
令和２年度第１回南砺市立福光美術館運営委員会 
 

 
期日：令和３年３月１５日（月） 
   午後１時半～ 
場所：福光美術館アートルーム 

 
１．開会あいさつ 
 
 
２．委員の紹介 
 
 
３．委員長・副委員長の選出について  
 
 
４．令和２年度 自主事業進捗状況について  資料１ 資料２ 
 
 
５．令和３年度 事業計画について  資料３ 
 
 
６．その他 
 
 
 



令和２年度 南砺市立福光美術館自主事業進捗状況について 
令和３年２月２８日現在 

 

１．新型コロナウィルス感染症の感染拡大に対する主な対応 
①臨時休館 

 緊急事態宣言の発令にともない、4 月 17 日(金)～5 月 31 日(日)まで臨時休館 

②企画展の中止および変更 

・「花鳥画という宇宙 郷倉千靱展」の会期 4 月 18 日(土)～5 月 31 日(日)を 6 月 1

日(月)～7月 5日(日)に変更 
・「藤田弘基遺作写真展 仏教美術の源流 ガンダーラからチベットまで」を中止 

    予定会期：6 月 20 日(土)～8 月 23 日(日)  

・代替企画展として「南砺の玉手箱」を 7月 25 日(土)～8 月 23 日(日)に開催 

③内覧会の実施 

「棟方志功 朱赤に燃えたる言葉世界」開会式の中止により、初めて内覧会を実施 

④その他 

 ・館内への手指消毒用アルコールの設置 

 ・受付への飛沫防止パーテーションの設置 

 ・開会式および表彰式の中止、または規模縮小 

 ・展示解説の中止 

 ・手すりやドアノブ、ＥＶボタンなどの定期的な清掃 

 

２．展示活動 
（１）企画展 

①花鳥画という宇宙 郷倉千靱展 
    当初会期：4 月 18 日(土)～5 月 31 日(日) 

    変更会期：6 月 1 日(月)～7 月 5 日(日) 

     郷倉千靱の花鳥画にスポットを当て、城端別院善徳寺所蔵の襖絵「四季花鳥図」

全面の他、県内に所蔵される代表作品、総数 23点を展示した。 

    【記念講演会】4 月 18 日(土)10 時 30 分～ ロビー      ・・・中止 

       講師：浅地豊氏(森記念秋水美術館館長) 

       演題：「郷倉千靱展によせて」 

【緑の森のコンサート】4 月 25 日(土)14 時～ ロビー     ・・・中止 

       「垣田 堂  ギターコンサート」 

    【ギャラリートーク】5 月 10 日(日)14 時～          ・・・中止 

    【ワークショップ】5月 16 日(土)13 時～ アートルーム    ・・・中止 

       講師：岡田繁憲氏(日本画家、日展会員) 
 

 

資料１ 



②藤田弘基遺作写真展 仏教美術の源流 ガンダーラからチベットまで 
    会期：6月 20 日(土)～8 月 23 日(日)          ・・・中止（翌年開催） 

山岳写真家として著名な藤田弘基は、インド、パキスタン・ネパール・チベッ

トの仏教美術に魅せられ、撮影した写真は 5000 点を超えている。藤田と生前から

親交があった利賀村「瞑想の郷」主任学芸員田中公明が、100 点余りの代表作を厳

選し、日本に至る仏教美術の源流を展示することとした。 

 

③南砺の玉手箱（臨時企画） 
    会期：7 月 25 日(土)～8 月 23 日(日)              

令和 2 年 7 月 1 日に庁舎が統合。統合前の各庁舎や行政センターでは、地元ゆ

かりの作家をはじめ内外の優れた美術作品を所蔵し、市民に楽しみと潤いを提供

していた。その美術品の中から 69点を選び、市が所有するお宝のお披露目会を開

催した。 

【主な展示作家】 絵画（齋藤清策、野上祇麿、前田常作 他） 

版画（磯崎新、北川民次、ﾛｲ･ﾘｷﾃｲﾝｼｭﾀｲﾝ 他） 

彫刻（板橋一歩、善本秀作） 

工芸（川原和夫、得地秀生 他） 

書（石井南耕、宮崎重美） 

その他（漫画家 富永一朗 他） 

 

