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120組のクラフト作家が岐阜に集結！！

FUN! of ものづくり～岐阜の伝統工芸を知って・学んで・楽しんで～

2年ぶりに「19th GIFUクラフトフェア」開催
岐阜県の伝統工芸を12種のワークショップと実演で体験！
原料の展示や制作工程も学べ、伝統産業の魅力が体感できる
アクティブGでは12月11日(土)・12日(日)の2日間、120組のクラフト作家が集結する、
「19th GIFUクラフトフェア」を2年ぶりに開催いたします。
19回目の今年は『FUN! of ものづくり～岐阜の伝統工芸を知って・学んで・楽しんで
～』をテーマに、出店するクラフト作家の作品との出会いをお楽しみいただくだけでは
なく、2日間で計22種類のワークショップも開催し、さまざまなかたちで「ものづくり」を
お楽しみいただく場をご用意いたします。また、岐阜県の豊かな自然の中で培われた
6つの伝統工芸を体験することができるワークショップと岐阜和傘職人による糸かが
り実演で、匠の技の素晴らしさを学んでいただくこともできます。さらに、県内のパン
屋が総勢10店舗以上出店する「岐阜のパンマルシェ」と岐阜県内の和菓子店が美味
しいおやつを販売する「岐阜のおやつマルシェ」など、岐阜の食の魅力も発信するイ
ベントも開催いたします。ＧＩＦＵクラフトフェアに来場して、岐阜県が誇る伝統工芸や
ものづくりの面白さを存分にお楽しみください。
【開催概要】
日
時： 2021年12月11日(土)、12日(日)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、アスティ岐阜
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
FUN! of ものづくり①：120組のクラフト作家・作品を楽しむ
会場は、アクティブG、岐阜シティ・タワー４３、JR岐阜駅、アスティ岐阜の4か所。全国から120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。商品を購入するだけでなく全国から集まるクラフト作家とふれあ
えるのも魅力です。作品に込められた思いをクラフト作家から直接聞けるのもクラフトフェアならで
はの楽しみ方のひとつです。

※作品イメージ
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FUN! of ものづくり②：岐阜の伝統工芸を知って・学んで・楽しむ
岐阜県の豊かな自然の中で培われた伝統工芸の内、「飛騨の木工」 「関の刃物」「岐阜和傘」「岐
阜提灯」「美濃和紙」「大垣の桝」が体験できる12種類のワークショップと女性岐阜和傘職人によ
る糸かがり実演を実施。美濃和紙の原料となる楮の展示や制作工程の説明など職人の方々が
伝統工芸の歴史や魅力もお伝えします。お子様から大人まで、岐阜県の伝統工芸を知って学ん
でお楽しみいただけます。
【美濃和紙】
美しく強靭で1,300年持つと言われる美
濃和紙。手漉き和紙職人が原料や制
作工程もお伝えいたします。

【飛騨の木工】
飛騨地方では約1,300年前から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。木工職人から飛騨の針葉樹に関する知識
を学びながら飛騨の木に親しむワークショップを開催いたします。

木工職人から教わる
飛騨の木のククサづくり（山岳木工）
日 時：12月11日(土)/12日(日)
10:00、12:00、15:00、17:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場
参加費：4,000円
定 員：各回4名

職人とつくる座編みスツールづくり（calms）
日 時：12月11日(土)/12日(日)
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

【関の刃物】
関市でつくられた彫刻刀を使った新しい彫刻アートや刀匠によ
る日本刀講座で奥深い日本刀の世界を学んでいただけます。

輝く彫刻アート「シャインカービング」
ディスプレイ制作（義春刃物）
日 時： 12月11日(土)/12日(日)10:00～19:00
会 場：アスティ ２階
参加費：1,000円～
※予約不要、随時参加

女性和傘職人による糸かがり実演
（河合幹子さん）
日 時：12月11日(土) 13:00～17:00
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場

【大垣の桝】
大垣市での生産は全国シェアの約8割を
占めるほど。計量器だけではなく、酒器
や縁起物としても利用されています。

刀匠から学ぶ日本刀講座
（刀匠 𠮷田研兼久一門）
日 時： 12月11日(土)/12日(日)11:00、14:00、17:00
会 場：アクティブG ２階特設会場
参加費：20,000円
定 員：各回12名

【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
格的な糸かがり体験など、職人技に触れられます。

美濃手漉き和紙でクリスマスカードを
つくろう(松尾友紀さん)
※1時間毎に開催
日 時：12月11日(土)10:00～17:00
会 場：アスティ ２階
参加費：1,500円
定 員：各回4名

エコ加湿器づくり（大橋量器）
日 時： 12月11日(土)/12日(日)10:00～18:00
会 場：岐阜シティ・タワー43 2階
参加費：500円
※予約不要、随時参加

【岐阜提灯】
岐阜提灯をヒゴ巻きから本格的につくる体験
など、繊細な技を学んでいただけます。

和傘職人と一緒に、岐阜和傘【日傘】糸かがり体験
（河合幹子さん）
日 時：12月12日(日)13:00～17:30
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場南
参加費：48,000円 定 員：3名

伝統の技を学ぶ ヒゴから巻く岐阜提灯づくり
（ジャパンランタン）
日 時：12月11日(土)/12日(日)10:15～16:45
会 場：アクティブG ２階 ふれあい広場南
参加費：10,000円 定 員：2名

※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
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FUN! of ものづくり③：アクティブG店舗による特別なワークショップを楽しむ
今年はアクティブGの店舗もワークショップを開催。南インドカレー専門店「エリックサウス」のカ
レー講座や松栄堂楽器の楽器づくりなど、普段は体験できないワークショップを開催いたします。

