
１ 展示活動 
 

（１）常設展 
 
福光美術館では、郷土ゆかりの作家である板画家棟方志功と日本画家石崎光瑤２作家の独

立した常設展示室を備え、季節毎に展示作品の入れ替えを行うことで、より多くの作品を鑑

賞に供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□春季展 会期：令和 3 年 3月 17 日(水)～6月 7日(月) 

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
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
灼浄炎施無畏尊像 1947年(昭和22年） 肉筆画 軸装
猫の図 1947年(昭和22年)頃 肉筆画 軸装
無事 1947年(昭和22年) 書 額装
女人鷹の柵 1951年(昭和26年) 木版画 額装
四神板経天井画柵　天妃鼓笛す 1949年(昭和24年) 木版画 額装(二額一対)
裸婦立像図 1950年(昭和25年)頃 油絵 額装
裸婦庭図 1947年(昭和22年)頃 油絵 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
二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年) 木版画・書 六曲一双屏風 寄託
柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 木版画 板画 額装
　春麗の柵　菖羅の柵　鯉顔の柵
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
華狩頌 1954年(昭和29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

〇石崎光瑤　展示作品
筧 1914年(大正3年) 日本画 二曲一双屏風
笹百合 1930年(昭和5年) 日本画 二曲一隻屏風
惜春 1931年(昭和6年) 日本画 二曲一隻屏風
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
緑蔭 1920年(大正9年) 日本画 軸装
万年寺(高岡)にて白山登山を前に 1907年(明治40年) 写真 額装
写生「ヤマドリ 雌」 制作年不詳 下絵 額装  
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資料１



□夏季展 会期：令和 3年 6 月 9日(水)～9月 6日(月) 

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
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
五箇山之図 1950年(昭和25年) 肉筆画 軸装 吉江中学校寄託
福光之山々図 1951年(昭和26年) 肉筆画 軸装 福光中学校寄託
大鯉の図 1948年(昭和23年) 肉筆画 額装 愛染苑蔵
無事 1947年(昭和22年) 書 額装
四神板経天井画柵　天妃鼓笛す 1949年(昭和24年) 木版画 額装(二額一対)
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
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14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
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
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
華狩頌 1954年(昭和29年) 木版画 額装
沢瀉妃の柵 1971年(昭和46年) 木版画 額装

〇石崎光瑤　展示作品
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
富山湾真景図 1898年(明治31年)頃 日本画 六曲一双屏風
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
松に孔雀 1907年(明治40年)頃 日本画 六曲一双屏風
万年寺(高岡)にて白山登山を前に 1907年(明治40年) 写真 額装
写生「バラ」 1939年(昭和14年) 写生 額装  
 

 

□秋季展 会期：令和 3 年 9月 8 日(水)～11 月 28 日(日) 

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
瞞着川板画巻 1950年(昭和25年） 木版画 画帖（上）
諷鯉図 1946年(昭和21年)頃 肉筆画 軸装
灼浄炎施無畏尊像 1947年(昭和22年） 肉筆画 軸装
孤狼の柵 1953年(昭和28年)刻　1957年(昭和32年)摺　　木版画 軸装
道祖土頌　河伯の柵 1950年(昭和25年） 木版画 軸装
福光之山々図 1951年(昭和26年) 肉筆画 軸装 福光中学校寄託
徹道 1950年(昭和25年)頃 書 額装
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
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
袴腰山遠望 1951年(昭和26年） 油絵 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
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14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
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
華狩頌 1954年(昭和29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

〇棟方志功　未発表資料
棟方志功筆「瞞着川」原稿1 1950年(昭和25年)   原稿用紙 3枚
　「瞞着川」元原稿
棟方志功著「瞞着川」原稿2 1950年(昭和25年)   原稿用紙 4枚
　「竝・瞞着川」元原稿、
　「瞞着川板画巻」元原稿
棟方志功著『板響神』 1952年(昭和27年)初版　1953年(昭和28年)二版　 書籍 2冊
『美術手帖』(画家の随筆 特集号)　　1950年(昭和25年)美術出版社発行　　　 雑誌 2冊
萬鉄五郎筆「二科會評」　 1924年(大正13年)　 原稿用紙 20枚
萬鉄五郎著『鉄人画論』 1968年(昭和43年)　　 書籍 1冊二重箱
『萬鐵五郎画集』 1931年(昭和6年)　 書籍 1冊外箱付
『棟方志功畫集』　 1942年(昭和17年) 書籍 1冊外箱付
棟方志功のスケッチ 1965年(昭和40年)、1974年(昭和49年)、年代不詳
棟方志功　山復山渓畫巻 1948年(昭和23年)部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　手作り和綴じｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｸ1冊
棟方志功　鐘溪帖 日記 1945年(昭和20年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 使用済みﾉｰﾄに墨で上書き1冊
棟方志功　記錄 1949年(昭和24年） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手作り和綴じｽｸﾗｯﾌﾟﾌﾞｯｸ1冊
新日記白樺  
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作品名 制作年 種別 装丁 備考

