takumicraft.com at old folk house of Northern Cluture Museum in Niigata

タクミクラフト
2017 年

古民家展

5 月 3日 ㊌㊗ ー7日 ㊐

Northern Culture
Museum

OPEN 9 :00 ー 19:00（最終日 17:00）

会場：

咲き乱れる藤の甘い香りに誘われ、北方文化博物館で２つの工芸展を開催します。寺泊山田

北方文化博物館敷地内

の曲げ物・新 潟仏壇・加茂桐簞笥の各作家が、伝 統 技 術を自由な発想で駆使した新商品を

吉ヶ平（ 古 民 家 ）

お披露目。産地を超えたコラボ作品の数々を、登録有形文化財の古民家でお楽しみください。

参加作家： 足立茂久商店 足立照久、羽賀佛壇店 羽賀良介・羽賀富美子、
鈴木石太郎タンス店 鈴木浩昭、piquant 片山佐惠加
主催：足立茂久商店・タクミクラフト 協力： 書 木村貴美子、円谷プロ、寺泊観光協会、新潟モノ物語 後援：長岡市

曲げ輪の惑星

足立茂久商店（長岡市無形文化財 寺泊山田の曲げ物）

曲げ物とは、薄く板状にした木材を円筒形に曲げて作った容器のこと。
ふるい

せいろ

わっぱや 篩、裏ごしに 蒸 籠と聞けば、日本の生活に根ざした 美しい
形が、和菓子作りの工程や湯気とともに頭に浮かびます。
足立茂久商店 11 代目 足立照久さんは、江戸時代からの伝承技術を
用いて真摯な手仕事を続ける、新潟県で 唯一の曲げ物職人。伝統商
品製作の傍ら、和紙を使った曲げ輪の灯りなど、現代生活にあう製品
を手掛ける足立さんの最新作は、なんとウルトラセブンのスツール。
裏ごしからウルトラマンまで、数々の商品を展示・予約受付いたします。
※展示品はすべて見本です。商品は受注生産にて、会場で予約受付後、
一点一点手作りしてお届けします。

© 円谷プロ

新発売

ウルトラセブンスツール

ウルトラセブン放送開始 50 年記念

円谷プロとのコラボ商品

お問い合わせ：足立茂久商店
〒 940-2526 新潟県長岡市寺泊山田 1289
TEL / FAX：0258-75-3190
古民家展で、

特別先行販売
（予約受 付）

桐

の木目に 泳ぐ錦鯉

を行います！

羽賀佛壇 店（新潟市 新潟仏壇）+ 鈴木石太 郎タンス店（加茂市 加茂桐簞笥）
伝統的工芸品 新潟・白根仏壇の 塗箔師・羽賀良介さんと蒔 絵師・
富美子さん。漆や金箔を巧みに操り、日々仏壇の製作に向きあうお
二人が、世にも愛らしい鯉の箸置きを生み出しました。錦鯉の愛嬌と
優雅さに小千谷で会って一目惚れ、とは生みの親である良介さん。

写真はサンプルです

本物の素材だけを使い、一匹一匹、丁寧で緻密な 製作工程を重ね
ています。今回、その宝 石のような美しさを更に引き立てるのが、
伝統的工芸品 加茂桐簞笥の特 製桐箱。アイディアに溢れる職 人、
鈴 木浩昭さんが 誂えた、箸置きを鑑 賞して楽しむという遊び心の
提 案です。奇 遇にも来る５月５日に新 潟県の観 賞 魚に 指定される
錦鯉が、白木の流紋を泳ぐ姿、ぜひ愛でにいらしてください。

