の国～

平成26年1月31日「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議

美濃陶芸の明日展2014
9月4日（木）～ 10月19日（日）
多治見市美濃焼ミュージアム

夏の企画展 ディック・ブルーナ展
～ミッフィーとこどもの世界～
7月19日（土）～ 9月23日（火・祝）
こども陶器博物館 KIDS LAND

陶与左衛門窯
焼詰め：9月6日（土）～ 9月17日（水）
焼成：9月18日（木）～ 9月22日（月）
窯まつり（薪くべ体験）：9月21日（日）
窯出し：9月28日（日）
陶与左衛門窯

中島晴美・前田昭博 二人展
9月11日（木）～ 10月19日（日）
※シンポジウムは9月13日（土）13:30 ～
多治見市文化工房ギャラリーヴォイス

SAKAZUKI Competition 
小さな宇宙展
9月12日（金）～ 10月13日（月・祝）
市之倉さかづき美術館 ギャラリー「宙」

暮らしの造形Ⅳ
9月13日（土）～ 28日（日）
ギャルリももぐさ

産業観光 こども食器が
できるまで＆加飾体験
9月19日（金） こども陶器博物館

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、

知 清流がもらたした自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます

創 ふるさとの宝ものを磨き活かし、新たな創造と発信に努めます

伝 清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます

Sponsoring Event

October 25 (Sat.), 26 (Sun.) MINO-WARE TRADITION 
INDUSTRIAL HALL / Shino no Sato Park

The 30th Minoyaki Traditional Crafts Festival

October 18 (Sat.), 19 (Sun.)  Oribe Hills
Oribe Hills Autumn Fair

October 13 (Mon.)  Kokeizan Eiho-ji Temple
Ayumi Koketsu Concert in Eiho-ji

October 12 (Sun.), 13 (Mon.)
Tajimi Minoyaki Wholesale Center

The 37th Tajimi Chawan Festival

October 11 (Sat.) - 26 (Sun.)  Gallery Momogusa 
Peter Ivy Exhibition

October 11 (Sat.) - 19 (Sun.) Space Ohara
Hideki Goto Exhibition

October 18 (Sat.) 
※in case of rain: October 19 (Mon.)
Riverbed of Toki River, Toki River Park

Akari no Yube

October 19 (Sun.)  Ceramics Park MINO
Conference Hall, Tea-Ceremony House

The 4th Grand Mino Tea Ceremony

November 1 (Sat.), 2(Sun.)  Held around Oroshi
Pottery Industry Co-operative Association

Oroshi Doeraa Ee Ceramic Festival

October 11 (Sat.) - 13 (Mon.) 
JR Tajimi Station and Its Surrounding Area

The 4th Minoyaki Festival

October 11 (Sat.), 12 (Sun.)
Ichinokura-cho, Tajimi city, Gifu

To No Sato Festival in Ichinokura 2014

October 4 (Sat.) - 5 (Sun.) 13:00~17:00
Ceratechno Toki (in front of Donburi kaikan)

The 19th Dachi Donburi(Japanese bowl) Festival

October 7 (Tue.) - 13 (Mon.)
Museum of Modern Ceramic Art, Gifu  Project Room

Exhibition of Graduates of Tajimi City Pottery 
Design and Technical Center – 10cm UNLIMITED -

October 1 (Wed.) - 6 (Mon.)  Hanbara-hanga-kan
Takahiro Kojima Exhibition

September 29 (Mon.) - October 6 (Mon.)
Toki City Pottery Laboratory Ceratechno Toki 

Exhibition of Ceramic Artists in Faenza, Italy
~Toki Sister-city Exchange Project~

October 11 (Sat.) - 12 (Sun.)
Ichinokura Sakazuki Art Museum

ICHINO-CRAFT-ICHI(Craft Fair)

October 11 (Sat.)- 13 (Mon.)  Koubeigama
Koubei-gama Autumn Fair

October 11 (Sat.) - 19 (Sun.)  
Tajimi Industory&Culture Center

Mino Toji 100 Exhibition 

September 23 (Tue.)  Ceramic Park MINO Conference hall
Tea Culture Project –The Scenery with Tea-

