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「CRAFT POINT KYOTO」 （主催：京都伝統産業ミュージアム）は、京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日（毎年春分の日を「伝統産業の日」と
する）を中心に、2月から3月にかけて京都市内で開催される、工芸に関するプロから一般の方向けのイベントをまとめ、ショップ、ギャラリー、ホールで
今の工芸を体験できる日本最大級の工芸イベントです。
若手の職人の作品から新時代の工芸、またフードマルシェやトークイベントなど工芸を中心に京都の今のものづくりを体験できる特別な期間です。

京都市が定めた「伝統産業の日」である3月21日に向け
日本最大級の工芸イベントがついに京都で開催！！
「CRAFT POINT KYOTO」  ～ 3月31日 木

□ 会 期  開催中 - 2022年 3月31日 [ 木 ]

□ メイン会場  京都伝統産業ミュージアム（京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1 京都市勧業館みやこめっせ B1F）
 ※ イベントごとに会場が異なりますので、詳細は下記 WEB サイトをご確認ください

□ 主催  京都市、京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）
□ 共催  「伝統産業の日」実行委員会
□ 協力  KYOTO KOUGEI  WEEK
□ URL  https:// kmtc.jp/cpk

CRAFT POINT KYOTO
開催概要
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京都にはまだまだ知られていないたくさんの魅力的な食材があります。それらを集めた
フードマルシェを開催！北は丹後から南は山城まで、さまざまな作り手が自ら販売します。
作り手がこだわって、大切に作った食材の数々をぜひお家へ持ち帰ってお楽しみください。

KYOTO FOOD & CRAFT MARKET
会期：2022年3月12日[土]-3月13日[日] 
 10：00～17：00（最終日は16:00まで）
会場：みやこめっせB1F  ロビー
入場：無料 / 主催：みやこめっせ（株式会社京都産業振興センター）
URL：https : //www.miyakomesse.jp/ fcm2022

2022年「春分の日」に 20回目の「伝統産業の日」を迎えることを記念して、京都随一の
「匠」の技を結集した作品展を実施します。イノベーションと共に磨き上げてきた京都の
伝統産業の「今」を体感してみませんか？

匠エキスポ
会期：2022年3月12日[土]-3月13日[日] 
 10：00～17：00（最終日は16:00まで）
会場：みやこめっせB1F　第2展示場 / 入場：無料
主催：「伝統産業の日」実行委員会・京都市
URL：https://densan.kyoto/event-calendar

これから始まる注目イベント

みやこめっせ内 開催イベント

□ 京都市伝統産業技術功労者作品展「京の名匠春秋会展」
 （京都市伝統産業技術功労者による作品、道具類の展示及び実演）

 □ 未来の名匠　技の披露展
 （令和3年度に認定された「未来の名匠」（京都市内で活躍する優秀な伝統産業中堅技術者）による作品展示）

□ 京の伝統産業わかば会作品展
 （44歳以下の若手職人の団体「京の伝統産業わかば会」による作品展示）

□ 京都市伝統工芸連絡懇話会「京に生きづく手しごと展」
 （小規模産地の業種で構成される京都市伝統工芸連絡懇話会による作品の展示販売）

□ コンテンツ×伝統産業コラボレーション作品展
 （京都ゆかりの創作集団「CLAMP（クランプ）」及び人気マンガ「極主夫道」の作品とのコラボ商品の展示販売）

□ 京鹿の子絞・京繍・黒谷和紙共同販売会
 （京鹿の子絞振興協同組合による作品の展示販売）

□ 京手描友禅作品展
 （京友禅協同組合連合会及び京都手描友禅協同組合による作品展示）

□ 2022西陣織大会（会場：3階 第3展示場）
 （西陣織工業組合による作品展示）
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CRAFT POINT KYOTO実施期間中の週末に、毎回テーマを設けた伝統産業
事業者の展示販売会「CRAFT POINT KYOTO KIOSK」を開催します。

CRAFT POINT KYOTO
KIOSK
かわいいと工芸

会期：2022年3月19日[土]-
  3月21日[月・祝] 
会場：エントランス
主催：京都伝統産業ミュージアム
 （株式会社京都産業振興センター）

京都伝統産業ミュージアム内 開催イベント

国際シンポジウムやホテル型展示会、木製サーフボードを作るワークショップ
など、工芸を通じて様々な交流と社会との接点を生み出している「KYOTO 
KOUGEI WEEK」がこれまでに開催してきた様々なプロジェクトを集めた
展覧会を開催します。