新潟を代表する２つの伝統
的工芸品によるコラボ作品
には、両作家の屋号印が。

takumicraft.com にて
限定販売、
予約受付中です。

※展示品はすべて見本です。商品は受注生産にて、会場で予約受付後、一点一点手作りしてお届けします。展示期間中は特別価格にて予約受付いたします。

展示予定作品

鯉の箸置き 特製桐箱入（写真は試作品です）
作家： 羽賀良介、羽賀富美子、鈴木浩昭
新潟仏壇 羽賀佛壇店
× 加茂桐簞笥 鈴木石太郎タンス店

新潟変り塗わっぱ弁当箱 （写真は錦漆／三色班漆／曙塗）
作家： 足立照久・野澤 寛
寺泊山田の曲物 足立茂久商店
新潟漆器 日本漆工協会会員 漆塗一級技能士

ピアス、ペンダントトップなど
アクセサリー
作家：羽賀富美子
新潟仏壇 羽賀佛壇店

その他、伝統商品のフルイ、裏ごし、セイロや、
電子レンジで使えるわっぱも登場します。

曲げ 輪の花立
作家： 足立照久・片桐恒友
寺泊山田の曲物 足立茂久商店
明城焼・恒炎窯
宝箱（衣装箱）
作家：鈴木浩昭
加茂桐簞笥 鈴木石太郎タンス店

choma bag
ゆきほのか（曲げ輪の灯り）

桐エコスピーカー（スマートフォン／iPod 用）

作家： 足立照久
寺泊山田の曲物 足立茂久商店
小国和紙

作家： 鈴木浩昭 加茂桐簞笥 鈴木石太郎タンス店

作家：片山佐惠加
産地：南魚沼市栃窪の苧麻（越後上布の原料）
協力：越後上布技術保存協会

その他、優しい光が周囲に広がる桐の灯りも。

販売について

展示品は一部を除き、
会場でご予約受付後に各作家が製作しお届けいたします。

一点一点手作りのため、少々お待ちいただく 商品もございますがご了承ください。

作家滞在予定

お届け時の送料／代金振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

工芸品の製作工程などを、作家本人から聞けるチャンス！

5/5 16:30 〜 19:00
5/6 9: 00 〜 14:00
5/7 13:00 〜 17:00

新潟仏壇 羽賀佛壇店 羽賀良介・羽賀富美子

5/3 〜 7 会期中毎日・時間未定 加茂桐簞笥 鈴木石太郎タンス店 鈴木浩昭

敷地内 同時開催

新しい祈りの空間を創造する 空壇（くうだん）
三条仏壇 ×

会 期： 5/3

㊌㊗ ー 7 ㊐ 9:00 ー19:30（最終日 17:00）

現代芸術活動チーム

目

空壇奉祀プロジェクト 新潟発表

伝統的工芸品

会場：北方文化博物館 敷地内 常盤荘（伊藤家旧宅）

主 催： 山田仏壇店／三条・燕・西蒲仏壇組合 参加クリエイター： art direction 目、coordination クエルカ
空壇 展示のお問い合わせ

空壇プロジェクト事務局

E-mail: kudan.sanjo@gmail.com Facebook: @KUDAN.Sanjo

会期中、三条仏壇伝統工芸士による製作実演を予定しています。

大藤棚のライトアップ
毎年多くの来場者で賑わう大藤棚、今年も開花の時期が近づい
て参りました。
今年の見頃は 5 月初旬〜 5 月中旬見込みとのこと。
開花中に実施される夜間のライトアップも圧巻です。
開館情報 9:00 − 17:00 年中無休
http://hoppou-bunka.com

アクセス 新潟県新潟市江南区沢海 2-15 -25
TEL. 025-385-2001

高速道路

磐越自動車道新津 IC より約 4km 約 5 分

入館料 大人 800 円 小人 400 円

タクシー

JR 新津駅より 約 10 分、JR 新潟駅より 約 20 分

大藤棚のライトアップ 17:30 ー 20:00

バ ス

万代シティバスセンター発、沢海経由秋葉区役所行き、

（ライトアップ期間等は 館 HPまたはお電話でご確認ください）

タクミクラフト

上沢海博物館前下車、徒歩 約 2 分

www.takumicraft.com

タクミの技から生まれるクラフトの魅力を発信します。産地の方々や周囲のつくり手たち、
そして宇宙と？ 繋がりながら、新潟工芸の世界を WEB、SNS を中心にご案内しています。
新商品・鯉箸置きの詳細、予約受付は takumicraft.com へ。
吉ヶ平展示のお問い合わせ info@takumicraft.com

Facebook Takumicraft.Niigata

INSTAGRAM takumicraft

Twitter takumicraft

