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●月曜休館 （祝日の場合開館、 翌平日休館）  

●（公財） 金津創作の森財団 事務局　TEL.73-7800　 http://sosaku.jp/  
●アンビション ( レストラン＆森の結婚式 ) 問合せ　アンビション TEL. 73-4141

      ―写真とキルトが生み出す極彩色の世界―

に な 　  　 が わ み　  　か
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蜷川実花
蜷川宏子

二
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展

薪窯特別体験
参加者
 募集 !

◆日　時　8月 25 日 (日 ) 19:00 ～ 21:00
          ※作品のお渡しは 12 月以降

　　　　　　 ( 来館受け取りまたは着払い送付）

◆制作物  花器､酒器セット､抹茶碗､湯のみなど

◆料　金  3,000 円～ (制作物によって異なる )

◆申込み  創作工房　電話 0776-73-7802
          ※前日までにお電話でお申し込みください。

　　　　  

◆日時　10月27日(日) 
　　　　 　開場 13:30  開演 14:00  終演 15:30

◆会場  アートコア　ミュージアム -2

◆定員  先着 150 人 (全席自由 )※未就学児の入場不可

　　　  ※入場には｢アートドキュメント 2019 八田豊展｣の
            観覧券が必要となります。

◆出演　南部匡恵 (クラリネット)

　　　　片山奈々愛 (サックス）

　　　　平岡愛子（マリンバ）

　      山崎智里（マリンバ）

　　　　  

【作品受付期間：11 月 7 日 (木 ) ～ 9 日 (土 )】
※募集要項などの詳細は当館ホームページをご覧ください。

◆会期　12 月 7 日 (土 ) ～ 22 日 (日 )　
◆会場　アートコア ミュージアム -2

　サムホールサイズ (22.7cm×15.8cm) の小さな
キャンバスに凝縮された美と創造を競う絵画
の全国公募展｡初心者､ベテランは問いません。
ふるって､ご応募ください｡

　創作工房では､毎年 11月に薪窯の窯焚きを

行っています。今回の体験では､下記のとお

り作品を制作し、お預かりした作品を 11 月

に焼き上げます。自分だけの器作りに挑戦

してみませんか？

　アンサンブル COLORSの4人による木管楽器と

打楽器の演奏をお届けします。

 プロムナードコンサート
 　カラーズ～ 『音の彩色』 ～

 「アートドキュメント2019 八田豊展 -アウラに生きる—｣ 関連事業

第 36 回 FUKUI サムホール美術展
                                in 金津創作の森

                 秋の企画展 10月 26 日 (土 ) 開幕！

「アートドキュメント2019 八田豊展 -アウラに生きるｰ」

  盲目の作家･八田豊 (越前市在住 ) の

ドローイングや、和紙の原料である

楮を使った作品など約 100 点を展示。

(左から､山崎､南部､片山､平岡)
　　　© アンサンブルCOLORS

参考作品

　～好評開催中～

9 月 29 日 [日 ]まで
会場風景

グッズ一例

実花の写真と宏子のキルト､合わせ

て約210点を展示｡二人の作品が生

み出す眩いばかりの極彩色の世界

を体感してください！

会場風景
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◆会　期　
　10月26日(土)～12月8日(日)　

◆観覧料　
　一般600円、65歳以上および
  障害者300円、高校生以下無料
  ※前売券(一般500円) 9月下旬発売予定。

～詳細は当館ホームページにてお知らせします～
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まちかど graffiti では、広報
係が取材した “ あわらの話題 ”
をお届けします！ 

あわら市について学ぼう
◆７月 10 日（水）、11 日（木）　本荘公民館、金津小学校

　藤野厳九郎記念館開館 35 周年を記念して、日中国際交
流シンポジウムを開催しました。昨年 11 月に発刊された

「学習まんが 歴史で感動！藤野先生と魯迅」の原作者・後
藤ひろみさんは、「藤野先生と魯迅」と題して講演。藤野
厳九郎と魯迅が固い師弟愛で結ばれた背景を紐解きました。
また、同じく漫画の監修を担当した歴史家・加来耕三さんは、

「嘉納治五郎と魯迅」と題して講演。大河ドラマにも登場し
た嘉納治五郎と魯迅のつながりを説明しました。

藤野厳九郎と魯迅について学ぶ
◆７月 27 日（土）　湯のまち公民館

　「蜷川実花・蜷川宏子二人展 ―写真とキルトが生み出す
極彩色の世界―」が開幕しました。2013 年にも金津創作
の森で展覧会を開催している写真家の実花さんと、キルト
作家である母・宏子さんの作品のコラボレーション展です。
　初日には、実花さんと宏子さん本人も来場し、オープニ
ングトークを実施。200 人の満員の聴衆に「親子３代で気
軽に楽しんで」と、呼び掛けていました。会場にも、多く
の人が訪れ、色鮮やかで華やかな２人の世界に見入ってい
ました。展覧会は、９月 29 日まで開催しています。

極彩色の世界を堪能
◆７月 20 日（土）　金津創作の森

　市内の各小中学校では、ふるさと学習を実施しています。
　このうち本荘小学校は、10 日にふくい歴女の会代表の
後藤ひろみさんを招いて、下番出身の医師・藤野厳九郎に
ついての講演会を開催。４～６年生 75 人は、地元の偉人
に関する話に、真剣に耳を傾けていました。
　また、金津小学校は、11 日に６年生 88 人が 18 グルー
プに分かれて、あわら温泉や金津祭、フルーツなど、あわ
らの魅力について発表を行いました。クイズや紙芝居を取
り入れるなど工夫を凝らした発表を、他の６年生や４年生
は、興味深そうに聞いていました。

障がい者パソコン相談会
　障害者対象のパソコン相談会です。Word・Excel・イ
ンターネットの操作方法など、ご希望の内容に１対１で応
じます。また、画面読み上げソフトや支援機器、iPad の
支援アプリの体験もできます。
と　き　９月７日（土）11 時～ 11 時 50 分、

13 時～ 13 時 50 分、14 時～ 14 時 50 分
ところ　坂井地域交流センターいねす　たくみ工房
対　象　県内在住の障害者
参加費　無料
定　員　各回２人（予約先着順）
申込み　福井県障害者 IT サポートセンター　☎ 27-1555

障がいのある方の就労を応援するセミナー
　坂井地区障害児・者総合支援協議会では、障害の種別を
問わず、障害者雇用に理解のある企業や事業所などの情報
提供などを行う就労活動を応援するセミナーを開催しま
す。申し込みは不要です。
と　き　９月 14 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分
ところ　ハートピア春江　大ホール
対　象　本人またはその家族など
内　容　ステージ発表（就労している当事者などの事

例紹介）、企業・事業所合同説明会（各企業
などの個別ブースでの担当者との面談）

問合せ　福祉課　☎ 73-8020

障害のある人へのお知らせ

あわら市優良工事表彰
　市が発注した工事の中から、特
に成績が優秀であったものを優良
工事として表彰しています。
　平成 30 年度の工事で受賞した
工事と事業所名は、次のとおりで
す。この事業者には、７月17日（水）
に市役所で表彰状を手渡しました。
受賞工事

平成 30 年度 石塚橋整備工事（上部工桁架設）
受賞事業者

株式会社日本ピーエス北陸支店
問合せ　監理課　☎ 73-8009
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