エリックサウス総料理長・稲田俊輔氏のカレー講座
日 時：12月11日(土)15:30～17:00
会 場：アクティブG 2階 エリックサウス
参加費：3,000円
定 員：15名

親子でオリジナル楽器をつくろう！
日 時：12月12日(日)10:30～
会 場：アクティブG 3階 松栄堂楽器
参加費：ウクレレ、カリンバ 3,000円
カスタネット2,000円
定 員：各回5組

みつろうエコラップワークショップ
日 時：12月12日(日)11:00～16:00
会 場：アクティブG 3階 SUNDAYs GOOD
参加費：1,000円
定 員：各回4名

FUN! of ものづくり④：岐阜の工房による「ものづくり」を楽しむ
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。
３Dプリンタなど機材を使用したワークショップで本格的なものづくりをお楽しみいただけます。

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。
※45分毎に開催
日 時：12月11日(土)/12日(日)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800円 焼成1,100円～
定 員：各回4名

木の四角いパン皿作り（studio record）
四角の板から丸ノミや電動彫刻刀を使い
パン皿を作ります。
日 時：12月12日(日)10:00、13:00、15:30
会 場：アクティブG 3階 ウッドファクトリー
参加費：3,200円
定 員：各回5名

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：12月12日(日)

木工旋盤でスイーツスタンドづくり（ツバキラボ）
珍しい木工旋盤を使って、12cmの木の板を削り
スイーツスタンドを作ります。
※45分毎に開催

飛騨の広葉樹でつくる「お箸」「アイススプーン」
「バターナイフ」づくり
（株式会社飛騨の森でクマは踊る/FabCafe Hida）
飛騨の森のさまざまな種類の木の中から、あなたに
合った木を見つけて作ってみよう！
日 時：12月11日(土)/12日(日)
お箸づくり以外随時参加
会 場：アクティブG 3階 アートリビング
参加費：800円～
定 員：お箸づくり各回4名

オリジナルリングを作ろう！（KAKKO（E））
3Dプリンタを使って、自分だけのオリジナ
ルリングを作ります。

日 時：12月11日(土)/12日(日)
10:00～16:45
会 場：アクティブG 3階 特設会場
参加費：2,500円
定 員：各回2組

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：1,500円
定 員：各回5名

日 時：12月11日(土)/12日(日)
10:00、11:30、13:30、15:00
16:30、18:00
会 場：アクティブG 3階 アートリビング
参加費：2,100円
定 員：各回2名
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※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

FUN! of ものづくり⑤：岐阜のパンと和菓子を知って・楽しむ
例年好評の岐阜県内のパン屋が集まる「岐阜のパンマルシェ」を今年も開催いたします。
また、4店舗の和菓子店と県内の菓子の魅力を伝えるため岐阜県菓子工業組合が立ち上げた
「岐阜おやつ編集室」による和菓子を中心とした菓子を販売する「岐阜のおやつマルシェ」を初開
催。岐阜県内には美味しいパンや、宝物のような和菓子が沢山あることを知ってお楽しみください。
岐阜のおやつマルシェ
日 時：12月11日(土)/12日(日) 11:00～17:00※売り切れ次第終了
会 場：スクエア43
＜出店店舗＞
亀甲屋本舗／岐阜菓業青年会／玉井屋本舗／菓匠 豊寿庵
−−−−−−−岐阜おやつ編集室が販売−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
金蝶園総本家／新月軒本舗／伊吹堂／関市虎屋／吉野屋／でんすん堂斉秀／長春堂／金木戸屋
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
岐阜のおやつマルシェ
日 時：12月11日(土)/12日(日) 11:00～17:00※売り切れ次第終了
会 場：岐阜シティ・タワー43
＜出店店舗＞
【12月11日(土)】
CHARLIE’S(岐阜)／うずらベーカリー(岐阜)／Epice(岐阜)／Vaguely(瑞穂）
Boulanger ペイザン(関)／まるパンばーば（加茂郡）／日の丸製パン(羽島)
【12/12(日)】
CHARLIE’S(岐阜)／うずらベーカリー(岐阜)／Vaguely(瑞穂）／Backhaus Blau(瑞穂)
VALISE BAGEL(各務原)／LE PAIN ARTISAN(本巣郡)／petit montagne(美濃加茂)

新型コロナウイルス感染症防止の取り組み

■ご来場いただくお客様に安心してイベントをお楽しみいただくため、以下の感染症対策を行っ
ております。
・出入口に検温器、アルコール消毒液を設置いたします。
・出店者、スタッフの検温、体調管理を実施いたします。
・出店者のブース間に間隔を設け、三密が発生しないようにいたします。
・ワークショップ会場やマルシェ会場にて入場を制限する場合がございます。
・ワークショップは飛沫防止パーテションを設置いたします。
・ワークショップは可能な限り事前予約制とし、三密が発生しないようにいたします。
・トイレなど多数の人が触れる場所は、重点的に消毒を実施いたします。
■ご来場の際は感染予防対策にご協力の程よろしくお願いいたします。
・発熱等の体調不良でのご来場はお控えください。
・ご来場の際は手指の消毒、マスク着用にご協力ください。
・ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。
・会場に設置する「岐阜県感染警戒ＱＲシステム」のご登録をお願いいたします。
※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
この資料のお問い合せ先
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アクティブＧ運営室 ：遠藤 ＴＥＬ：058-269-3333 ＦＡＸ:058-269-3334