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
紅楓 1931年(昭和6年) 日本画 六曲一隻屏風
笹百合 1930年(昭和5年) 日本画 二曲一隻屏風
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一双屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 軸装
後圃 1943年(昭和18年） 日本画 軸装
万年寺(高岡)にて白山登山を前に 1907年(明治40年) 写真 額装
写生「鳥の足」 制昨年不詳 写生 額装  
 

 

□冬季展 会期：令和 3年 12 月 1 日(水)～令和 4 年 3月 14 日(月) 
*12 月 4日(土)～12 月 15 日(水)はエレベーター更新工事のため臨時休館 

 
作品名 制作年 種別 装丁 備考

〇棟方志功　展示作品
手描文字紋鯉柄紋着物 1958年(昭和33年) 肉筆画 着物
手描紅柄色唐草七宝紋着物 1958年(昭和33年) 肉筆画 着物
流離抄板画柵 1953年(昭和28年)刻　1957年(昭和32年)摺 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
文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14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
　雪萃の柵、松鷹の柵、梅鶯の柵
歓喜頌 1953年(昭和28年) 木版画 額装
赤松 1950年(昭和25年)頃 油絵 額装

〇石崎光瑤　展示作品
波 制作年不詳 日本画 二曲一双屏風
奔湍 1936年(昭和11年)　 日本画 六曲一双屏風
燦雨 1919年(大正8年) 日本画 六曲一双屏風
寂光 1929年(昭和4年) 日本画 二曲一隻屏風
雪 1920年(大正9年) 日本画 二曲一双屏風
猩々木風鳥 1922年(大正11年) 日本画 軸装
万年寺(高岡)にて白山登山を前に 1907年(明治40年) 写真 額装
写生「孔雀の尾」 制作年不詳 写生 額装

　広鰭の柵、山火の柵、とうたらりの柵、萬葉の柵、微笑の柵、獅子窟の柵、
　哀色の柵、紅橙の柵、かにかくにの柵、樊噲の柵、角屋の柵、紫煙草舎の柵、
　孤狼の柵、首陀羅の柵、伴天連の柵、澄愁の柵

 

 

 

（２）企画展 

◎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 令和 3 年 5月 29 日(土)～7 月 26日(月)  
主催 南砺市、南砺市立福光美術館 

共催 北日本新聞社 

後援 北日本放送、北陸放送、となみ衛星通信テレビ 

協力 利賀ふるさと財団、利賀瞑想の郷 

特別協力 茂市久美子 

監修 田中公明 

概要 山岳写真家の藤田弘基は仏教美術に魅せられ、イン 

   ド・パキスタン・ネパール・チベットで 5,000 点を 

   超える写真を撮影した。「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した。 
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関連行事 

