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研修所通信研修所通信 〓開設３０周年に向けて〓
発行：石川県立九谷焼技術研修所   


研修生・職員ｵｰﾙｷｬｽﾄです


研修所創立25周年に寄せて


初代所長 石川県副知事 杉本勇寿


 九谷焼技術研修所創立２５周年を心よりお慶び申し  


上げます。            


 研修所は、伝統産業九谷焼の振興と産地の活性化を  


目差す、当時の中田寺井町長、宮本昇一連合会理事長  


ほか、九谷焼業界挙げての熱い要望に応えて、故中西  


知事が建設を決断されたものです。     


 昭和５８年３月のある日、突然知事から研修所をつ  


くれ、と言われた時は、呆然として頭が真っ白になっ  


たことを今も鮮明に思い出します。ただ、知事からの      と言われています。 


「君の思う通りにやってよい、バックアップはするか       研修所に於いても、伝統技術の継承を目差す人、企 


ら」という言葉に励まされ、後はただ、我武者羅に突      業の重要な担い手になる人、デザイナーや作家を志す 


き進んだものでした。                                  人等、多様で、幅広い人材が育っていく場であってほ 


 この間、交友のあった徳田正彦氏(現３代八十吉)、      しいと思います。そして、将来九谷がキラリと光る話 


松本佐一氏、中村錦平氏(現多摩美大名誉教授)等の指      題の産地に発展されることを願ってやみません。 


導助言を受けながら、講師陣の招聘、カリキュラムの       


編成、備品類の調達、募集、入所者選考とめまぐるし       


い１年を過ごしたものです。           研修所通信の発行にあたって
 昭和５９年４月９日、無事第１回の入学式を終えた        


時はまさに虚脱状態で、後は全て職員任せといった日 研修所長　大川昭夫
々が続きました。従って、研修所の歴史は、私の後、       


２代目所長になられた中田敏樹氏ほか歴代の所長によ       研修所では、これまで、ホームページ等を通じて広 


ってつくられたといって過言ではないでしょう。          報・ＰＲ、情報の発信に努めてきたところであります 


 今や創立以来四半世紀を数え、卒業生も６百人を超      が、昭和５９年４月の開設以来２５年目を迎え、産地 


えるとお聞きしますが、近い将来、九谷焼は勿論、日      内外へ多くの卒業生が巣立ち、活躍していること、ま 


本のいや世界の陶芸界をリードする人材が育ってくる      た３０周年という節目も視野に入ってきたことなどを 


ことを切望しています。                 踏まえ、この「研修所通信」の定期的な発行を企画し 


 今、各地の伝統産業は大変厳しい状態におかれてお      ました。 


り、九谷焼業界も例外ではありません。しかし、伝統       発行の意図するところは「研修所卒業生・ＯＢ、業 


産業こそものづくりの原点であり、日本の文化の根源      界向けに、研修所から紙情報を定期的に発信し、所と 


であります。今後の九谷焼の繁栄を願い、また研修所      卒業生・ＯＢ、九谷焼産地・業界間のコミュニケーシ 


の益々の充実、発展を祈念して挨拶といたします。        ョンの円滑化、連携の強化を図る」であります。 


             今後、関係の皆様のご協力を賜りながら、内容の充 


              実に努め、少しでも産地の活性化に有益な情報ツール 


多様で､幅の広い人材の育成を             となるよう努力して参りたいと考えておりますので、 


◇◇産地外応援団から◇◇      応援いただきますようお願いいたします。 


(株)コボ代表取締役社長 山村真一


 雪に覆われた美しい九谷焼技術研修所を訪れ、もう  


２４年の月日が流れました。九谷を訪れ元気に活躍す  


る卒業生に会うたびに、研修所が人材育成に果たして  


きた役割の大切さを痛感します。    


 今、日本の伝統産業に関わる産地は、大変厳しい時  


代に入っています。しかし、多くの産地の中でキラリ  


と光る元気な企業が見え隠れしていて、そこには次世  


代を担う素晴らしい人材が育ってきており、この人た  


ちが牽引力となり、産地の活性化が始まっています。  


 このことからも人材育成の大切さを思い知らされま 


【平成２１年度研修生募集中！】


 研修所では、21年度の研修生を募集しています。 


 あなたの周りに関心のある方がおられましたら、


是非一声をかけていただくようお願いします。 


   コース区分          募集受付期間 


 本 科(２年制）  平成21年１月９日～１月30日


 研究科(１年制）  〃  20年11月28日～12月19日


 実習科(週１日）  〃  21年１月23日～２月６日


※ 詳細は研修所までご連絡ください。
すが、今この人材育成のキーワードは「多様な人材」 


NO. 1NO. 1
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「九谷焼のＤＮ Ａを後世に」 　その後、デザインセンターの選定カタログに載せて 