④棟方志功 朱赤に燃えたる言葉世界 
    会期：9 月 11 日(金)～11 月 3日(火・祝) 

     福光町で火が点いた短歌・俳句の分野の視点から棟方志功の才能に迫った企画

展。地元の歌人、俳人を巻き込み活動を広げ影響を与えた棟方の福光時代を伝え

るため、句や歌を題材にした版画作品、資料、地元の歌人、俳人の作品等総数 226

点を展示した。 

    【ワークショップ】10 月 4 日(日)14 時～ アートルーム 

      「天狗俳句を作ってみよう」 参加者：6名 

    【記念講演会】10 月 16 日(金)14 時～ アートルーム 

       講師：中坪達哉氏(「辛夷」主宰・富山県俳句連盟会長) 

       演題：「とやまの言葉風土と棟方志功」  参加者：30 名 

 
⑤第 16 回南砺市美術展 

    会期：11 月 14 日(土)～11 月 29 日(日) ※会期中無休 

     美術創作活動を行う南砺市民及び南砺市にゆかりを持つ人から日本画・洋画・

彫刻・工芸・書・写真の６部門において広く作品を一般公募し、監査・審査によ

り入選及び入賞作品を選抜した。さらに、招待作家の作品も多数加えて展示した。

今年度より会期を 16 日間に延長し開催した。 

 
 
 



◇出品数 

部門 日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真 合計 

招待 10 17 10 16 22 12 87 

委嘱 2 7 0 1 14 4 28 

一般 

（内、高校生） 

14 

（0） 

18 

（5） 

11 

（4） 

21 

（0） 

49 

（5） 

41 

（0） 

154 

（14） 

計 26 42 21 38 85 57 269 

【講評及び解説】 ※計画段階より中止とした。 
 

⑥第 19 回なんと版画年賀状公募展 
    会期：令和 3年 1 月 16 日(土)～2月 14 日(日) 

  南砺市に暮らした版画家 棟方志功のゆかりによる版画年賀状の公募展を実施。

招待作品も含め過去最高の 699 点の版画年賀状を全て展示。例年、上位入賞作品

は、「道の駅福光」で行う南砺ふくみつ雪あかり祭りに巨大紙風船の原画となって

空に浮かぶが、祭りが中止となった。今年度より市内 11 郵便局が協賛に加わった。 
◇出品数 

 小学生以下 中学生 一般 応募総数 招待 総数 
第 19 回 468 35 164 667 32 699 
第 18 回 314 33 175 522 34 556 

【賞】  
    大賞、優秀賞 各 3 点(一般から 1 点、中学生および小学生以下で 2 点)  

審査員長賞、福光美術館長賞、川上澄生美術館長賞、となみ民藝協会賞 各 1 点 
道の駅福光賞、日の出屋製菓賞、IOX アローザ賞、JA 福光賞、かゆう堂賞、 
アーク引越センター北陸賞、アシスト賞、一休さんの米永賞、ホクタテ賞、 
郵便局長賞 各 3 点(一般から 1 点、中学生および小学生以下で 2 点)  
画材たんぽぽ賞 9 点(中学生および小学生以下) 
奨励賞 18 点(小学生以下)                    合計 67 点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）常設展 
①春季展 会期 令和 2年 3月 18 日(水)～令和 2年 6月 8日(月) 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装(ニ額一対)
　東湧の柵、西没の柵
空海頌 1937年(昭和12年) 木版画 額装
　宵鳥の柵、巴波の柵、蓮華の柵、陀里阿の柵、昼顔の柵、菩提樹の柵
華狩頌 1954年(昭和29年) 木版画 額装
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 木版画 額装
　菖羅の柵、鯉顔の柵、躑躅の柵
立山連峰を望む海岸風景 1950年(昭和25年) 油絵 額装 NHK富山寄託
青衣妃図・黄衣妃図 1950年(昭和25年) 肉筆画 軸装(対幅)
　青衣妃図、黄衣妃図
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 木版画 額装
午丑の柵(両乗の柵) 1960年（昭和35年） 木版画 額装
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 木版画 六曲一双屏風
無 制作年不詳 書 額装
四季福光風景 1953年（昭和28年） 肉筆画 軸装(四幅一対)
　小矢部早春、医王盛夏、桑山秀秋、愛染呼冬
干支女帖（十二支図） 1946年(昭和21年) 肉筆画 巻子
海恩女板画柵 1949年(昭和24年) 木版画 額装