  【ギャラリートーク】5 月 29 日(土) テープカット後 企画展示室 

   講師：茂市久美子氏（童話作家）、田中公明氏  参加者：40 名 

【記念講演会】5 月 29 日(土)  アートルーム 

 演題：「アジア仏教美術の流れと藤田弘基遺作写真展」 

 講師：田中公明氏（（公財）中村元東方研究所専任研究員、利賀瞑想の郷主任学芸員） 

    参加者：22 名 

【緑の森のコンサート】6 月 13 日(日) ロビー 

「垣田 堂 ギターコンサート」  

演奏：垣田 堂  参加者：30 名     

  【ワークショップ】7 月 10 日(日) アートルーム             

   「木の温もりとやさしい音色 木彫りの笛を作ろう」 参加者：5名 

「何ができるかな？ 積み木であそぼう！」 参加者 12 名 

   講師：谷口信夫氏（木彫工芸作家）、当館職員 

◇主な掲載紙  北日本新聞 5/27、5/30、6/19、7/11 

◇展示作品一覧 

ガンダーラ チベット
タフティ・バーイ遺跡(ペシャワール郊外) ポタラ宮
ダルマラージカー仏塔(タキシラ) ソンツェンガムポ王像(チョカン)
ブトカラの仏塔遺跡(スワート) 弥勒大仏(セラ寺)
チラスの線刻画 ヘーヴァジュラ(デープン寺壁画)
ギルギット磨崖仏 十一面千手観音(ソンツェンガムポ王流)
仏立像(ペシャワール博) カーラチャクラ父母仏
仏五尊像(ペシャワール博) サンヴァラ父母仏(ﾃｨﾁｬﾝﾗﾌﾞﾗﾝ)
草刈人の布施(ペシャワール博) 転法輪印如来像(カシミール様式)
降魔成道(ペシャワール博) 弁才天十三尊曼荼羅(M-1)
仙者訪問(ペシャワール博) ヴァジュラバイラヴァ十三尊曼荼羅
樹下観耕像(ペシャワール博) ツォンカパ
帝釈窟の説法(ペシャワール博) マルパ
千仏出現(ペシャワール博) アティーシャ伝(ﾃｨﾁｬﾝﾗﾌﾞﾗﾝ)
ウダヤナ王の造仏(ペシャワール博) ダライラマ五世
カニシカ王の舎利容器(レプリカ) ラマチューパのツォクシン(ﾃｨﾁｬﾝﾗﾌﾞﾗﾝ)
菩薩立像(ペシャワール博) 金剛界曼荼羅(アルチ寺三層堂)
弥勒菩薩立像(ペシャワール博) 十一面千手観音(アルチ寺三層堂)
四臂のハーリーティー(ペシャワール博) 新堂壁画(アルチ寺新堂)
ジャウリアン(タキシラ)のストゥッコ製仏像B サスポール洞窟壁画(ラダック)
初転法輪(タキシラ博) 白傘蓋仏母像(レー王宮)
釈迦苦行像(ラホール博) 四臂観音(フィヤン寺)
モハマッドナリーの浮彫(ラホール博) 法界語自在曼荼羅(チャチャプリ寺)
ブッダの誕生(ラホール博) チャクラサンヴァラ曼荼羅(シェー寺)
魔衆の来襲(ラホール博) 忿怒形のカーラチャクラ(ヘミス寺)
女性供養者頭部(ラホール博) タクタク寺壁画(タクタク寺)
パーンチカ像(ラホール博) ネパール
梵天勧請(現スワート博) ルンビニ(沐浴池)
毒龍の提示(カラチ博) ボードナート『密教』

インド ブッダの誕生(ネパール国立博物館)
托胎霊夢(バールフト) 蓮華手のヴィシュヴァルーパ(ネパール国立博物館)
三道宝階降下(バールフト) 不空羂索観音曼荼羅(ネパール国立博物館)
大猿ジャータカ(バールフト) 尊勝仏塔(ネパール国立博物館)
カトラー出土仏三尊像(マトゥラー博) 燃灯仏像(ネパール国立博物館)
チョーバラ出土仏頭(マトゥラー博) ヴァジュラバイラヴァ像(ネパール国立博物館)
仏頭(マトゥラー博) 不空成就如来坐像(ネパール国立博物館)
仏立像(マトゥラー博) 弥勒菩薩坐像(ネパール国立博物館)
ナーガールジュナコンダ仏塔(インド国立博物館) コパン(ムクティナート)のメキラカン
托胎霊夢とブッダの誕生(ナーガールジュナコンダ出土) 弥勒菩薩像(クツァプテルガ)
弥勒菩薩立像(インド国立博物館) 四臂観音(クツァプテルガ)
文殊菩薩立像(インド国立博物館) 釈迦如来像(マハーカーラ寺)
八大菩薩のパネル(ナーランダー考古博物館) 釈迦如来像(ゴンパサンバ)
十二臂観音立像(ナーランダー考古博物館) 阿弥陀・四臂観音・パドマサンバヴァ三尊(サルミ寺)追
金剛手菩薩半跏像(ナーランダー考古博物館) 忿怒五十八尊(デウォチェ寺)
アショーカ王の柱頭(サールナート考古博物館) パドマサンバヴァ(マハーカーラ寺)

題名 題名
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バラ比丘寄進仏立像(サールナート考古博物館) 四臂観音(サルミ寺)
仏伝八相図(サールナート考古博物館) 八臂十一面観音(キューポル寺・サシ作)
転法輪印如来像(サールナート考古博物館) 毘沙門天と忿怒金剛手(ラルサン寺・サシ作)
金剛薩埵坐像(サールナート考古博物館) マンガル・シンの肖像(サシ作)
四臂観音立像(パトナ博物館) ブータン・シッキム
観音菩薩像(ヴィシュヌプル出土) 寂静四十二尊曼荼羅(ペマヤンツェ)
釈迦如来像(ヴィシュヌプル出土) ニンマ派のツォクシン(ペマヤンツェ)
弥勒菩薩像(ヴィシュヌプル出土) タクツァン寺院(ブータン)
ターラー菩薩半跏像(パトナ博物館)
仏涅槃像(クシナガル) *ネパールの写真は利賀瞑想の郷会場で展示

