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10:00〜17:00
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招き猫グッズ店頭販売 小川・鐘忠・山惣・丸一国府・さかえ・せともんや
オーダーねこアクセサリー作り 中国雑貨 華蔵 10：30〜18：00 （有料）
ガラス作家による招き猫展 ギャラリー蔵遊前 9/21（火）〜26（日）
立体ぬり絵体験コーナー （先着100名：無料） 26（日）のみ 10：00〜
素焼きの立体招き猫に絵の具で彩色します。
インドネシアの木彫り猫展 Karera 11:00〜18:00

2

手づくり楽市「あなたのハートをねこじゃらし」 南側自由通路 10：00〜17：00
手づくり作家による展示販売市 ※まねき猫モナカの販売もあり 10:30〜（限定数）
瀬戸みやげ推奨品（陶磁器等）の販売 南側自由通路 10：00〜17：00
バルーンアートで猫になりきるニャー 南側自由通路 ①11:00〜 ②14:00〜
招き猫まつり バーチャル写真館 1階 ①10:00〜12:00 ②13:00〜16:00

文化センター

10：00〜17：00

※一部を除く

A 1

100人展アートマーケット 3階 100人展出展作家による招き猫アートマーケット

ねこの先生 河村目呂二展 2階 伝説の猫マニアにして、日本初の招き猫蒐
集家。不世出のマルチアーティスト目呂二の魅力あふれる人物像に迫ります。
日本招猫倶楽部会員による招き猫楽市 文化ホールロビー
愛知県陶磁器技能士会招き猫展 1階 招き猫の展示販売及び絵付け体験（300円、プレゼント付）
瀬戸石膏型協同組合ガラス研究会・瀬戸原型陶彫会招き猫作品展 １階
岐阜県陶磁器デザイナー協会会員による招き猫展 １階
TOKONAME招福猫舎「常滑の招き猫展」 １階
栃木県益子で活躍する作家のキャットアート展 1階
ポタリングキャット 町田則一と山口恵子の世界 1階
ウッドール・小嶋伸「猫町の世界」DVD原作展 1階
ふれあいオープンステージ 市民広場 10：30〜15：00 文化協会会員による和・洋の生音楽でおもてなし
移動販売車登場！ 文化ホール前

品野陶磁器センター
ねこ・猫・ネコ大集合

深川神社

瀬戸蔵より車で10分 9:00〜17:00

9/18（土）〜10/4（月）

なの
道の駅 瀬 戸し
！！
3月末OPEN

9：30〜16：30

福招き猫みくじ かわいい招き猫みくじで運だめし！（200円）
招き猫ちんすこう彩々 （限定100個：525円）
招き猫供養祭 9/29（水）9:29〜 先着29名様に「招き猫」プレゼント！
壊れてしまった招き猫を供養します。9/29（水）にお持ちください。

26日

ねこまねきプリン販売 （各日限定100食：350円）
※持ち帰りのみ 場所：エリカ洋菓子宮前店（深川神社参道）

招き猫ミュージアム

問合わせ先

2

パルティせと

▼

D 2 3

招き猫神社 願い事が叶いますように！
招き猫フラッグコンクール 9/16（木）〜10/17（日）
（10/2にグランプリ作品発表）
招き猫ウィンドギャラリー 道泉小３年生による招き猫立体ぬり絵のギャラリー
企画展「アンドウ ムイ個展」 かわらばん家 9/17（金）〜27（月）
10：00〜18：00 ※水曜定休日
招き猫と雑貨の販売 丸窯製陶所 10：00〜18：00
陶製招き猫販売 丸靖製陶所
「太陽とまねき猫」展 ギャラリー太陽 10：30〜19：00
※開運大吉まねき猫モナカの販売もあり 10:30〜（限定数）
どら猫市 地元でない作家さんの展示・販売
銀座招き猫手づくり市
中川こうじ「ぼくと猫の物語」原田佐登美「世界の猫施設」写真展+ねこ助けバザー 古民家久米邸
陶製、和紙製の創作猫グッズの展示販売 古民家久米邸
オリジナル猫スウィーツ（限定数：有料）＆猫カフェグッズ販売 古民家久米邸
Taka Fukuyama&蔵人&早川敦子「猫写真展」 ギャラリー太陽となり
まちなか工房企画による招き猫立体ぬり絵体験コーナー まちなか工房（有料）
新店舗オープン！「ギャラリーもゆ moyu」オープニングイベント
招き猫絵付体験 （各日先着30名：無料）
ベロタクシーの運行 ベロタクシー2台が会場周辺を周遊いたします。
（有料）

中央通商店街

回

※一部を除く

15

25土

いきものてん＠ねこ祭 vol. 2 きもかわいい？
場所：ギャラリーくれい（ノベルティ・こども創造館から徒歩3分）
9/18（土）〜10/18（月）土・日・月祝日営業 11：00〜16：00
10：00〜17：00

9月

0

「ノベテクたいけん工房」は招き猫づくし （限定数：有料）
楽しく土遊び ①13：15〜 ②15：15〜
ノベルティ体験 ①13：15〜 ②15：15〜 上絵付体験 14：30〜

銀座通り商店街

第

ノベルティ・こども創造館

10：00〜17：00

F 3

特別企画展「吾輩堂書店〜招き猫のブックデザイン〜」
（有料/通常の半額）
招き猫にまつわるブックコレクション数百点を展示します。
日本招猫倶楽部 限定復刻招き猫の販売 （限定数）
「三河大浜土人形」展 三代目裲宜田 徹の作品展
有田ひろみ、ちゃぼ＆松風直美の「ネコマチ商店街」
レトロな猫の商店街にいらっしゃい♪ おもだか屋ギャラリー
天野千恵美個展「猫の居場所」 薬師窯ギャラリー
みんなのオアシス（お休み＆お楽しみ処）食べて飲んで遊ぼうにゃん！
お茶の振舞いのある無料休憩スペースや
復刻招き猫
猫のゲーム、ねこのりもの展示体験など 河村目呂二作「芸者招き」
瀬戸市まるっとミュージアム・
観光協会
9月29日（くるふく）は来る福招き猫の日
TEL 0561-85-2730
見る