〇石崎光瑤　展示作品
藤花孔雀之図 1929年(昭和4年) 日本画 軸装
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
筧 1914年(大正3年) 日本画 二曲一双屏風
森の藤 1915年(大正４年) 日本画 六曲一隻屏風
惜春 1931年(昭和6年) 日本画 二曲一隻屏風
鳶尾花小禽之図 1919年(大正8年) 日本画 軸装
藤花文禽 1930年(昭和5年) 日本画 軸装
早春 1945年頃(昭和20年頃) 日本画 軸装
写生「牡丹」 写生 額装
清夏 1943年(昭和１8年) 日本画 軸装  

 

 

②夏季展 会期 令和 2年 6月 10 日(水)～令和 2年 8月 31 日(月) 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装(ニ額一対)
　東湧の柵、西没の柵
空海頌 1937年(昭和12年) 木版画 額装
　光遍の柵、黒怒の柵、童声の柵、朝露の柵、月背の柵、飛魂の柵
華狩頌 1954年(昭和29年) 木版画 額装
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 木版画 額装
　躑躅の柵、彩雀の柵、葦蓮の柵
立山連峰を望む海岸風景 1950年(昭和25年) 油絵 額装 NHK富山寄託
青衣妃図・黄衣妃図 1950年(昭和25年) 肉筆画 軸装(対幅)
　青衣妃図、黄衣妃図
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 木版画 額装
午丑の柵(両乗の柵) 1960年（昭和35年） 木版画 額装
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 木版画 六曲一双屏風
無 制作年不詳 書 額装
諷鯉図 1948年（昭和23年） 肉筆画 軸装
干支女帖（十二支図） 1946年(昭和21年) 肉筆画 巻子
海恩女板画柵 1949年(昭和24年) 木版画 額装
猫の図 1947年頃(昭和22年頃) 肉筆画 軸装  

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇石崎光瑤　展示作品
藤花孔雀之図 1929年(昭和4年) 日本画 軸装
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
筧 1914年(大正3年) 日本画 二曲一双屏風
聚芳 1944年(昭和19年) 日本画 軸装
惜春 1931年(昭和6年) 日本画 二曲一隻屏風
麗日風鳥 1924年(大正13年) 日本画 二幅一対軸装
富山湾真景図 1898年(明治31年)頃 日本画 六曲一双屏風
早春 1945年頃(昭和20年頃) 日本画 軸装
写生「牡丹」 写生 額装
清夏 1943年(昭和１8年) 日本画 軸装  

 

 

 

 



③秋季展 会期 令和 2年 9月 2日(水)～令和 2 年 11 月 29 日(月) 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装(ニ額一対)
　東湧の柵、西没の柵
沢瀉妃の柵 1971年(昭和46年) 木版画 額装
華狩頌 1954年(昭和29年) 木版画 額装
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 木版画 額装
　萩菊の柵、楓兎の柵、侘助の柵
運命頌板画柵 1951年（昭和26年） 木版画 額装
　黎明の柵、真昼の柵、夕宵の柵、深夜の柵
ミシシッピー河の自板像の柵 1965年(昭和40年） 木版画 額装
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 木版画 額装
女人鷹の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 木版画 六曲一双屏風
星座の花嫁 1928年(昭和3年)～1930年(昭和5年) 木版画 額装
　ベチレヘムに聖星を観る、星座の絵、貴女裳を引く
裸婦立像図 1950年(昭和25年)頃 油絵 額装
宿業者是本能則感應道交 1949年(昭和24年) 書 襖(八面)
福光風光の源玄 1957年（昭和32年） 肉筆画 額装
立像裸婦達 1950年頃(昭和25年頃) 油絵 額装