*（　　）内は撮影場所あるいは出土地、撮影時点の所蔵先

題名 題名

 

 

 

◎Art Quilt2021 郷家啓子のキルトの道＆北陸のキルトリーダーたち 

会期 令和 3 年 9月 13 日(月)～10 月 31日(日)  
*当初 9月 4日(土)の開催予定であったが、新型コロナ感染 

拡大防止のため開催初日を延期した。 

主催 南砺市、南砺市立福光美術館 

共催 富山新聞社、北國新聞社 

後援 北日本放送、北陸放送、となみ衛星通信テレビ、 

   富山エフエム放送 

概要 布による芸術 キルト。トップキルター郷家啓子氏   

   と北陸のキルトリーダー21名の作品、そして県内 

の高等学校２校と市内児童センターの作品を展示 

した。 

 

関連行事 

【記念講演会】9 月 25 日(土)  ロビー 

 演題：「キルトにありがとう！」 

 講師：郷家啓子氏  参加者：70 名 

【緑の森のコンサート】9 月 23 日(木・祝) ロビー 

「石川征樹 ギターコンサート」  

演奏：石川征樹  参加者：50 名     

  【キルトグループ展】9 月 13 日(月)～10 月 31 日(日)  ２階廊下ガラスケース 

*新型コロナ感染拡大防止のため、期間および場所を変更して開催 

   展示者：松本睦子(まいせるふ松本 主宰)、野畠玲子(ミモザの風 キルトショップ＆教室 

主宰)、太田佳子(キルト工房たんぽぽ 主宰) 

◇主な掲載紙  富山新聞 9/12、9/14、9/15、9/26、9/30、10/24 
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◇展示作品一覧 

■郷家啓子のキルトの道 企画展示室 

作品名 制作年 サイズ（cm） 備考
赤のアルファベット 2005 133×140
青のアルファベット 2005 176×158
イラスト
たっだいま～♪ 1980 153×101
四季のキルト 1983 200×180
私のバスケット 2008 224×193
なやめるサボテン 2003 170×176
恋するサボテン 2002 167×167
私のダブルウエディングリング 2008 224×220
東京ドームの思い出 2021 181×179
バルーンたち       ～350
ま～るくなれたらいいねⅠ 1999 180×180

 ま～るくなれたらいいねⅤ「TEMARI」 2002 152×176
ま～るくなれたらいいねⅣ 2001 172×170
みんなのこころに花束をⅠ 2011 185×150
みんなのこころに花束をⅡ 2017 212×168
ZIGZAG格子 2006 188×188
Start from the Beginning 2001 152×157
ハートⅡ 1993 152×172
ハートⅧ 2009 77×106
ハートⅤ 1996 155×152
ハートⅥ 2001 170×220
ハートⅣ 1996 128×101

 藍・愛・私(あい・あい・あい） 1985 211×174
まるにクロス 1996 214×214
壊れたログキャビンⅡ 1991 186×186
ゆがんだログキャビン 1994 187×150
私のログキャビン 2008 190×190
バーモントの夏の日 1992 211×181
夢の中へようこそ 1992 192×192
ログキャビン イン ワンダーランド Ⅳ 2007 190×190

 ぬいぐるみ 制作：Kinuu
デザイン原画
いつのに間にか50年！ 2020 205×205  

■北陸のキルトリーダーたち コレクション室 

作品名 作家 サイズ（cm） 備考
春一番 太田 佳子 228×214
レッドワーク 柿谷 堪子 260×180
Memory (Grandmother) 金山 真理 220×195
円融無碍　Vol.４ 川之上 佐代子 165×60
希望の黄 呉山 裕子 216×190
シャディの庭 小西 隆子 233×217
美人林 坂上 政子 200×155
干支の守り本尊 白石 末子 196×212
ナチュラルガーデン 塚山 和江 227×195
四角い窓　2 津田 昌子 142×179
Standby OK 当間 知恵子 200×165
夏の印象　Ⅱ 中川 千代 155×198
華・花 中村 登志子 195×195
時間を紡いで 西村 京子 222×200
Energy  Ⅱ 野畠 玲子 193×203
Fun time collage 林 香津子 200×160
花暦Variations Ⅰ　 福嶋 ひろ子 203×180
祝・傘寿・・・未来へ 藤井 和子 190×170
エール 藤井 典代 216×198
フォーカス 松本 睦子 126×182
プロミネンス 森田 圭子 220×184
Nontitle 田島 ふじ子 65×81 賛助作品
赤富士 南砺市福野児童セン 233×215 　 〃
創立60周年記念タペストリー 富山県立志貴野高等学 138×138 　 〃
富山アピールキルト 富山県立氷見高等学校 136×154 　 〃  
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◎第 17 回南砺市美術展 
 

