
札幌芸術の森
https: //artpark.or.jp

〒005‐0864

札幌市南区芸術の森2丁目75番地

　北海道陶芸会 (HPS) は 1968 年に北海道の窯元 16 名により発

足し、今年 50 年を迎えました。発足当時の陶芸は窯元だけの世界

でしたが、今日はどなたでも楽しめる身近なものとなりました。当

会の構成メンバーも時代と共に変わってきましたが、今も昔も粘土

や窯 ( 焼き )、技法、デザインなどを研究、工夫してよりよいものを

目指し作陶する気持ちは変わっていません。本展覧会では、北海道

陶芸会会員の全力を注いだ作品に加え、2004年より交流のあるオ

レゴン陶芸家協会 (OPA) 会員、国内招待作家、道内各地で行っ

たワークショップ『アートポール』作品も併せて展示いたします。

札幌芸術の森美術館
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札幌芸術の森

6 月11 日発行

011-592-5111

【会　　　期】 6 月23 日（土）～ 7月16日（月・祝）

事前予約なしで、いつでも気軽にクラフト体験が

できます。講師のつかない制作体験です。

ふらっとクラフト体験

【時　間】10:00 ～16 :00( 随時受付 )【参加料】300円～ 2,000円（陶芸

は市外宛送料別途）

クラフト工房

○陶芸・絵付け体験

○陶芸・たまつくり体験

○和紙のちぎり絵はがき

○お絵かきバンダナ

○オリジナルカンバッジ

予約不要

佐藤忠良記念子どもアトリエ （野外美術館内）

日本を代表する彫刻家、佐藤忠良のブロンズ彫刻や素描

作品を展示しています。また忠良が描いた絵本や作品集

をご覧いただける図書コーナーやワークショップ・ルーム

もあります。

野外美術館には、国内外の 64 作家74点の彫刻が

展示されています。作品の多くは、作家がこの地を

訪れ、地形や周囲の状況、札幌の気候などをもとに、

それぞれの場所のために制作したものです。

【受付時間】9 :45～17:00【日時】６月 16 日

（土）・17 日 ( 日）・23 日（土）・24 日（日）・

30 日（土）

【開館時間】9 :45 ～ 17 :30【観 覧 料】無料

【会　期】4 月 29 日 ( 日・祝 ) ～ 11 月３日（土・祝）【開館時間】9：45

～ 17：30【観 覧 料】大人 700 円 (630 円）・65 才以上 560 円（500 円）・

中学生以下無料※(　)内は20名以上の団体料金

参加料：300円（材料費込み）
ねんどで彫刻

陶芸 ～新世代の技とかたち～

【会  　　期】 ～ 7 月 16 日 ( 月・祝 ) まで

【開館時間】 9:45 ～ 17:30 【観 覧 料】 無料

【会  　　期】 ～ 7 月 16 日 ( 月・祝 ) まで

【開館時間】 9:45 ～ 17:30 【観 覧 料】 無料

近年、若手の陶芸家たちによって、土と炎による新たな表現が果敢に試みられ

ています。形態を極度に洗練させたり伝統的技法の新たな援用をみせるもの、

また過剰ともいえる装飾を取り入れたり、それとは逆に素材の物質性を強調す

るものなど、用の美を湛えながらも、それを超えた多彩な表現が生まれている

のです。本展は、現在注目される道内外の気鋭の若手陶芸家たち 17 作家の土

と炎による新たな試みに焦点をあて、現代陶芸の魅力を探りながら、これから

の陶芸の未来を展望するものです。

流行に左右されない。使えば使うほど、美

しい経年変化が現れる。そんな長く愛せる

　　　　 とその作り手を２名ご紹介します。

展示作品は販売も行っていますので、手に

とってその魅力を感じてみてください。

工芸館

工芸館

6 月号

野外美術館

●札幌芸術の森美術館コレクション選●札幌芸術の森美術館コレクション選

B展示室

【会　　　期】 ～７月 16 日 ( 月・祝 ) まで

【休 館 日】 6 月11日（月）～ 6 月22日（金）

【観 覧 料】 無料

【開館時間】 9 :45～17:30(入館は 17：00 まで )

【観 覧 料】 一般 600( 団体 500) 円、大学生以下無料

新収蔵記念　林縁から

対　象：どなたでも

大正 2年に建てられた邸宅を、当時の姿そのままに移

築復元しました。 屋内には、有島武郎の様々な資料を

展示しています。　※コーヒーコーナーもあります。

有島武郎旧邸

【会期】4 月29 日( 日・祝 )～ 11 月 3 日（土・祝）【開館時間】

9 :45 ～ 17:30 【入館料】無料

双眼鏡と
レジャーシートを
貸し出し中！

下記の日程は園内無料バスの運行を停止いたします。

Focus 長く愛せる陶ものFocus 長く愛せる陶もの
すえ

すえ

陶・創造者たち ～北の大地と共に～

北海道陶芸会50周年記念

会期中無休

大石　俊久 植葉　香澄 中田　雅巳

■園内無料バス運行停止日

６月１６日（土）・１７日（日）・２３日（土）・２４日（日）・

３０日（土）・７月１日（日）

【休館日】6月11日(月 )～ 6月22日(金 )※展示替えのため



通行禁止

レストラン畑のはる
ビュッフェレストラン

ビュッフェタイム　11: 00～15:00(LO.14 :30)
デザートタイム　 15: 00～17:00(LO.16 :30)
利用の方に次回駐車場無料クーポン配布
小さいお子様も遊べるキッズスペース有り

お問合せ　011-215-1778
豆乳ソフトクリームを販売しています！

野外美術館
作品解説(無料)
平　日:13:00
土日祝:①10:00 ②13:004Ｐ

ねんどで彫刻
【お問い合わせ】芸術の森美術館 011-591-0090

随時受付中
お問合せ：011-592-4122

ふらっとクラフト体験

駐車料金駐車料金
普通車　　500円
大型車　1,200円

普通車回数券　
1,000円（6枚つづり)

お得

札幌芸術の森

ロッジ
穴窯・登り窯

※日時は表面をご覧ください

【受付】10：00～16：00

休憩スポット

休憩スポット
休憩スポット

休憩スポット

会期：7 月 16日 (月・祝 ) まで
【時間】9:45 ～ 17:30(入館は17:00まで)　

新収蔵記念　林縁から

会期：6月23 日( 土 ) ～7 月 16 日( 月・祝 )

お問合せ：011-591-0090
【時間】9:45 ～ 17:30(入館は17:00まで)　

カフェ 　ラ・フォリア(札幌芸術の森美術館内) 
11:00～17:00（LO.16:30)

有島武郎旧邸
会期：4月29日(日・祝)～11月3日（土・祝）
開館時間：9：45-17：30
観覧料：無料

キッズスペースあります♪

手作りの木製のおもちゃで遊
ぶことができます。

センターロビーに

会期：～7月 16 日 ( 月・祝 ) まで

会期：～7月 16 日 ( 月・祝 ) まで
ベストポケット　

陶芸 ～新世代の技とかたち～

陶・創造者たち
北海道陶芸会50周年記念

23日から

6月

Focus 長く愛せる陶もの

会期中無休

～北の大地と共に～


