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PRESS RELEASE 

2022 年 9 ⽉吉⽇ 
報道関係各位 

⼀般財団法⼈川村⽂化芸術振興財団 
 

若⼿⼯芸作家の最初の⼀歩を社会全体で⽀える活動 
『第 6 回ファースト・パトロネージュ・プログラム 2022 秋』が、 
現代美術のアートフェア「3331 ART FAIR」と同会場で同時開催！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この度、⼀般財団法⼈川村⽂化芸術振興財団（理事⻑ 川村喜久）は、「ファースト・パトロネー

ジュ・プログラム（以下 FPP）2022 秋」を開催いたします。 
当財団では、“芸術を⽀えること・参加すること”を振興するという理念のもと、無名のつくり⼿

たちが仕事を続けられる環境ができるまでに⻑い時間がかかっている⽇本の現状を踏まえ、これ
からの⽇本に「パトロネージュ（⽀援）の⼼」を拡げたいと考えこのファースト・パトロネージ
ュ・プログラムを 2017 年に⽴ち上げました。 
本事業をきっかけにして、⼀般の⽅とこれからのつくり⼿を繋ぐ機会を増やすことで、つくり⼿

が育ち、活躍していく場を広げ、⽇本の将来を⽀えるよき⽂化の受け取り⼿を醸成することを⽬
指します。 
 第 6 回となる今回は全国で活躍する作家の⽅々、⼤学、研究機関でご推薦頂き、4 名の審査員、

⿊⽥耕治⽒（しぶや⿊⽥陶苑）、⼩⼭登美夫⽒（TOMIO KOYAMA GALLERY）、遠⼭正道⽒（株式会社スマ

イルズ）、福⽥朋秋⽒（⾼島屋 MD 本部美術部）の審査により選ばれた 16 名の作家が出展します。 

※画像は 16 名の参加作家の参考作品を 1 点ずつ使⽤しています（P.2 作家⼀覧より番号順で左から右⽅向へ並んでいます） 
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ファースト・パトロネージュ・プログラム（FPP）第 6 回 2022 秋 
3331 ART FAIR 2022 特設展⽰会 
会期＝ [⼀般] 2022 年 10 ⽉ 29 ⽇（⼟）、30 ⽇（⽇）[プレビュー] 2022 年 10 ⽉ 28 ⽇（⾦） 
会場＝ 3331 Arts Chiyoda 2F 206 号室（東京都千代⽥区外神⽥ 6 丁⽬ 11-14） 
⼊場料＝ 無料 展⽰即売（ただし、3331 ART FAIR 2022 の有料エリアにご⼊場の場合は、
別途チケットが必要です） 
主催：⼀般財団法⼈ 川村⽂化芸術振興財団  
協⼒：⼀般社団法⼈ ザ・クリエイション・オブ・ジャパン（CoJ）、3331 Arts Chiyoda 
認定：公益社団法⼈ 企業メセナ協議会 
 
作家選考の審査員：⿊⽥耕治⽒（しぶや⿊⽥陶苑）、⼩⼭登美夫⽒（TOMIO KOYAMA 
GALLERY）、遠⼭正道⽒（スマイルズ）、福⽥朋秋⽒（⾼島屋MD本部美術部） 
【出品作家数】 16 名 
【出品作品ジャンル】⾦⼯、諸⼯芸、⽊⼯、七宝、ガラス、漆芸、陶芸 

 
 

ファースト・パトロネージュ・プログラム 2022 第 6 回 秋 参加作家⼀覧 

 《⽒名》 《呼称》 《制作地域》 《作品の特徴》 

① ききキカコ 鍛⾦作家 東京都 鍛⾦／アルミ絞り 

② 岸 洸実 ⾦属作家 ⽯川県 旋盤/彫⾦ 

③ 佟 昊霖 ⾦⼯作家 神奈川県 ⾦属造形／溶接 

④ 伊藤 匠 箍物作家 ⻑野県⽊曽郡 桶／⽊曽五⽊ 

⑤ 近藤 七彩 ⼯芸美術家 ⼭形県⼭形市 古家具／鉄／塗装 

⑥ 古川 千夏 七宝作家 広島県 有線七宝技法 

⑦ 佐藤 静恵 ガラス造形作家 ⽯川県⾦沢市 キルンワーク／パート・ド・ヴェール 

⑧ ⽥中 ⾥姫 ガラス作家 ⽯川県⾦沢市 ホットワーク 

⑨ 井坂友美 漆芸家 ⻑野県南佐久郡 蒔絵／螺鈿／卵殻 

⑩ 河合桂 漆造形作家 兵庫県神⼾市 乾漆／蒔絵 

⑪ 板橋 茉⾥ 陶芸作家 ⽯川県⾦沢市 磁⼟／彫り込み 

⑫ 宇佐美 賢祐 陶芸家 岐⾩県多治⾒市 轆轤成形／磁⼟／⾼⽕度釉 

⑬ ⿃居 美希 陶芸作家 愛知県 ⼿びねり 

⑭ 伴 和憲 陶芸家 岐⾩県多治⾒市 ⼿びねり 

⑮ ⼭本 真実江 陶芸作家 京都府 陶⼟／⼿びねり／化粧⼟ 

⑯ 劉 ⽅璐 陶芸作家 ⽯川県⾦沢市 ⼿びねり／ガラス素材の併⽤ 
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貴紙誌を通じて本イベントを広く関係各⽅⾯にお知らせ願いたく、ご協⼒の程、何卒宜しくお願
い申し上げます。 
また、ご繁忙の折、誠に恐縮に存じますが、記事としてご掲載いただいた際は、ファースト・パ
トロネージュ・プログラム事務局までご⼀報いただけますと幸いです。 
 
● 紙媒体の場合・・・・記事掲載紙（誌）1部を事務局にご郵送ください。 
● WEBメディアの場合・・・配信WEBページの URLをご教⽰ください。 
 
掲載写真のご準備がございます。ご質問がございましたら下記までお問い合わせ下さい。 
 
 

【お問い合わせ先】ファースト・パトロネージュ・プログラム事務局 
⼀般財団法⼈川村⽂化芸術振興財団 
⼀般社団法⼈ザ・クリエイション・オブ・ジャパン(CoJ) 
 
■主催者・本事業に関するお問い合わせ 
⼀般財団法⼈川村⽂化芸術振興財団 
〒101-0021 東京都千代⽥区外神⽥ 2-15-2 新神⽥ビル 3F 
TEL：03-5295-2120 FAX：03-3526-2292 E-mail：info@kacf.jp 
http://www.kacf.jp/ 
 
 
 
 
 

■本プレスリリース・広報取材に関するお問い合わせ 
⼀般社団法⼈ザ・クリエイション・オブ・ジャパン(CoJ) 
広報担当：岩関禎⼦（CoJ専務理事兼事務局⻑・川村⽂化芸術振興財団理事） 
〒104-0061 東京都中央区銀座 5-3-12 壹番館ビルディング 3F 
TEL：03-3573-3339 FAX：03-3573-3315 E-mail：fpp@kacf.jp 
http://thecreationofjapan.or.jp/ 