会期 令和 3年 11 月 13日(土)～11 月 28 日(日)＊会期中無休 

 主催 南砺市、第 17回南砺市美術展実行委員会 

 協力 南砺市美術連合会 

 概要 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、鑑査・審査により入選及び

入賞作品を選定した。さらに、招待作家の作品も多数加えて展示した。第 15 回から展

示作品写真撮影の可否を聞き、可の作品においては撮影可能にすることで、市民がよ

り楽しむことができる市展を目指した。 

◇実行委員会    相談役：横山豊介（彫刻） 得地秀生（工芸） 川原和夫（工芸） 

      実行委員長：尾山章（南砺市美術連合会会長） 副委員長：谷口信夫（工芸） 

      委 員：杉原芳枝（日本画） 岩城淳子（日本画） 作農啓一（洋画）    

東明子（洋画） 大窪久明（洋画） 横山丈樹（彫刻） 川田良樹（彫刻） 

土田信久（工芸） 吉田清次（書） 山﨑光園（書）  

松本燁之（書） 佐々木浩子（書） 

川合勝則（写真） 金谷與治（写真） 

◇審査員 審査員長：長谷川総一郎（彫刻） 

      日本画： 小原好博、北田登美子、川邉紫音 

      洋 画： 芝教純、池田佐知子、野原尚二 

      彫 刻： 大西光則、野村光雄 

      工 芸： 宇野登子、香川真有美、徤名 文一 

       書 ： 石井克代、上田北山、吉江翠光 

      写 真： 池端滋、嶋達雄、市山真由美 

◇出品数 

部門 日本画 洋画 彫刻 工芸 書 写真 合計 

招待 12 17 12 16 23 15 95 

委嘱 4 6 1 3 15 2 31 

一般 

（内、高校生） 

12 

（0） 

24 

（8） 

10 

（3） 

24 

（1） 

55 

（12） 

43 

（0） 

168 

（24） 

計 28 47 23 43 93 60 294 

◇講評及び解説   

  *新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、入賞作品の審査講評は紙面配布とした。 
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      展示会場（洋画部門）                  展示会場（彫刻部門） 

◇主な掲載紙  北日本新聞 11/12  富山新聞 11/12、11/14   

◇受賞者一覧 

賞 作品名 氏名 地域

日本画
市展大賞 森の声 山田　政寛 福光
市展賞 退屈な日 高沼　秀子 福光
市展賞 紫陽花 松田　純子 城端
奨励賞 雪間 西頭　和子 福光
奨励賞 霜月のダリア 森田　雪美 福光
奨励賞 長閑 長谷川　㐂久 福野
菊華賞 プラタナス 山根　明美 城端

洋画
市展大賞 安らぎ 石原　明美 福光
市展賞 春光 木戸　健 城端 南砺福光高校2年
市展賞 晩秋 川原　正彦 井波
奨励賞 水槽 山田　稀羅 城端
奨励賞 ゆりと葡萄 重原　千枝子 福野
奨励賞 兼六上坂 上田　一郎 城端
菊華賞 かぶら 安居　輝子 城端
ほっと・アート賞 レンズ 岡　涼馬 福野 南砺福野高校3年
ほっと・アート賞 旅 西村　奈未 福野 南砺福野高校1年
ほっと・アート賞 夏の夕暮れ 西村　優衣 福野 南砺福野高校1年
ほっと・アート賞 夏旅 松岡　茉莉花 福野 南砺福野高校1年

彫刻
市展大賞 ひとり 溝口　一陽 福光
市展賞 自然 松川　健太郎 城端 南砺福光高校3年
市展賞 今を生きる(先を見据えて) 片山　雅 福野
奨励賞 苦悩 小川　涼 城端 南砺福光高校3年
奨励賞 ＬＥＡＤ 吉本　知正 井波
奨励賞 大和し美し 音琴　冰春 井波
菊華賞 アオバト 檜　Ｇ 福光
ほっと・アート賞 カメレオン 沖田　悠 城端 南砺福光高校3年