〇石崎光瑤　展示作品
秋光 1925年(大正14年)頃 日本画 二曲一双屏風
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
奔湍 1936年(昭和11年)　 日本画 六曲一双屏風
鶴図 1912年(大正元年) 日本画 六曲一双屏風
紅楓 1931年(昭和6年) 日本画 六曲一隻屏風
麗日風鳥 1924年(大正13年) 日本画 二幅一対軸装
富山湾真景図 1898年(明治31年)頃 日本画 六曲一双屏風
荒塘聖狐之図 1910年(明治43年) 日本画 軸装 寄託
写生「牡丹」 写生 額装
清夏 1943年(昭和１8年) 日本画 軸装  

 

 

④冬季展 会期 令和 2年 12 月 2 日(水)～令和 3年 3月 15 日(月) 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装(ニ額一対)
鐘溪頌 1945年(昭和20年) 木版画 額装
華狩頌 1954年(昭和29年) 木版画 額装
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 木版画 額装
運命頌板画柵 1951年（昭和26年） 木版画 額装
ミシシッピー河の自板像の柵 1965年(昭和40年） 木版画 額装
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 木版画 額装
女人鷹の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 木版画 六曲一双屏風
星座の花嫁 1928年(昭和3年)～1930年(昭和5年) 木版画 額装
裸婦立像図 1950年(昭和25年)頃 油絵 額装
四菩薩図 1949年(昭和24年) 肉筆画 襖(八面)
福光風光の源玄 1957年（昭和32年） 肉筆画 額装
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年) 木板画・書 六曲一双屏風 寄託  

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇石崎光瑤　展示作品
藤花孔雀之図 1929年(昭和4年) 日本画 軸装
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
寒牡丹 1946年(昭和21年)頃 日本画 軸装
芦雁 明治30年代前半 日本画 六曲一双屏風
隆冬 1940年(昭和15年) 日本画 六曲一隻屏風
旭日霊鷹 1943年(昭和18年) 日本画 軸装
豊穰 1930年(昭和5年) 日本画 軸装
扇面散図・観瀑図 明治30年代前半 日本画 二曲一双屏風
写生「牡丹」 写生 額装
清夏 1943年(昭和１8年) 日本画 軸装  

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）コレクション室展示 
①冬・春季展示 会期 令和元年 11 月 27 日(水)～令和 2年 4月 20 日(月) 
作者 作品名 制作年 分類 装丁・形状

小松 均 大原雪景図 不詳 日本画 六曲一双屏風

小松 均 牛の図 1944年(昭和19年)頃 日本画 ニ曲一隻屏風

小松 均 菅公詩 1948年(昭和23年) 書 軸装

小松 均 岩頭吹雪之図 不詳 日本画 軸装

小松 均 髪すき圖 不詳 日本画 軸装

小松 均 医王山秋色之図 不詳 日本画 軸装

小松 均 牛と大原女 不詳 日本画 六曲一隻屏風

小松 均 山々図 不詳 日本画 戸袋

小松 均 花菖蒲 不詳 版画(銅版) 額装

金守 世士夫 湖山〈山鳥〉 不詳 版画(木版) 額装

金守 世士夫 湖山〈煬炎・蝶〉 1974年(昭和49年)頃 版画(木版) 額装

尼野 和三 鏡 1965年(昭和40年) 版画(木版) 額装

黒崎 彰 W-167 不詳 版画(木版) 額装

前田 常作 曼哆邏叉夜多光の図譜 不詳
版画
(シルクスクリーン)

額装

鶴谷 登 宴93-3 1993年(平成5年)
版画

(シルクスクリーン)
額装

尾山 外誉治 夢殿 1984年(昭和59年) 版画(木版) 額装

佐竹 清 渋谿の崎から立山を望む 1994年(平成6年) 版画(木版) 四曲一隻屏風

円地 信二 彼女 1972年(昭和47年) 洋画 額装

円地 信二 Ｔ子の休日 1985年(昭和60年) 洋画 額装

円地 信二 おしゃれ着 1975年(昭和50年) 洋画 額装

鶴谷 登 華宴2-1 2000年(平成12年)
版画

(シルクスクリーン)
額装  

 
②夏季・秋季展示 石崎光瑤の写生と下絵 展 
会期 令和 2年 6月 1日(月)～令和 2 年 11 月 3 日(火) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

