
アクティブGでは9月14日(土)～16日(月・祝)の3日間、全国から188組のクラフト作家

が集結する、「18th GIFUクラフトフェア」を開催いたします。昨年は3日間で11万人以

上が来場し、JR岐阜駅を中心とした地域に賑わいが生まれた「GIFUクラフトフェア」。

18回目の今年は『MEETS! ものづくり～岐阜の手仕事に出会う～』をテーマに、出店

するクラフト作家の作品が購入できるだけではなく、3日間で23種類のワークショップ

も開催し、様々なかたちで「ものづくり」に出会える場を提供します。また、岐阜県の

伝統工芸に触れることができるワークショップと職人による技の実演で、岐阜で培わ

れたものづくりの魅力も体感していただけます。さらに、岐阜の秋の味覚「栗きんと

ん」を作るワークショップや、県内のパン屋が総勢11店舗以上出店する「岐阜のパン

マルシェ」など、岐阜の食に関するイベントも実施します。

ＧＩＦＵクラフトフェアに来場して、「ものづくり」や「岐阜の手仕事」との様々な出会いを

お楽しみください。

188組のクラフト作家が全国から集結！！

MEETS!ものづくり～岐阜の手仕事に出会う～

「18th GIFUクラフトフェア」
今年は岐阜県の伝統工芸が体験できるワークショップや

職人による技の実演も！岐阜のものづくりに出会える3日間！
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【開催概要】
日 時： 2019年9月14日(土)、15 日(日)、16日(月・祝)10:00～19:00
場 所： アクティブＧ、岐阜シティ・タワー43、JR岐阜駅
入場料： 無料
主 催： アクティブＧ、岐阜シティ・タワー43 
共 催： JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会
後 援： 岐阜県、岐阜市、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、JR東海

岐阜新聞社 岐阜放送、中日新聞社
詳 細： ＧＩＦＵクラフトフェア公式WEBサイト http://gifu-craftfair.com
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アクティブG、岐阜シティ・タワー４３、JR岐阜駅の会場には全国から188組のクラフト作家が出店し、
手作りの作品を販売します。出店ジャンルは、木工・陶芸・金工・アクセサリー・雑貨などバラエ
ティー豊か。ワークショップや制作実演を実施するブースも多数あり、直接作家から作品に込めら
れた思いや、こだわりを聞くこともできます。
会場を巡ってクラフト作家や作品との出会いをお楽しみください。

※作品イメージ

MEETS! ものづくり①：188組のクラフト作家・作品に出会う

http://gifu-craftfair.com/
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飛騨の森ククサ作り（山岳工房）
日 時：9月14日(土)10:00、13:00、16:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：5,000円
定 員：各回6名 WEBサイトから要予約

MEETS! ものづくり②：岐阜の伝統工芸に出会う

豊かな自然に恵まれた岐阜県で培われた伝統工芸の内、「飛騨の木工」 「関の刃物」「岐阜和
傘」「美濃和紙」「美濃焼タイル」を気軽に体験できる15種類のワークショップを実施。また、女性
岐阜和傘職人や日本刀づくりの職人による技の実演も。岐阜の伝統工芸の魅力に出会えます。

【飛騨の木工】
飛騨地方では約1,300年前から「飛騨の匠」と呼ばれる優れた木工技術を持つ名工が造都や寺院を建立して
いました。今でも多くの木工職人が集まる飛騨地方の、匠の技を体験できる多様なワークショップを5組の職人
が実施します。

【関の刃物】
関でつくられた彫刻刀や針を使った新しいアート
のワークショップと、日本刀作りの職人による実演
を実施。関の刃物の新旧が感じられます。

【岐阜和傘】

緻密な和傘を一人で作り上げる女性職人の糸か
がり実演や本格的な和傘作り体験など、岐阜和傘
の美しさと職人技に触れられます。

【美濃和紙】
美しく強靭で、1,300年持つと言われる美濃和紙。

美濃和紙を身近に感じられる、美濃手漉き和紙職
人による3種類のワークショップを実施します。

【美濃焼タイル】

「美濃焼」の伝統と技が根づく多治見市で大正時
代に生産が開始された美濃焼タイルの魅力を再
発見できる気軽なワークショップを実施します。

研師と鞘師の実演
（関市刀剣研磨外装技術保存会）
日 時：9月15日(日)・16日(月・祝)10:00～17:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場

「シャインカービング」ディスプレイ彫刻体験
（義春刃物）
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)10:00～19:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：1,000円
※予約不要、随時参加

「オリジナルコースター・鍋敷き作り」
（藤垣窯業）
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)10:00～19:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：各1,000円
※予約不要、随時参加

座編みスツール作り（飛騨職人生活）
日 時：9月16日(月・祝)10:00、13:00、16:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：15,000円
定 員：各回4～6名 WEBサイトから要予約

ままごとの包丁と野菜のおもちゃ作り（rurumade）
日 時：9月14日(土)10:00～19:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：1,000円
※予約不要、随時参加

※内容は変更の場合がございます ※価格は全て税込です ※その他のワークショップ・詳細はチラシをご確認ください

女性和傘職人による糸かがり実演
（和傘CASA）
日 時：9月14日(土) 13:00～17:00 河合幹子さん

9月16日(月・祝)10:00～12:00 田中美紀さん
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場