工芸
市展大賞 彩流 渡邊　美和子 福光
市展賞 海の花 岩倉　弓恵 井波
市展賞 四角壷 嶋﨑　久夫 福光
奨励賞 鳴門海峡の渦潮 砂土居　武範 福野
奨励賞 花菖蒲に癒されて 杉下　久子 井波
奨励賞 空を守る 得能　隆 福光
菊華賞 雨 安居　輝子 城端
ほっと・アート賞 胡蝶の夢 田中　綾音 福野 南砺福野高校3年  
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賞 作品名 氏名 地域

書
市展大賞 一片氷心在玉壺 高田　桂華 井口
市展賞 緒風初減熱 中嶋　清華 福野
市展賞 瞬 井村　明日香 城端
奨励賞 斎藤茂吉の句（つき草は…）吉藤　紫香 井波
奨励賞 童顔鶴髪 檜　原邨 福光
奨励賞 星河不動天如水… 村井　博子 井波
奨励賞 ながれ 中藪　岐邑 福光
奨励賞 明月三五美酒十千 大江　清風 福光
菊華賞 雲 温井　和海 福野
ほっと・アート賞 臨　雁塔聖教序 上村　恵美 福光 高岡工芸高校3年
ほっと・アート賞 臨　高野切第一種 松原　優衣 福野 となみ野高校3年
ほっと・アート賞 臨　始平公造像記 川邊　捺未 福光 高岡工芸高校3年
ほっと・アート賞 主敬 藤田　璃子 城端 高岡南高校3年

写真
市展大賞 光明 森田　宏子 福野
市展賞 橋の向こうへ 桐山　壽 福光
市展賞 祭りの子 水内　美千代 福光
奨励賞 つがいの飛来 長田　修 井波
奨励賞 門前の春 吉田　清 井口
奨励賞 雪中水行 滝本　清 平

セルは一点しんにょう  

 

 

◎第 20 回なんと版画年賀状公募展 
会期 令和 4年 1 月 22日(土)～2 月 20 日(日) 

 主催 南砺市、南砺市立福光美術館 

 共催 道の駅福光 

 後援 北日本新聞社、富山新聞社、北陸中日新聞、 

読売新聞北陸支社、北國新聞社、 

    NHK 富山放送局、北日本放送、富山テレビ放送、 

チューリップテレビ、となみ衛星通信テレビ、 

テレビ金沢、MRO 北陸放送 

 協賛 日の出屋製菓産業、画材たんぽぽ、医王アローザ、 

ＪＡ福光、かゆう堂、となみ民藝協会、アーク引越 

センター北陸、アシスト、一休さんの米永、 

     ホクタテ 南砺市内の 11 郵便局 

 協力 栃木県鹿沼市立川上澄生美術館 

概要 版画の普及を目的に当展覧会を開催。児童・生徒や一般を対象に版画作品を全国から

広く募集した。親しみやすい年賀状形式による版画作品の公募であり、低年齢層から

一般まで、幅広く応募があった。公募、招待作品を合わせ 530 点の出品があり、応募

作品は全て展示した。平成 31 年より、棟方志功に影響を与えた版画「初夏の風」の作

者 川上澄生ゆかりの栃木県鹿沼市立川上澄生美術館と連携し、それぞれに開催の版画

展をＰＲしている。 
審査員 尾山章氏(木版画家・日本版画会副会長)、大谷弓子氏(大谷美術学園園長 児童絵画研

究家)、石井頼子氏(棟方志功研究家) 
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◇受賞者一覧 

賞 部門 氏名
一般 小西　鈴枝 （小矢部市）
中学生 長井　優奈 （南砺市立井波中学校2年）
小学生以下 山本　一輝 （南砺市立福光中部小学校4年）
一般 笠井　重光 （長野県）
中学生 松山　勇斗 （石川県志賀町立志賀中学校3年）
小学生以下 石黒　杜真 （富山市立中央小学校3年）

審査員長賞 一般 稲子　正夫 （埼玉県）
福光美術館長賞 一般 三田　宏行 （東京都）
川上澄生美術館長賞一般 増山　幸子 （栃木県）
となみ民藝協会賞一般 宮澤　晃平 （栃木県）