作品名 装丁 制作年 備考

植物 写生 ウメに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 ニ曲一隻屏風 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 写生 ヤマドリ　雄 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 下絵 ジュケイ 紙本着彩 軸装 不詳 「雪山花信」下絵

鳥 写生 クジャクの尾 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 カラスの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 カラス 紙本着彩 額装 不詳 「惜春」下絵

鳥 写生 ツルの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 コサギ 紙本着彩 額装 不詳 「襲」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雄 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雌 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 写生 ウサギ 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ジョウビタキ 紙本着彩 額装 1940年（昭和15）

鳥 写生 ヒレンジャク 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 キンバト 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

鳥 写生 カバイロハッカ 紙本着彩 額装 不詳 5点

鳥 写生 インコ（ラブバード） 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 盛飾極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 王極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ヤツガシラ 紙本着彩 額装 不詳 5点

植物 写生 麦穂 紙本着彩 額装 不詳
神戸市宇治野にて
5月9日

植物 写生 立山登山　高山植物 紙本着彩 額装 1908年（明治41）

植物 写生 サルノコシカケ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 バラ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ツバキ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 サルトリイバラ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ヤマツツジ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 モクレン 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 下絵 「聚芳」下絵 紙本着彩 軸装 1944年（昭和19） 「聚芳」下絵

植物 写生 ヨシに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ケシ 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 アワの穂 紙本着彩 額装 1946年（昭和２１）

植物 写生 キク 紙本着彩 額装 1943年（昭和18）



③冬季展示 会期 令和 2年 12 月 2 日(水)～令和 3年 2月 28 日(日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 〇「be のコトと人とこの美 Art session in Nanto」  

展示期間：3 月 6 日(土)～5 月 9 日(日) 
主催：富山県障害者芸術活動支援センター ばーと◎とやま 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作者 作品名 制作年 分類 備考

川原 竜三郎 永遠の歩み 1996年(平成8年) ブロンズ

川原 竜三郎 un Oggétto 1982年(昭和57年) ブロンズ

川原 竜三郎 回心(conversione)
2000年～2004年
(平成12年～16年)