              いただいたことがきっかけで、少しづつ取引が拡がり 
第１期生　錦山窯　吉田幸央さん            自宅では手狭になったため、レンタル工房（九谷焼技 


。たしまし居入に）房工援支立自者術


 当時、私はまだ大学を卒業したばかりの23才の若者　　　  ここは全国的に注目されていて、こちらから営業活


でした。研修所設立当初の、自由で開放的な空気に溢      動をしなくても問屋さんやバイヤーさん、ショップ経 


れていた時代です。九谷焼を家業とする家に生まれた      営者の方などが多く訪れて取引も生まれます。 


にも関わらず、大嫌いだった九谷焼にアーティスティ       様々な業者の方が「何か新しいもの」をと求めて来 


ックな気分を持ち込もうと、色々なことを好き放題さ      るので、時には自分の技術や知識では対応できないこ 


せていただきました。そして、卒業する年に初めて出      ともありますが、その時は研修所の先生方がアドバイ 


品したコンペティションで受賞しました。このことは      スをしてくださるので、本当に恵まれた環境にあると 


私の人生に今でも大きな影響を与えています。            思います。 


 それから時代は変わり、世の中も随分変化していく       そんな利点を活かしつつ、日々の仕事を誠実にこな 


中で、当時あんなにも毛嫌いしていた、九谷焼のオリ      して、一人前の作家としての自信につなげていきたい 


ジナリティーにようやく気付いたのです。               と思っています。 


 現在は、九谷焼の魅力はこの土地独自の技法と意匠 


だと考えています。そして今、私はそのような消滅し   


つつある九谷焼のＤＮＡを活用し、後世に伝えていく            「形があって、絵付けがある」
ため、様々なプロジェクトに参加しています。             


 九谷焼には極めて独創的な技法や意匠がまだ多く残               第１７期生　織田　光恵さん
っているのです。この研修所から九谷焼のＤＮＡを持  


つ若者が生まれ、これからの新しい九谷焼の礎となっ        私は研修所の本科コースを2003年３月に卒業しまし


ていくこと、それが第１期生としての私の願いです。      た。その後、加賀市の九谷焼の窯元で３年間勤務し、 


              現在は、金沢卯辰山工芸工房で制作に励んでいます。 


       窯元で勤務した３年間に、私の絵付けの基礎を作る


「レンタル工房の環境を活かして」         ことができました。また金沢卯辰山工芸工房では「形 


              と加飾のバランス」をテーマとして、２年半制作して 


第１２期生　今村　公恵さん               きました。そして、形があって、次に絵付けがあると 


      いう認識が深まり、形の大切さを改めて知りました。


  私は、研修所で３年間学んだ後、佐野の九谷焼卸問       そうした思いもあって今年度、研修所のデザイン支 


屋に就職しました。そこでは、自社工房で絵付けをし      援事業に参加し、伊藤慶二、山村真一先生のアドバイ 


たオリジナル商品を造っていて、約３年間、その「絵      スをいただきながら形と絵付けの関係について勉強し 


付け場」で働きました。                                ています。 


 結婚を機に退社し、２年間ほど自宅で絵付けの下請       将来は、作品制作と商品製作のバランスをとりなが 


けをしていたのですが、次第に絵付けだけでは物足り      ら、九谷焼の特長を生かし、私らしい作品の制作をし 


なくなり、土からの成作を再開しました。                ていきたいと考えています。 


開設以来の基礎･専門､本科･研究科卒業生の進路(H20年3月末現在)
  ※ 図以外に実習科ｺｰｽ(週１回)の卒業生が累計294名 


元気ですか？　卒業生・OBの皆さん！
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H20 年 9 月開催の九谷焼産地大見本市から


