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主催：福井県和紙工業協同組合・和紙文化研究会
主管：和紙文化 in 越前実行委員会

参加申込み関連①
「和紙文化 in 越前」ごあいさつとスケジュール
「和紙文化研究会」では、和紙文化研究会の研究成果の報告と招聘講師により、和紙文化研究を更に深めるために、
1993 年に第１回和紙文化講演会を開催し、今日まで毎年開催しています。今回初めて、越前和紙の産地である福井
県和紙工業協同組合と共同開催することになり、開催場所も東京から越前和紙の産地内で、「和紙文化 in 越前」を開
催し、第 22 回和紙文化講演会、記念展覧会「和紙の姿展」や越前和紙産地工場の見学会「産地見学会」を行うこと
になりました。越前奉書はもとより、鳥の子や打雲・飛雲・墨流しなどの加飾紙など、越前で創造される和紙は時
代性及び作り手と使い手の関係性より生み出され、様々な用途で使われ、 また、それが 1500 年の伝統となっており
ます。今年の和紙文化研究会は越前和紙の魅力に迫ろうと考えておりますので、どうぞお楽しみ下さい。 皆様のお
越しをお待ちしております。

和紙文化 in 越前実行委員会

第 22 回和紙文化講演会・和紙の姿展・交流会・産地見学会スケジュール
【第 22 回和紙文化講演会】
テーマ 「越前和紙の伝統と創造の世界」
期 日 ２０１４年１１月２４日（月） 13：00〜17：30
会 場 越前市いまだて芸術館（福井県越前市粟田部町 11−1−1）
a）基調講演：講演時間 50〜60 分
①名児耶 明（財団法人五島美術館副館長） ②増田勝彦（和紙文化研究会副会長）
③石川満夫（元福井県和紙協同組合理事長）
b）パネルデスカッション（総合討議） 司会 増田勝彦

パネラー 名児耶 明・石川満夫・高橋裕次（東

京国立博物館 学芸企画部情報館情報課長）・吉野敏武（元宮内庁書寮部修補師長）
【交流会】
時間：講演会終了後 18：30 頃〜
会場：武生パレスホテル（仮）

会費：事前受付 4,500 円 （当日 5,000 円）

【展覧会】「和紙の姿展」
テーマ 「Echizen 和紙を創作する」
期 日：２０１４年１１月１５日（土）〜１２月１４日（日）
会 場：越前和紙の里 卯立の工芸館 全館
入場料：200 円 （講演会・産地見学会参加社は無料）
予想ジャンル 1）日本画

2）プリント

3）書 4）版画 5）紙衣 6）表装 7）製本 8）照明 など

【産地見学会】
期 日：11 月 25 日（火）
場 所：越前市五箇地区
日 程： 9：00 紙の文化博物館前広場集合・産地見学会受付・オリエンテーション
9：30 紙漉工房を中心とした五箇地区を各自自由見学
12：00 紙の文化博物館前広場集合・終了
紙の文化博物館の見学や、パピルス館で見学工房の紙の購入など
14：00 JR 武生駅行きシャトルバス手配
参加希望：事前申込み
参加費：1,000 円（高校生以下 500 円）

参加申込み関連②

「和紙文化 in 越前」参加募集要項
１．参加費用
１）記念講演会（和紙文化研究 22 号と要旨集代）……… 1,500 円
２）交流会（懇親会）講演会終了後に開催
事前申込み 4,500 円（払戻しはありません）当日は 5,000 円（人数の関係上お断りする場合あり）
３）産地見学会………1,000 円 地図や記念品・卯立の工芸館・和紙の文化博物館入館料が含まれます。
２．申込方法
和紙文化講演会・産地見学会は事前受付制。参加申込と参加費の事前払込みが必要です。一般の方は和紙文
化研究会、福井県内の方は福井県和紙工業協同組合に、⑧の申込み用紙に必要事項ご記入の上、郵送・FAX・
メールでお申し込み下さい。同時に参加費は次項３の方法でお支払い下さい。
［和紙文化研究会事務局］
〒110−8714 東京都台東区上野公園１２−８東京藝術大学 大学院美術研究科保存科学気付
和紙文化 in 越前 第 22 回和紙文化講演会事務局 東京藝大 FAX 03-5685-7780
E-mail：washibunka.koenkai@gmail.com
〔福井県和紙工業協同組合〕
〒915-0232 福井県越前市新在家町 8-44 パピルス館内 FAX：0778-43-1142 E-mail：info@washi.jp
３．支払方法
参加費は下記指定口座に合計金額を下記口座か郵送にてご入金下さい。振り込み手数料は各自ご負担願いま
す。受付後、
「参加証」を送付致します。なお、お申し込みが集中した場合は、送付が遅れることがあります。
また、特にお申し出がない限り、参加賞をもって領収書に代えさせていただきます
１）
〒振替
和紙文化研究会
名義：和紙文化講演会
００１７０−８−４０２５０６
福井県和紙工業協同組合 名義：福井県和紙工業協同組合 ００７７０ー２ー３６３５
２）現金書留 〒915-0232 福井県越前市新在家町 8-44 パピルス館内 福井県和紙工業協同組合
和紙文化 in 越前実行委員会
※現金書留の場合は参加申込書も同封願います。
４．宿泊先
同封の「宿泊 申込書」に必要事項をご記入の上、直接、福鉄旅行社へお申し込み下さい。予約確定後、
福鉄旅行社より請求書を送付させていただきますので、お振り込みをお願い申し上げます。お申し込み
後、宿泊の予約の取消しは、別紙の通り取消し料が必要となります。ご留意願います。
５．申込期限