September 28 (Sun.)
Front Plaza of Ichinokura Sakazuki Art Museum

ICHINOKURA Collection(Artisan’s Fashion Show)

September 27 (Sat.) - October 5 (Sun.)
Ceramic Park MINO Conference Hall

Gifu Prefectural Tajimi Technical High School
the 3rd Ceramics Exhibition

September 27 (Sat.) - 29 (Mon.)  Ceratopia Toki
Exhibition of Ceramics & Design of Living 2014

September 27 (Sat.) - 29 (Mon.)  Ceratopia Toki
New Ceramic Fair in Gifu 2014

September 26 (Fri.) - October 15 (Wed.)
Gallery Space GAKU

Exhibition of Atelier GAKU

September 23 (Tue.)- October 5 (Sun.)  Gallery Torinshunyou

Akiayanasu Utsuwa
“In Case of Omaccha (green tea)”

September 20 (Sat.) - 28 (Sun.)  Space Ohara
Toshiya Masuda Exhibition

September 28 (Sun.)  Chawan-ya Mizunami
“Let’s Make “Mizunami My Chawan” at Chawan-ya!

2014 Autumn Exhibition 
of Minoyaki New Products
September 27 (Sat.) - 29 (Mon.)  Ceratopia Toki

July 19 (Sat.) - September 23 (Tue.)
Children’s Ceramic Art Museum KIDS LAND

Dick Bruna Exhibition 
~ The World of Miffy and Children~

Loading…September 6 (Sat.) - 17 (Wed.)
Firing…September 18 (Thu.) - 22 (Mon.)
Kiln Festival(Experiencing Throwing Woods 
into Fire)…September 21 (Sun.)
Unloading…September.28 (Sun.)
Sue Yozaemon Gama

Sue Yozaemon Gama

September 19 (Fri.)
Children’s Ceramic Art Museum KIDS LAND

Industrial Tour Manufacturing Process of
Tableware for Kids & Decoration Experience

September 12 (Fri.) - October 13 (Mon.)
Ichinokura Sakazuki Art Museum Gallery[Chu]

SAKAZUKI (Sake cup) Competition
“Exhibition of Small Cosmos in Hands”

September 11 (Thu.) - October 19 (Sun.)
Symposium: September 13 (Sat.) 13:30~
gallery VOICE

Exhibition of Harumi 
Nakashima & Akihiro Maeta

September 13 (Sat.)- 28 (Sun.) Gallery Momogusa
Formative Art in Living Ⅳ

September 4 (Thu.) - October 19 (Sun.)
Mino Ceramic Art Museum, Tajimi

Future of Mino Ceramic Art 2014

Rookie Competition Award Ceremony 
and Announcement of New Product
September 12 (Fri.) 13:00~
Ceramics Park MINO 1F 
Conference Hall
We will turn innovative ideas submitted 
through open call into actual products 
using Minoyaki techniques. We wil l 
f inally reveal the completed product 
of the grand pr ix. Do not miss how 
it is going to be presented. We wil l 
also hold Symposium to introduce the 
steps we took for this project from the 
determination of the grand prix to the 
creation of its actual product.

9月12日（金） 13:30～ セラミックパークMINO 1F 国際会議場
　一般公募したデザイン案を、美濃焼の技術力で製品化します。グランプリ作
品がどのような形でお披露目されるのか？ お披露目にあわせて、デザインの選
考から製品化に至る道のりを紹介するシンポジウムも開催されます。

ルーキーコンペ 表彰式・新製品発表会

【 審査員 】　下川一哉（日経デザイン前編集長）、神谷利徳（株式会社神谷デザイン事務所）
鶴田浩（リアル・スタイル株式会社）、藤田広司（小田陶器株式会社）、柴田正太郎（株式会社深山）
[Judges]  Kazuya Shimokawa (Former Editor-in-Chief of Nikkei Design)     Toshinori Kamiya (Kamiya Design Inc.) 
Hiroshi Tsuruta (Real Style)     Hiroshi Fujita (Oda Pottery Co., ltd.)     Shotaro Shibata (Miyama Co., ltd.)
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