ブロンズ

川原 竜三郎 気(回心) 1985年(昭和60年) ブロンズ

川原 竜三郎 回心 1990年(平成2年) ブロンズ

川原 竜三郎 ナーパとベベたちの音楽会 2011年(平成23年) ブロンズ

林　清納 インドの女シリーズ 大道芸人 1998年(平成10年) 洋画

林　清納 インドの女シリーズ 鎮魂歌 2001年(平成13年) 洋画

林　清納 インドの女シリーズ 女占師 1993年(平成5年) 洋画

林　清納 インドの女シリーズ 大道芸人 1992年(平成4年) 洋画

大島 秀信 里山 不詳 日本画

大島 秀信 照 不詳 日本画

大島 秀信 白い樹のシルエット 不詳 日本画

齋藤 清策 御前剱 1981年(昭和56年) 日本画

齋藤 清策 残雪林 1983年(昭和58年) 日本画

齋藤 清策 瑞泉寺山門 1979年(昭和54年) 日本画 第3回日展特選

齋藤 清策 山里 1988年(昭和63年) 日本画

上村 松篁 童め 不詳 日本画

郷倉 千靱 紅白梅 不詳 日本画

郷倉 千靱 鶉雛 不詳 日本画

小松　均 鯛之圖 不詳 日本画

土田 麦僊 若鮎 不詳 日本画



（４）観覧者数 
                               （令和 2 年 2 月 28 日現在） 

展覧会名 開催期間 開催 
日数 観覧料 

観覧者数（人） 入館者数 

企画展 常設展 
 うち 

高・大

生 

うち中

学生以

下 

花鳥画という宇宙 
郷倉千靱展 6/1-7/5 30 

800 円 
210 円 
無料 

938 921 1,003 11 18 

南砺の玉手箱 7/25-8/23 26 
無料 
無料 
無料 

834 519 874 4 58 

棟方志功  
朱赤に燃えたる言葉世界 9/11-11/3 47 

700 円 
210 円 
無料 

2,396 2,225 2,593 13 235 

第 16 回 
南砺市美術展 

11/14-11/
29 

会期中無

休 
16 

無料 
無料 
無料 

3,054 194 3,248 0 3 

第 19 回なんと版

画年賀状公募展 
R3 

1/16-2/14 26 
無料 
無料 
無料 

854 219 1,076 3 19 

アートって何なん？ 
-やまなみ工房からの

返信- 
3/6-5/9 22 

(56) 

700 円 
210 円 
無料 

     

常設展のみ開催  94 
310 円 
210 円 
無料 

― 675 853 10 16 

計 261  8,076 4,753 9,647 41 349 

観覧料（上段 一般、中段 高校・大学生、下段 中学生以下） 
令和 2 年 11 月 7 日～13 日 展示替えのため休館 
令和 3 年 1 月 9 日～11 日 大雪のため休館 

 
 
 
 
 

 



（参考）令和元年度観覧者数 

展覧会名 開催期間 開催 
日数 観覧料 

観覧者数（人） 入館者数 

企画展 常設展 
 うち 

高・

大生 

うち中

学生以

下 

美を綴る  Art 
Quilt 展 2019 

H31 
4/20-6/16 

会期中無休 
58 

800 円 
500 円 
無料 

4,515 3,308 5,432 15 119 

棟方志功の福

光時代展 信仰

と美の出会い 
7/27-9/23 51 

800 円 
500 円 
無料 

6,161 5,137 6,950 64 946 

～色ソメツ 心ソ

メツ～ 
美に愛された染色

家 
芹沢銈介展 
－宗廣コレクション 
 

10/5-11/4 27 
800 円 
500 円 
無料 

2,441 2,081 2,694 10 70 

第 15 回南砺市

美術展 
11/16-11/24 
会期中無休 9 

無料 
無料 
無料 

2,393 197 2,590 0 5 

第 18 回なんと

版画年賀状公

募展 
 

R2 
1/18-2/16 26 

無料 
無料 
無料 

986 352 1,330 1 28 

高潔なる表現を求

めて 彫刻家 
松村秀太郎展 

2/29-3/29 26 
500 円 
300 円 
無料 

599 535 624 5 12 

常設展のみ開

催  104 
300⇒310 円 
200⇒210 円 

無料 
― 1,632 2,629 13 38 

計 301  17,095 13,242 22,249 108 1,218 

観覧料（上段 一般、中段 高校・大学生、下段 中学生以下） 10 月よりＵＰ 
令和元年 11 月 10 日～15 日 展示替えのため休館 
令和元年 12 月 17 日～28 日 メンテナンス休館 

 
 

 
 
 



３．収集・保存活動 
（１）令和２年度購入作品 

 
作品名 作者名 制作年 種別・形状・

素材等 備考 

１ 胸形變板画巻 棟方志功 1951 年 
(昭和26年) 

木版・紙・和

綴じ本 
本サイズ 
縦 33.0 ㎝×横 22.7 ㎝   

２ 扇面散図 石崎光瑤 不詳 紙本彩色・二

曲一双屏風 131.0×131.5 ㎝ 

３ 観瀑図 石崎光瑤 不詳 紙本彩色・二

曲一双屏風 131.0×131.5 ㎝ 

４ 笹百合 石崎光瑤 1930 年 
(昭和 5 年) 

絹本彩色・二

曲一隻屏風 
総竪 176.0×総巾 187.0
㎝ 

 
（２）令和２年度寄贈作品 

 
作品名 作者名 制作年 種別・形状・

素材等 備考 

１ 愛染図 棟方志功 不詳 墨・紙本・軸

装 
軸寸 113.5×67.2 ㎝ 
画寸 45.7×45.7 ㎝ 

２ 板経 坤 棟方志功 1948 年 
(昭和 23 年) 