１０月３１日（金）期限厳守でお願い致します。

６．問合せ先
［和紙文化研究会事務局］ 〒110−8714 東京都台東区上野公園１２−８東京藝術大学 大学院美術研究科
保存科学気付 和紙文化 in 越前 第 22 回和紙文化講演会事務局 東京藝大内 FAX 03-5685-7780
E-mail：washibunka.koenkai@gmail.com 特設 携帯 080−5860−5943（会期までの平日 10 時〜 18 時
まで）
〔福井県和紙工業協同組合〕
〒915-0232 福井県越前市新在家町 8-44 パピルス館内 TEL：0778-43-0875 FAX：0778-43-1142
E-mail：info@washi.jp

参加申込み関連③

「和紙文化 in 越前」参加交通機関のご案内

JR武生駅〜今立方面バス時刻表

JRをご利用の方へ
東京方面
ひかり505号

東京発
米原 着
米原発
武生着
８：３３→→１０：４５ しらさぎ５号１０：５６→１１：４５

九州・関西方面 博多駅発
新大阪着・発
のぞみ８号
７：２９ → →
９：５８
サンダーバード１３号 大阪駅発１０：１２→１０：１６

武生着
→→１１：５４

北陸方面
富山発
金沢着発
武生着
サンダーバード１８号 １０：１０→→１０：４７ １０：５５→→１１：５４

無料シャトルバスについて
24日
（日）
①ＪＲ武生駅前12：15発

→→

講演会会場（いまだて芸術館）12：35着

②講演会会場終了後も予定しています。
※講演会参加希望の方は申込書（４頁）にシャトルバス利用の有無もご記入下さい。

25日
（月）
①各ホテル

８：３０頃発

→→

紙の文化博物館８：５０着

※宿泊予定者の數によって変わりますが、乗り合いも想定しています。９／12日
の時点では、鯖江１台、武生１〜２台を予定。

②パピルス館１４：００発

→→

JR武生駅前１４：２０着

※産地見学会参加希望の方は申込書（４頁）にシャトルバス利用の有無もご記入下さい。

バス会社：福井鉄道バス（福鉄バス）
路線名：７）南越線（なんえつせん）
関連バス停：
①JR武生駅前
②今立総合支所前
講演会場（いまだて芸術館）最寄り
③和紙の里
越前和紙の里（パピルス館・卯立の工芸
館・紙の文化博物館）最寄り
料金：510円
A：JR武生駅→→今立（和紙の里）方面
①
②
③
７：56→→８：21→→８：23
９：17→→９：42→→９：44
11：17→→11：42→→ 11：44
12：26→→12：51→→ 12：53
13：57→→14：22→→14：24
16：15→→16：40→→16：42
17：33→→17：58→→ 18：00
B：今立（和紙の里）→→JR武生駅方面

③
②
①
８：28→→８：30→→８：55
９：49→→９：51→→10：16
11：48→→11：50→→12：15
12：58→→13：00→→13：25
14：29→→14：31→→14：56
16：47→→16：49→→17：14
18：05→→18：07→→18：32

参加申込み関連④

E-mail：

第22回和紙文化講演会

事前振込1,500円

（和紙文化研究22号と要旨集代を含む）

交流会（懇親会）

事前振込4,500円
当日は5,000円

産地見学会 事前振込1,000円 (高校生以下500円)
（見学資料・卯立の工芸館、紙の文化博物館入館料を含む）

問合せ先 〔和紙文化研究会事務局〕 〒110-8714 東京都台東区上野公園12−８東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存
学専攻保存科学気付 和紙文化in越前 第22回和紙文化講演会事務局 東京藝大内 FAX 03‒5685‒7780
特設携帯電話 080‒5860‒5943 会期までの平日10時〜18時まで

m

〕
和紙文化講演会・産地見学会は事前受付制。参加費の事前払込みが必要です。交流会は事前申込み4,500円（払戻しはありま
せん。当日5,000円ですが人数の関係でお断りする場合があります）一般の方は和紙文化研究会、福井県内の方は福井県和紙
工業協同組合に、この参加申込書に住所・氏名・電話・E-mailなどご記入の上、郵送・FAX・メールでお申し込み下さい。参加費
は合計金額を〒振替（和紙文化講演会 00170−8−402506・福井県和紙工業協同組合 00770-2-3635）にてご入金下さい。

参加申込み関連⑤
TEL 0778-23-0202 FAX 0778-23-0509

参加申込み関連⑥