KYOTO KOUGEI WEEK EXHIBITION
「Land of KOUGEI」

会期：開催中-3月14日[月] 10：00～17：00（最終日は16：30まで）
会場：企画展示室 / 主催：「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会
URL：https://kougeiweek.kyoto

ホテルカンラ京都を会場に3月9日ー12日に開催される工芸の展示会
「DIALOGUE」。そこに出展する全国の事業者からDIALOGUEがセレ
クトした商品と作り手を紹介します。

DIALOGUE 2022 POPUP EXHIBITION 
会期：開催中-3月14日[月]
 10：00～17：00（最終日は16：30まで）
会場：常設展示エリア / 主催：「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会
URL：http://dialoguekyoto.com

伝統的なものづくりが息づく京都。
「けずる音」「たたく音」「みがく音」、一度、京都の街に出てみると、たく
さんのものづくりの音を耳にします。一体どんな人がどんな工房で、どん
な風に何を作っているのでしょう？「職人たちのマーチ」では、若手を中
心とした職人たちの実演と作品の展示を行います。普段使っている道具や
材料を展示し、そのブースの中で制作を行う職人たちの手仕事を目の前で
見ることができます。永く引き継がれた職人たちの手技は、今も新たな作
り手へと受け継がれています。春の息吹を感じるこの季節に、職人たちの
確かな歩を確かめにきてください。

職人たちのマーチ -March of Craftsmen-

会期：2022年3月19日[土]-3月31日[木]（休館：3月28日[月]）
 9：00～17：00（入館は16：30まで）
会場：企画展示室 / 入場：無料
主催：京都伝統産業ミュージアム（株式会社京都産業振興センター）

前田 剛志（京小紋）/ 田中 栄人（京友禅）/ 室井 麻衣子（京七宝）/ 
田辺 桂（京焼・清水焼）/ 清水 幹子（京焼・清水焼）/ 友田 多紀（京焼・
清水焼）/ 澤野井 生（京仏具）/ 野口 春海（京仏具）/ 西川 穂乃（和
蝋燭）/ 田中 怜奈（和蝋燭）/ 近藤 健史（京菓子）/ 髙木 望（京漆器）
/ 手塚 茜（京漆器）/ 八田 俊（京くみひも）

参加：
職人
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2018年よりスタートした「DIALOGUE」は今回で5回目の開催となります。
ホテル カンラ 京都の客室を展示会場とし、工芸や手仕事の作り手を紹介する
展示販売イベントです。京都を中心に全国から多様な背景を持つ作り手が
集まり、自らのものづくりの想いを来場者に伝えます。

市内各所で開催予定のイベント

Kyoto Crafts Exhibition DIALOGUE
会期：2022年3月9日[水]-3月12日[土]
※9日・10日終日および11日17時までは商談会のため一般の方は入場できません
会場：ホテル カンラ 京都 / 主催：「KYOTO KOUGEI WEEK」実行委員会
入場：一般1,000円（18歳未満無料）
URL：http://dialoguekyoto.com

京都市伝統産業「未来の名匠」と若手職人集団「わかば会」の作品を京都
の玄関口である京都駅ビルに展示！

京都美風 CRAFT T- junction
会期：開催中-3月31日[木]
会場：京都駅ビルインフォメーション前 京都駅ビル2階
入場：無料 / 主催：京都市
URL：https://densan.kyoto/event/event-6914/