一般 二羽　富士夫 （石川県）
中学生 長谷川　結子 （南砺市立井波中学校2年）
小学生以下 室岡　響太郎 （黒部市立荻生小学校6年） 「響」は旧字体が正解
一般 大畑　和平 （北海道）
中学生 齊藤　紀久 （南砺市立井波中学校1年）
小学生以下 保坂　莉桜菜 （小矢部市立大谷小学校5年）
中学生 岡田　穣二 （富山市立速星中学校1年）
中学生 山崎　さくら （氷見市立北部中学校3年）
中学生 輪島　楓 （石川県金沢市立兼六中学校1年）
小学生以下 森田　菜遥 （南砺市立福光中部小学校3年）
小学生以下 和家　伊良 （東京都学芸大附属小学校1年）
小学生以下 田畑　芯乃輔 （富山大学人間発達科学部附属幼稚園年少）
小学生以下 梅田　ひかり （富山大学人間発達科学部附属幼稚園年中）
小学生以下 橋爪　瑛彦 （富山市立奥田北小学校3年）
小学生以下 大鋸　明莉 （氷見市立比美乃江小学校6年）
一般 松村　憲次 （富山市）
中学生 川田　康起 （富山市立北部中学校2年）
小学生以下 前崎　結生果 （高岡市立五位小学校6年）
一般 桐山　章 （南砺市）
中学生 山口　衣吹 （富山市立新庄中学校1年）
小学生以下 的場　孝輔 （氷見市立十二町小学校3年）
一般 北本　優季 （石川県立工業高等学校3年）
中学生 李　美萱 （富山大学附属中学校2年）
小学生以下 石村　優衣 （砺波市立砺波北部小学校3年）
一般 緑川　文和 （栃木県）
中学生 小橋　夕愛 （小矢部市立蟹谷中学校1年）
小学生以下 石村　悠真 （砺波市立砺波北部小学校1年）
一般 畝田　順子 （石川県）
中学生 草嶋　優育 （富山市立南部中学校1年）
小学生以下 宮下　愛理 （氷見市立朝日丘小学校5年）
一般 多田　實 （栃木県）
中学生 山脇　歩 （砺波市立庄川中学校1年）
小学生以下 窪　日花 （氷見市立朝日丘小学校3年）
一般 髙橋　巖 （静岡県）
中学生 石灰　叶汰 （富山大学人間発達科学部附属中学校1年）
小学生以下 竹　優奈 （氷見市立比美乃江小学校4年）
一般 山口　清一 （富山市）
中学生 北本　夏葵 （石川県金沢市立野田中学校3年）
小学生以下 湯浅　茉捺 （南砺市立福光中部小学校6年）

IOXアローザ賞

大賞

優秀賞

道の駅福光賞

日の出屋製菓賞

画材たんぽぽ賞

郵便局長賞

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

 
◇出品数 

部門 一般 中学生 小学生以下 応募総数 招待 総数 

応募・展示数 177 53 271 501 29 530 
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         表彰式                      展示会場 

関連行事 

【年賀状木版画講座】 

12 月 5 日(日)アートルーム  参加者 8 名 
 講師 水上悦子氏（木版画家） 

◇主な掲載紙  北日本新聞 12/6、1/21、23  富山新聞 12/6、1/21、1/23   

北陸中日新聞 1/21、1/23  読売新聞 1/21 

 
 
◎野を生きた書人 宮崎重美展 

会期 令和 4 年 3月 12 日(土)～4 月 10日(日)  
主催 南砺市、南砺市立福光美術館 

共催 北日本新聞社、北日本放送 

後援 富山県美術連合会、富山県書道連盟、富山新聞社 

北陸中日新聞社、読売新聞北陸支社、 

朝日新聞富山総局、毎日新聞富山支局 

ＮＨＫ富山放送局、富山テレビ放送、 

チューリップテレビ 

協力 株式会社グループフィリア 

概要 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 

   品作を中心に紹介した。 

 

 

 

 

 

 

 

              展示風景   
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関連行事  

【ギャラリートーク】3月 12日(土) テープカット後 企画展示室 

 講師：上田北山氏（書家）、仁張佳子氏（宮崎重美長女）  参加者：30 名 

【記念講演会】3 月 12日(土)  ロビー 

 演題：「五箇山の大先輩を語る」 

講師：池端滋氏  参加者：30 名 

【ワークショップ】3 月 20 日(日)、4 月 3 日(日) アートルーム             

 「印を刻ってみよう！ -篆刻講座-」 参加者：9 名 

「拓本を採ってみよう！ -拓本講座-」 参加者 8 名 

講師：上田北山氏 

◇主な掲載紙  北日本新聞 3/12、3/13  富山新聞 3/13、3/21   

北陸中日新聞 3/15  毎日新聞 3/15 

◇展示一覧 

作品名 制作年 展覧会 サイズ（㎝） 装釘
1・青春の日―棟方志功・大澤雅休との出会い[1947-1951]
三十帖策子 臨（伝橘逸勢） 1949 第1回書道芸術院全国学生展覧会