買う

参加

飲食

A スタンプラリー 1 最寄りの
札所

バス停番号 ※詳しくは裏面

招き猫に変身
メイク

招き猫メイクにチャレンジ！ （無料） 10:00〜16:00
場所：全6ヶ所（裏面地図参照）メイクブースの隣に猫耳の販売もあるよ！
招き猫シールを貼ろう！ （限定数：無料） 瀬戸蔵1階、文化センター ①10:00〜 ②13:00〜
招き猫変身グッズ販売 銀座通り商店街、各メイクブース横

B 5

瀬戸蔵 10：00〜17：00
第12回平成の招き猫100人展 4階

日本全国の様々なジャンルのアーチストによる創作招き猫展
「平成の招き猫100人展」歴代の大賞受賞作家の個展 4階
もりわじん個展「招き寝子・あんみん」 宮前孝之個展「猫とのリフレッシュ」
大賞作家グループ展（小澤康麿・佐山泰弘・渡辺志野・水野教雄・吉田一也・櫻井魔己子）
瀬戸陶芸協会「招き猫展」 ４階
瀬戸蔵セラミックプラザの招き猫まつり 1階 10：00〜18：00
第8回せともの猫101匹展 1階 10：00〜18：00
瀬戸みやげ推奨品（食品）の販売 １階
まねきねこ上絵付体験 １階 10：00〜16：00（1,000円）
倶楽歩杜の品野招き猫作陶体験 1階 10：00〜16：00（1,000円）
招き猫手びねり体験 2階 10：00〜16：00（1,000円）
瀬戸蔵ミュージアム

2階

9：00〜18：00 （入館有料）

福招き猫うちわ作り 13:00〜15:00（各日先着20名 無料）
招き猫クイズ 招き猫を探してクイズをとこう！正解者の中から抽選で景品プレゼント！
やきもの招き猫 地上絵
茶碗や人形でできた大きな招き猫の地上絵
8/7（土）〜9/30（木）

ニャンニャンステージ
25（土）
ネコメイクショー（プロ部門）、
なりきりパフォーマンス、瀬
戸っ子舞遊、ディスコニャーゴ

瀬戸蔵屋外広場

13:00〜17:00

26（日）
招き猫ブース（整理券配布 11：00〜、14：00〜）
ネコメイクショー（ 一 般 部 占い、グッズ、簡単ヘアアレンジ
門）、なりきりパフォーマンス、 ＋ネイル＋写真撮影（500円）
せと招き猫まつりソング大賞 協力：美容あいち瀬戸支部

招き猫特番!!!ラジオサンキューFM84.5 生中継

10：00〜17：00

せと末広商店街

10：00〜17：00

G 3 5

neco-noco ichiねこのこ市 加藤電器商会 11：00〜15：00
ねこをモチーフにした手作り雑貨・ナチュラル服・バッグ・レース編みなどの販売
楽ペン上絵付体験 双葉屋前（200円） 陶器に楽ペンで絵付け。15分で焼けて持ち帰れます。
末広茶店 松千代館 25（土）のみ10：30〜
おいしい猫最中とお茶でひと休みしませんか？（限定100食：有料）
猫グッズ店頭販売「万福猫舎」 ギャラリーピーコック
手づくり楽市「あなたのハートをねこじゃらし」 宮川モール
手づくり作家による展示販売市。※まねき猫モナカの販売もあり 10:30〜（限定数）
招き猫（素焼）似顔絵 松千代館前（有料） 素焼の招き猫にあなたの似顔絵を描きます。
招き猫立体ちぎり絵体験コーナー （限定数：無料） 松千代館前 9/26（日）
素焼きの立体招き猫に和紙で彩色します。
稲田 敦の「いかがかニャー」展 らくちん（案内処・集い処） 10：00〜18：00
瀬戸ジャパンワークショップ らくちん（案内処・集い処）
・猫リナ（猫型オカリナ）の絵付体験（有料）
・瀬戸ビール＋瀬戸焼ビアカップの販売（購入者は本格窯焼き猫型ピザプレゼント）

新世紀工芸館

10:00〜18:00

火曜日、10月4日午前休館

C 3 5

か み

まいけるからわた個展「猫神さんは見てはる」 展示棟2階 9/25（土）〜27（月）
2009年日本招き猫大賞のまいけるからわたによる個展。日本古来の仏像美術や鎧兜な
どに漫画やフィギュアなどのサブカルチャーが絶妙に融合した、独自の世界を展開する。
セラミックアート招き猫展 展示棟1階 9/25（土）〜27（月）
河村目呂二の幻の作品「接吻」をやきもので表現
第11回瀬戸の陶芸家23名による招き猫展 交流棟２階
9/23（木）〜10/6（水） 最終日15：00まで
新世紀工芸館研修生による招き猫展 交流棟1階
2009年
9/23（木）〜10/6（水）
日本招き猫大賞作品
「安善興福猫」
コミュニティCAFE限定スイーツ 交流棟1階
「猫球ロールケーキ」
（各日限定30セット）&「猫球ガレット」
（各日限定100個※持ち帰りのみ）

窯垣の小径ギャラリー

10:00〜17:00

H 4

みる つかう あそぶ 猫まつり（円の会秋の企画展）
9/11（土）〜11/7（日）土・日・祝日のみ開催 ※25（土）26（日）以外は16：00まで