【伊野連合会理事長に聞く】 組合と卒業生が初めてｼﾞｮｲﾝﾄ企画を実施


 研修所が初めて機関紙を発行されるにあたり、九谷  


焼業界を代表して一言申し上げます。                


（産地の現状・組合の取り組み）
 さて、九谷焼業界は未だ不況の底が見えない状況の  


中、早急な業界活性化への努力が求められており、連  


合会は業界全体を統括する組織として、総合的な立場  


から九谷焼業界の発展と振興に寄与するため、見本市  


・展示会の開催、講演会・講習会の開催、後継者の育  


成、かわら版の発行、伝統工芸士の認定、陶磁器の安  


全の確保、商標の管理、関係機関との連携・協力等、             


【産地企業「卒業生を語る」】多くの事業を実施しています。      


（組合の重点方針） (有)沢田商店 代表取締役 沢田 修さん
 平成２１年８月より、陶磁器の安全基準が厳しくな       


ります。新耐酸絵の具で温度管理をしっかりすれば大       我社は、全国の百貨店、小売店向けに九谷焼を販売 


丈夫との結論も得ていますが、これを機会に無鉛絵の      している商社です。これまでに10名の研修所卒業生を


具の使用をお勧めいたします。一人一人が安全に対す      受入れ、うち現在作陶活動を続けている人は５名、他 


る意識をしっかり持ち、九谷は安全であると認めてい      は家業を継いだり、陶芸教室を開いたりしています。 


ただける、鉛害のない安全な食器を作っていただくよ      また３～５年の就業後、研修所のレンタル工房でお世 


うお願いします。                       話になっている人が４人います。  


 また、本年は、伝統工芸士会が中心となりスタート       企業として研修所に要望することは、専門分野を持 


している九谷焼技術向上研修や九谷焼産地商標・表示      った即戦力の卒業生を送出して欲しいことです。     


問題に精力的に取り組んでいるところであります。          我々企業の使命は、業界の造り手と消費地とのパイ 


（研修所卒業生に期待すること）            プ役、プロデューサー役であり、造り手を如何にアピ 


 研修所も本年で２５年目、多くの方々が卒業されて      ールし、消費地に露出するかが重要と考えています。 


おりますが、在学生も含め皆さんには、九谷焼の担い       消費地の売場には九谷焼が少ないのが現状です。他 


手として、しっかり目標をもってその分野の達人にな      産地にも増して造り手の努力、また企業の企画力が必 


っていただきたいと思っています。                      要であり、研修所と企業がタッグを組んで、九谷焼を 


 もう一つ皆様にお願いがあります。産地の組合事業      世に広めて行くようにしなければ、九谷焼の将来はな 


に是非ご理解願い、また組合に加入いただいて、私達      いのではないかと感じています。 


とともに、幾多の先達が築いてきた九谷焼の継承・発       


展に尽力されることを大いに期待したいと思います。       


妙泉陶房  山本 長左さん（研修所講師）
【産地の主な組合を紹介します】 　現在、九谷焼を取り巻く社会状況は、大変厳しくな


                 (Ｈ20年 6月現在)    っています。しかし、その中で「キラッ」と光る個性


で注目を集め、着実にファンを作って活躍している企 


業・人がいます。売れる人・売れない人、どこが違う 


  産地には下表の主な組合以外にも、カタログ組合、


九谷焼技術保存会、九谷焼伝統工芸士会などの組合・


団体が活動しています。                 のでしょう。長年、卒業生を応援している一人として 


協同組合名称    理事長 組合員


 石川県九谷陶磁器商工業 


(協)連合会 


 伊野 正満 ６組合


 石川県陶磁器商工業(協) 


 寺井町九谷上絵(協） 


 石川県九谷窯元工業(協) 


 宮本  繁 


 太田 昭一 


 秋田外喜雄 


 101名


  85名


  26名


     皆さんと一緒に考えて、業界を活性化して行きたいと 


     思っております。 


      先ず、私から一言発言・問題提起をさせていただき 


     たいと思います。研修所で技術を学び、企業でより高 


     度な技を習得します。そして自分の好きなものを作る 


     それだけで売れるのでしょうか。 


　私は「売れる基本」は「お客様が欲しがるもの」  


     「必要なもの」を作ることだと思っております。    


     自分のターゲットとする顧客層が、今どういうものを 
 


 


 


 小松九谷工業(協) 


 金沢九谷振興(協) 


 加賀市九谷陶磁器(協) 


 山中 国盛 


 鏑木 基由 


 山本  孝 


  42名


  27名


  31名


     欲しがっているか、自分のファンをどうして作り、ど 


     う要望に応えていくか、考えることがたくさんあるよ 


     うに思います。皆さんの意見を聞かせてください。   


九谷焼産地・企業は卒業生に期待しています
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九谷焼産地の振興に向けて
＜石川県伝統産業振興室＞ ◇◇シリーズ お隣･近所さん◇◇