手漉き和紙で薔薇作り(松尾友紀さん)
日 時：9月15日(日)10:00～19:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：1,000円
※予約不要、随時参加

和傘職人と一緒に、糸かがり体験
（和傘CASA）
日 時：9月15日(日)13:00～17:30
会 場：アクティブG ２階 特設会場④
参加費：41,000円
定 員：3名WEBサイトから要予約
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アクティブＧ運営室 ：遠藤・山田 ＴＥＬ：058-269-3333 ＦＡＸ:058-269-3334

MEETS! ものづくり③：岐阜の工房・大学に出会う

アクティブG 3階の「studio record」や岐阜市の会員制シェア工房「ツバキラボ」、飛騨市の木工房
とものづくりカフェ・体験型宿泊施設「FabCafe Hida」が多様なワークショップやろくろ体験を実施。
大垣市にある情報科学芸術大学院大学「IAMAS」の産業文化研究センター「RCIC」と小規模林業
や木のある暮らしのデザインを手掛ける「合同会社LOM」による岐阜県産の木を使用したワーク
ショップも。ワークショップに参加して、ものづくりの楽しさに出会えます。

木工旋盤で木のお皿作り（ツバキラボ）
珍しい木工旋盤を使って、15cmの木の板を削り
オリジナルのお皿を作ります。
※30分毎に開催
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)

10:00～16:00
会 場：アクティブG 3階特設会場②
参加費：2,500円
定 員：各回2組 WEBサイトから要予約

飛騨の森のレッスンと広葉樹お箸作り
（株式会社飛騨の森でクマは踊る/FabCafe Hida）
飛騨の森の木で箸を作ることを通じて、森のこと、
木のこと、ものづくりのことが学べます。
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)

11:00、14:00、17:00
会 場：アクティブG 3階アートリビング
参加費：2,000円
定 員：各回4名 WEBサイトから要予約

光る丸太!ログライトを作ろう!
（LOM featured by IAMAS RCIC）
輪切りになった木を、ブロックのように
組み合わせ、ランプを作ります。
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)

11:00、13:00、15:00、17:00
会 場：アクティブG 3階アートリビング
参加費：2,000円
定 員：各回6名 WEBサイトから要予約

気軽にろくろ体験（studio record）
本格的な電動ろくろを体験できます。釉薬を選ん
で焼成することもできます。
※45分毎に開催
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)10:00～17:00
会 場：アクティブG 3階 studio record店舗前
参加費：体験のみ700円 焼成1,000円～
定 員：各回4名 当日受付

岐阜の木でスプーン作り（studio record）
ベビースプーンからカレースプーンまで
好きなスプーンを1本つくります。
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)

10:30、13:30、16:00
会 場：アクティブG 3階特設会場③
参加費：1,700円～
定 員：各回6名 WEBサイトから要予約

陶で作るアクセサリー（studio record）
真っ白な粘土でピアス、イヤリングもしくは
ブローチを制作。後日焼成します。
日 時：9月15日(日)・16日(月・祝)

11:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00

会 場：アクティブG 3階 アートリビング
参加費：1,300円
定 員：各回5名 当日受付

MEETS! ものづくり④：岐阜の食に出会う

恵那地方の名物「栗きんとん」絞り体験や、岐阜県内の美味しいパン屋が11店舗以上集まる「岐
阜のパンマルシェ」など岐阜の食に出会えるイベントも実施。さらに、アクティブＧの各飲食店では
岐阜ならではのオリジナルグルメ「岐阜めし」を提供し、岐阜の10種類以上の地酒と3種類の地
ビールが味わえる「岐阜地酒バル」も開催します。

栗きんとん絞り体験（ちこり村）
日 時：9月16日(月・祝)11:00～16:00※1時間毎に開催
会 場：スクエア43
参加費：1,500円(6個入)
定 員：各回10名当日受付

※内容は変更の場合がございます ※価格は全て税込です ※その他のワークショップ・詳細はチラシをご確認ください

岐阜地酒バル
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)11:00～21:00
会 場：アクティブG 2階ふれあい広場南

岐阜のパンマルシェ
日 時：9月14日(土)～16日(月・祝)

11:00～17:00※売り切れ次第終了

会 場：スクエア43
＜出店店舗＞
CHARLIE’S(アクティブG)(9月14日～16日)
Boulanger ペイザン(関市)(9月14日～16日)
rustico(岐阜市)(9月14日～16日)
JAぎふ(岐阜市)( 9月14日～16日)
Backhaus Blau(瑞穂市)(9月14日・15日)
LE PAIN ARTISAN(本巣郡)(9月14日)
日の丸製パン(羽島市)(9月14日・15日)
VALISE BAGEL(各務原市)(9月15日)
Boulangerie 108 pan (各務原市)(9月15日)
BREAD TABLE(岐阜市)(9月16日)
ワイクニエダ(大垣市)(9月16日)
まるパンばーば(加茂郡)(9月16日)
ブーランジェリーアツ)(郡上市)(9月16日)