ホテル カンラ・BEAMS・D&DEPARTMENTで工芸を楽しめる

※ イベントによって主催者が異なりますので、お問い合わせは各主催者へお願いします

RBTXCO｜アパレル（大阪）/ AIKA CRAFT｜陶芸（京都）/ asada｜漆器（石川）
/ IGUSADESIGN｜い草小物（兵庫）/ FD STYLE｜ライフスタイルプロダクト
（新潟）/ orit.｜播州織ストール（兵庫）/ かさね｜柿渋紙小物・扇子（京都）/ 
我戶幹男商店｜漆器（石川）/ CASTIN‘｜鋳造品（富山）/ 京都竹工房ゆうすい
｜竹工芸（京都）/ ケイコロール｜型友禅（京都）/ GENGORO｜京表具（京都）
/ KENTO HASHIGUCHI｜バッグ（京都）/ 洸春窯｜陶芸（京都）/ 香老舗 松栄
堂｜お香（京都）/ 堺町御門前 平七｜有職織物小物（京都）/ 醒間|SAMASIMA
｜ライフスタイルプロダクト（京都）/ Sansai｜木工インテリア（京都）/ the 
edit｜バッグ・漆プロダクト（京都）/ Sheen Choice Ltd.｜ライフスタイルプロ
ダクト（台湾）/ SHINTO TOWEL｜タオル（大阪）/ sufuto｜西陣織（滋賀）/ 
SOMEA｜革小物（京都）/ 蘇嶐窯｜陶芸（京都）/ takenaka kinsai｜金彩工芸
（京都）/ 龍村美術織物｜西陣織生地・小物（京都）/ 丹波漆プロジェクト｜漆プロ
ダクト（京都）/ 茶和花 京都宇治｜造形フラワー（京都）/ TERAS company｜
刺し子小物（栃木）/ 能登上布 YAMAZAKI NOTOJOFU｜能登上布小物（石川）
/ Bird tale Flower tale｜テキスタイル・雑貨（京都）/ PAGOT｜バッグ・革小物
（兵庫）/ はなもっこ｜時計（石川）/ PARANOMAD｜テキスタイル（京都）/ 
BFC・KYOTO HOUSE｜ライフスタイルプロダクト（上海）/ Hiragana｜アクセ
サリー（京都）/ Aram Hwang Ceramic Studio｜陶芸（韓国）/ /fan/fun｜扇
子（京都）/ filtango フィルタンゴ｜丹後ちりめんストール（京都）/ ふくろや
タオル｜タオル（大阪）/ fujisawa norifumi｜金箔押（京都）/ 文染｜文具（京都）
/ breezyblue｜染色服飾品（東京）/ Bench Work Tatenui｜家具（島根）/ POLS
｜播州織アパレル・小物（兵庫）/ yuki onizuka｜アクセサリー（兵庫）/ 米原
康人｜扇子箔押（京都）/ 楽芸工房｜西陣織（京都）/ LinNe｜鳴物製品（京都）
/ 輪島キリモト｜漆器・木製品（石川）

今年の春のお彼岸は、3月17日～23日までの7日間。それに合わせて、京都
寺町六角にお店を構えて創業330年の数珠専門店「安田念珠店」の念珠
（数珠）をご紹介します。
数珠はもともとインドで生まれ、木の実をつなぎ合わせ、お経を読む回数
を数える道具として使われていました。鎌倉時代頃には弔事の際に作法の
一つとして身につけるものとなり、現在も厄除けやお守りとしての役割も
あります。
そのなかで安田念珠店は、数珠は単なる道具ではなく、想いを“念じて伝える
もの”だとし、「数珠店」ではなく「念珠店」として、創業以来変わらない
製法で一つずつ丁寧に作られています。
今回は、どの宗派でもお使いいただける共用型の略式念珠と、普段身に
つけられるブレスレットを販売するほか、3/12(土)には、安田念珠店より
職人をお招きし、お好きな念珠をお作り頂けるセミオーダーを開催します。
長く使い続けられるものだからこそ、大切に使いたくなる念珠を見つけ
てみてください。

DIALOGUE FRIENDSHIP

■ D&DEPARTMENT KYOTO
 京都　安田念珠店の念珠
会期：開催中-3月21日[月・祝]（定休日：火・水）
 11：00～18：00（最終日は17：00まで）
会場： D&DEPARTMENT KYOTO
入場：無料
URL：https://www.d-department.com/item/DD_EVENT_34613.html

出展者
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「”共生/再生”が前提となる時代の、ものと仕組みのデザインの実践」を主題
に、3Dプリンターの技術を用いた新しいプロダクトやアイデアを体験できる
展示企画です。

①『異彩が描く、ミラクルな未来。』
「異彩を、放て。」をミッションに掲げる社会実験ユニット・ヘラルボニー
副代表の松田氏、京都出身の画家・衣笠氏をゲストにお迎えし、ヘラルボニー
と衣笠氏がともに社会に届けてきた「異彩」についてお話いただきます。
さらに、衣笠氏には京提燈にライブペイントをしていただきます。
URL：https://question-dialogue2022-vol1.peatix.com/

②『BASE ART CAMP』4月開講～働き生きる人のための新しい
芸術学校～
次の時代のビジネスパーソンに向けた実践型ワークショップ「BASE ART 
CAMP」についてのオンライントークイベントです。
URL：https://question-dialogue2022-vol2.peatix.com/■ FabCafe Kyoto

 新工芸舎 solo exhibition『新工芸展（店）』
会期：2022年3月8日[火]-3月26日[土]（定休日：日・月）
 11：00～19：00
会場： FabCafe Kyoto
入場：無料
URL：https://fabcafe.com/jp/events/kyoto/2203_shinkogei-ten