技術主任　佐久間　忍さん（第３期生） 
 伝統産業を取り巻く環境が厳しい中で、各産地では       


積極的に商品開発、販路開拓を行ってきましたが、今       研修所斜め向いにある、九谷焼陶芸館は陶芸村の体 


年度から新たな取組みとして、中長期（概ね３年間）      験施設です。ここを訪れる様々な人達に、土に触れ、 


にわたり将来のライフスタイルを研究し、売れるもの      絵を付け、焼き上げなどの技法を体験していただきま 


づくりを行い、新たな販路開拓をしていく産地のグル      す。利用のされ方は、保育園児、小・中・高校生の体 


ープを支援する「伝統産業新商品研究開発事業費補助      験学習、観光客に向けた１日体験講座、趣味として、 


金・新ライフスタイル研究事業」を創設しました。        やきものを続けていきたいという方むけの陶芸教室な 


 初年度は九谷焼産地において募集を行い、事業者11      どです。 


社で構成される「九谷塾」（代表：吉田幸央氏）を採       中には、趣味を通り超して、研修所へ入り直して、 


択しました。研究会は８月からスタートし、１カ月に      プロを目指す人もいます。研修生の皆さんには、登り 


１回のペースで続けており、今後のポイントとなるテ      窯の焼成に参加していただいたり、ジュニア陶芸サー 


ーマとして、エコロジー・安全安心、キッズ＆シルバ      クルの講師として、活躍していただいています。年間 


ー、インテリア、ブランドなど各分野について著名な     およそ１万人の利用者があります 


講師を招き、講演を聴くとともに、ディスカッション    寺井小学校５年生の陶芸教室の一コマ


を行っています。【３回までの講師】                  


    ㈱コボ       ボブ・スリーヴァ氏 


        ㈱ＩＮＡＸ総合技術研究所 宮脇伸歩氏 


        東京造形大学教授     益田文和氏 


 今後は、こうした研究の積み重ねの中から、商品企   


画等を具体化し、各界の専門家の助けを借りながら、 


商品開発、販路開拓を展開していく計画です。 


第３回研究会のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ風景


陶磁器の溶出基準が変わります
＜九谷焼技術センターからのお知らせ＞ 


       食品衛生法の鉛・カドミウム溶出基準等の改正が告


     示され、平成２１年８月１日からは新規格に適合しな


     ければなりません。九谷焼技術センターでは溶出鉛等


      の依頼試験や技術相談を行っておりますので、どうぞ


      お気軽にお尋ね下さい。（☎0761 -47-3631） 


 県伝統産業振興室では、このほかにもチャレンジす          新規格(陶磁器製の器具または包装容器)


鉛 ｶﾄﾞﾐ


液体を満たすことのできない試料又は液体を満  ８　0.7


たしたときにその深さが2.5㎝未満である試料 （単位:μg/c㎡）


容量1.1ℓ未満 ２  0.5


容量1.1ℓ以上
3ℓ未満


１ 0.25


加熱調理用


器具以外の


もの


容量3ℓ以上 0.5 0.25


る事業者の専門家活用や商品開発、見本市出展等販路    


開拓などをカバーする支援メニューを用意しており、    


また「いしかわ産業化資源活用推進ファンド」や国の    


支援メニュー等の紹介も行っていますので、お気軽に    


ご相談ください。               


  また、こうしたメニューについてのメール配信サー   


ビスをご希望の方は伝統産業振興室（076-225-1526）    


や九谷焼技術研修所にご連絡ください。               


液体を満たしたと


きにその深さが


2.5㎝以上である


試料


（単位:μg/mℓ） 加熱調理用器具 0.5 0.05


「研修所通信ＮＯ.１」
     発行：平成２０年１２月 
     編集：石川県立九谷焼技術研修所
             能美市泉台町南２番地         
         ＴＥＬ 0761-57-3340                   
         ＦＡＸ 0761-57-3342                   


http://www.pref.ishikawa.jp/kutanike/  
     印刷：鵜川印刷株式会社    


【編集後記】 
 当初のイメージでは、やわらかい感じの「通信」を
 考えていましたが、第１号という緊張感から、カタ
 メの雰囲気になってしまい、次号の宿題となりまし
 た。それはそれとして大事なことは、これを継続し
 ていくことにあり、その中で、多くの方々に、それ
 ぞれの思いなどを発信していただき、結果として産
 地のコミュニケーションツールに育っていけばいい
 かなと思っています。皆さん、応援してください。 


区　　　分


能美市九谷焼陶芸館はこんなとこ能美市九谷焼陶芸館はこんなとこ