版画・額装 
木版画 画寸 14.0×10.5 ㎝ 

３ 花深処 棟方志功 1960 年頃 
(昭和 35 年) 

扇面図(原画) 
絹本彩色・額

装 

額寸 50.0×67.0 ㎝ 
画寸 40.0×57.2 ㎝ 

 
（３）令和２年度新規寄託作品   

無し 
 

（４）令和２年度寄贈資料 
  ●棟方志功関連 扇子（原画：棟方志功「花深処」） １点 
  ●棟方志功関連 「十二支ミニ板画」、額、図録「棟方志功の板業」 各１点 
  ●棟方志功関連 掛時計「四ツ丸型」、掛時計「スリゲル型」、木魚 各１点 
  ●藤田弘基関連 書籍「藤田弘基アーカイブス 仏教美術遺作写真データベース」 １点 
 
（５）令和２年度所管替作品 
  富永一朗 マンガ原画「狐狸里の秋」外 141 点   
       マンガ原稿「公僕キンサン」外 一式  ※別紙のとおり 
  齋藤清策「雉」外 24 点 ※別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 



４．教育・普及活動 
（１）アートで遊ぼう事業 

◇実行委員会 
 委員長 作農啓一（木版画家・元小学校長） 
 委 員 武部眞理子（元高校美術教師）、藤井一範（陶造形作家）、湯浅慎治（中学校 
     美術教師）、森みちこ（漫画家）、野村斗萌（ヘリオス学芸員）、定村瑶子（ヘ

リオス学芸員） 
 ◇「第９回和紙アートコンクール in なんと」 
  講座内容 南砺市内小学校１～６年生を対象とし、五箇山和紙を利用した作品制作（に

じみ絵・ちぎり絵・切り絵） 
※五箇山和紙漉き体験と自作の和紙利用は中止とした。 

  開催日  令和 2 年 8 月 1 日(土)、2 日(日)、22 日(土)、23 日(日) 
  会 場  福光美術館 アートルーム 
  講師・審査  アートで遊ぼう実行委員会委員 
  参加者  39 名  
 ◇関連行事 
  【作品展示】 9 月 6 日(日)～9 月 22 日(火) アートルーム 
   ※表彰式および作品解説は中止とした。 
 
（２）とみだい☆ぺけぺけアートショップ 

※計画段階より中止とした。 
 
（３）小学生招待 
  「アートって何なん？」展において、市内 4 小学校による鑑賞会を美術館において開

催予定。他の小学校は新年度 4 月に来館予定。また山下施設長による講演を市内 2 小

学校で開催予定。4 月には 2 小学校で予定。 
 

５．今後の企画展予定 
①アートって何なん？ －やまなみ工房からの返信― 

会期 ３月６日（土）～５月９日（土） 
 
 
 
 
 
 
 
 



６．分館 棟方志功記念館「愛染苑」 
（１）観覧者数                                          （令和 3 年 2 月 28 日現在） 

展覧会名 開催期間 開催日数 
入館者数(人) 

全体 高・大 中学生 
以下 

歎異頌展 (3 月 25 日～)4 月 1 日～6 月 22 日 33 135 0 3 
御鯉頌展 6 月 24 日～9 月 28 日 84 904 4 42 
花深処頌展 9 月 30 日～11 月 30 日 54 815 2 146 
萬葉頌展 12 月 23 日～令和 3 年 3 月 22 日 73 150 0 0 
吾妹子頌展 3 月 24 日～3 月 31 日（6 月 21 日） 7    

合  計  251 2,004 6 191 
◎令和 2 年 12 月 1 日～22 日 メンテナンス休館 

 
（参考）令和元年度観覧者数 

展覧会名 開催期間 開催日数 
入館者数(人) 

全体 高・大 中学生 
以下 

雪恋頌展 (平成 30 年 12 月 19 日～)4 月 1 日 1 17 0 1 
草萌頌展 平成 31 年 4 月 3 日～6 月 24 日 73 1,115 10 5 
雲湧頌展      6 月 26 日～10 月 7 日 90 1,693 11 66 
愁風頌展    10 月 9 日～12 月 16 日 60 1,024 4 28 
撫寒頌展 令和 2 年 1 月 4 日～3 月 23 日 69 355 7 6 
歎異頌展 3 月 25 日～31 日(6 月 22 日) 6 72 0 1 