Community  Store  TO SEEに関わりのある作家やブランドなどを集めた
合同展として開催している“Circle”。今回は兵庫県を拠点とする2つのブラ
ンド『le fleuve』と『SENREI』をポップアップスタイルでご紹介します。
オーガニック農家に育った作り手が厳選した良質な食材の長所を引き出し
ながら、伝統的な技法と独自のアイデアをミックスして、斬新で美しい手
作りのショコラや焼菓子を生み出す『le fleuve』、300年以上の歴史を持つ
「仙霊茶」を、自然栽培や無農薬にこだわり、茶畑をとりまく季節のうつろい
を感じられるようなお茶を提案する『SENREI』。ホワイトデーギフトにも
ぴったりなスイーツとお茶が揃います。
またコーヒースタンドではコラボレーションした特別なセットをご用意。
初めましての方もファンの方も楽しめるポップアップとなっています。

「アート」「デザイン」「工芸」などさまざまな分野のゲストをお招きし、
オンライントークイベントを開催します。

京都府が認定する若手職人「京もの認定工芸士」が、1つのテーマを
もって製作した作品を発表します。今回のテーマは「本」。モノとして
の本、物語としての本、思い出としての本…。多様な視点から表現
された作品たち約50点が一堂に会します。

歴史ある京都の街や日本にちなんだスペシャルアイテムなど、ここでしか
買えないアイテムを取り揃えるショップでとしてオススメします。

■ Community Store TO SEE
 CIRCLE feat. le fleuve, SENREI
会期：2022年3月5日[土]-3月13日[日]（定休日：火）
 11：00～19：00
会場： Community Store TO SEE
入場：無料
URL：http://t-o-s-e-e.jp/

会期：①2022年3月10日[木] 14：00～15：30
 ② 3月11日[金] 16：00～18：00
会場： QUESTION
参加：無料
URL：https://question.kyoto-shinkin.co.jp

時間：11：00～20：00（不定休）
会場：ビームス ジャパン 京都（新風館）
URL：https://www.beams.co.jp/shop/jk/

■ QUESTION
 トークイベント

■ ビームス ジャパン 京都
会期：開催中-3月14日[月]
 10：00～19：00（金・土は20：00まで）
会場：堀川新文化ビルヂング
入場：無料
URL：https://horikawa-shinbunkabldg.jp/#event-area

■ 堀川新文化ビルヂング
 工芸×本 ～京もの認定工芸士 作品展～
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取材依頼、画像貸し出し、ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。本リリースに関するお問い合わせ　▷
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「CRAFT POINT KYOTO」でご紹介する工房での体験については、京都伝統産業
ミュージアムの「京都工房コンシェルジュ」（https://www.kyotoartisans.jp /）
にて受付します!
普段は一般に公開されていない工房を中心に、実際の制作風景をじっくり
見学いただくことで、普段感じることのできない京都の奥深い魅力を感じる
ことができる体験メニューを幅広くご用意。ぜひこの期間中に体験してみて
ください。

〒606- 8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1
京都市勧業館みやこめっせ 地下1階
開館時間：9:00～17:00（入場は16:30まで）
入場：無料 / 休館日：3月28日[月]
TEL ：075-762-2670 | FAX：075-751-1692
Mail：mocad@miyakomesse.jp

｜アクセス｜
○東山駅から=地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約8分
○京都駅から= 5系統「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車 /
  206系統「東山二条・岡崎公園口」下車
○四条京阪から=46系統「岡崎公園 口ームシアター京都・みやこめっせ前」
   下車 / 31、201、203系統「東山二条・岡崎公園口」下車 
○ 四条河原町から=5系統「岡崎公園美術館・平安神宮前」下車/32、46系統
    「岡崎公園ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車/ 
     31、201、203系統「東山二条・岡崎公園口」下車

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応について
・マスク着用やアルコール消毒などにご協力ください。
・当日の体調にご配慮いただき、咳や発熱など体調に不安がある方はは参加をご遠慮いただきますよう、お願いいたします。 
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により開催方法等を変更する場合もございますので、ご了承ください。

京都伝統産業ミュージアム　担当：仲川、山﨑

〒606-8343 京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9-1
京都市勧業館みやこめっせ地下1階

○ Tel：075-762-2670 | ○ FAX：075-751-1692
○ Mail：press@miyakomesse.jp｜○ URL：https://kmtc.jp

本件に関するメディア関係者からのお問合せ先

お問い合わせ窓口：京都伝統産業ミュージアム（ 担当：佐藤・大江）
  TEL：075-762-2670
 WEB：https: //www.kyotoartisans.jp

｜アクセスMAP｜

株式会社京都産業振興センターのプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/77909

体験やオープンファクトリーは京都伝統産業ミュージアムの「京都工房コンシェルジュ」が担当