合  計  299 4,276 32 107 
  
（２）今後の予定 

吾妹子頌展 会期：3 月 24 日(水)～6 月 21 日(月) 
 

７．令和２年度の特記事項（令和 3 年 2月 28 日現在） 

① 令和 2 年 7 月 1 日に、旧福光庁舎が統合庁舎となる。各庁舎や市民センターの

美術作品を調査のうえ所管替を実施。 
② 市展展示替え期間を休館とした。市展作品搬入期間を 2 日間とした。 
③ 愛染苑のトイレ改修と展示ケース内クロス貼替につき、12 月 1 日～22 日をメ

ンテナンス休館とした。 
  

 
 



                                   資料２ 

（１） 購入作品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 棟方志功「胸形變板画巻」        2 石崎光瑤「扇面散図」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 石崎光瑤「観瀑図」           4 石崎光瑤「笹百合」 
 
 
（２） 寄贈作品 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 棟方志功「愛染図」    2 棟方志功「板経 坤」  3 棟方志功「花深処」 
 



資料３

会期 日数 企画展 内容 観覧料（予定）

(3月6日（土）)～

5月9日(日）
34

アートって何なん？
－やまなみ工房から

の返信－

アート活動を中心とした福祉事
業所「やまなみ工房」（滋賀県）の
作品を展示する。美術に無縁
だった人が、爆発的な表現作品
を生み出している。表現すること
そのものを喜びとする場から生
まれた作品は、「アートって何？」
という問いかけに答えてくれる。

一般    　700円
高大生　210円

中学生以下無料

5月29日(土）～
7月26日(月） 51

藤田弘基遺作写真展
仏教美術の源流

ガンダーラからチベット
まで

山岳写真家 藤田弘基(1939-
2012)は、中国チベット自治区、
ブータン、ネパール、インド、パキ
スタンにまたがる広い範囲で学
術的にも貴重な仏教美術写真を
多く残した。その数は５０００点を
超える。仏教学者である田中公
明氏の調査により、整理された
遺写フィルムの中から１００点余
りの代表作を抜粋し初公開す
る。利賀瞑想の郷を第２会場とし
て、開催する。

一般   　800円
高大生　210円

中学生以下無料

9月4日（土）～
10月31日(日） 50

美を綴る
Art Quilt展2021

2011年より開催したキルト展も第６
回を迎える。新たな作家にスポットを
当て、キルトの魅力を伝える。

一般　　　800円
高大生 　210円
中学生以下無料

11月13日（土）～
11月28日(日) 16 第17回南砺市美術展

南砺市民及び南砺市にゆかりを
持つ人を対象とする、日本画・洋
画・彫刻・工芸・書・写真の６部門
の美術作品公募展。委嘱・招待
作家作品も展示する。

無料

2022年1月22日
(土)

～2月20日(日)
26

第20回
なんと版画年賀状

公募展

棟方志功のゆかりから版画によ
る年賀状の公募展を行う。一般、
中学生、小学生以下の三部門を
設け、招待作品とともに展示。栃
木県鹿沼市立川上澄生美術館と
も連携。20回目を迎える本年は
今までの歩みを振り返る。

無料

3月12日(土)～
4月10日(日) 17

野を生きた書人
宮崎重美展

富山県東砺波郡平村(現南砺市
平地域）に生まれた宮崎重美
は、戦後の富山の書道界を牽引
しながらも、会派に属さず独自の
美学を追求した。初期から晩年
までの代表作を展覧会出品作を
中心に一挙に紹介する。

一般　　　500円
高大生 　210円
中学生以下無料

107
一般　　　310円
高大生 　210円
中学生以下無料

開館日数 301

令和３年度企画展(案)

令和3年度開館日数 301日（うち常設展のみ107日)
＊休館日数 64日

常設展のみ