推薦/読売新聞社賞

（136×34）×6 まくり　

劉懐民墓誌銘　臨 1951 高岡産業博覧会　褒賞 （133×21.5）×6 まくり　
李興造像銘　臨 1951 第5回書道芸術院展　推薦 （133×32）×6 まくり
李興造像銘　臨 1951 第5回書道芸術院展　推薦 （133×32）×6 まくり
父響應母 1951 第4回書道芸術院展　佳作 （191×78）×2 軸装
洞中仙草 1952 第7回富山県展　褒状 （131×32）×4 まくり
2・前衛の季節―「いのち」の奔流[1952-1970]

権量銘　臨 1952 第5回書道芸術院展 （133×22）×6 まくり
青山 1953 第5回毎日書道展（壺中風月と青山同時出品)秀作賞 43.5×131 まくり
（不明） 1950年代 131×63.5 まくり　　

「鰻と蛙」より（草野心平詩） 1953 第8回富山県展　佳作賞 70.7×68.4 額装
「ごびらっふの独白」より（草野心平詩） 1954 第7回書道芸術院展　鑑査員 161.5×141.5 二曲屏風
「囈語」（山村暮鳥詩） 1954 第6回毎日書道展第三部（墨象美術）入選 161.2×141.2 二曲屏風
苦悩－B 1955 第8回書道芸術院展　特別賞 87×165 額装
塁 1958 第11回書道芸術院展　鑑査員 147.5×91.5 パネル
南無阿弥陀仏 1959 第14回富山県展（招待） 177×86.5 パネル
作品―吃　　　　　　　2点中の1 1963 第16回書道芸術院展 121.5×87 パネル
脈―63・Ａ 1963 第6回毎日前衛書展　会員 85.5×85 パネル
脈―63・Ｂ　※<当館所蔵> 1963 第6回毎日前衛書展　会員 84×84 パネル
作品C 1963 書道芸術院精鋭展（いとう画廊） 85×70 パネル
北川冬彦詩「馬」 1965 個展（高志画廊） 50×40.5 額装
アラゴン詩「鎧戸」 1965 個展（高志画廊/佐藤美術館） 62×55 額装
凹凸 1966 満田礼子・表立雲・宮崎重美三人の書展（養清堂画廊） 80×60.5 パネル
作品B　2点の内№2 1966 第9回毎日前衛書展 138×71.3 パネル
（不明） 1966 前衛書家三人展 66.1×92.1 パネル
圓―B 1967 第10回毎日前衛書展 139×83 パネル
圓―A 1967 第10回毎日前衛書展 139×83 パネル
關 1968 1972年個展（富山県民会館美術館） 71×71 パネル
無題 1969 第2回現代書展（東京セントラル美術館） 90×135 パネル  
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作品名 制作年 展覧会 サイズ（㎝） 装釘

飛 1969 第7回玄土社展/第18回富山県書道展 160×136 パネル
（不明） 1969 第21回毎日書道展（東京都美術館） 160×136 パネル
（不明） 1970 第19回富山県芸術祭　富山県書道展 81.8×114.5 パネル
仁―2 1970 第22回毎日書道展　会員 114.3×81.5 パネル
3・宮崎重美の声[宮崎重美の発言と多彩な活動]　※「6・資料」の項に記載
4・野を生きる魂―独行の壮年期[1971-1991]

いろは歌 1971 第20回芸術祭主催行事　富山県書道展 174×174 二曲屏風
大風呂敷 1972 個展（富山県民会館美術館） 174×173 二曲屏風
イロハ歌 1972 個展（富山県民会館美術館） 174.5×173.5 二曲屏風
百鬼夜行 1972 個展（富山県民会館美術館） 174×170.5 二曲屏風
大象無形 1972 個展（富山県民会館美術館） 174.5×173 二曲屏風
般若心経 1972 個展（富山県民会館美術館） 116×54 衝立パネル

百鬼夜行 1973 第22回富山県芸術祭富山県書道展（県民会館美術館） 91.5×91.5 額装
有頂天 1973 第6回現代書展 142.7×68.1 額装
たまゆら 1973 個展（富山県民会館美術館） 47.4×36 まくり
母 1973 個展（富山県民会館美術館） 68×68 まくり
作品　孤 1974 第26回毎日書道展　会員 91.4×91.3 額装
隠（Ｆ） 1974 個展（富山県民会館美術館） 53.1×45.5 パネル
女 1976 第28回毎日書道展 86×88.2 額装
〇△□ 1977 第29回毎日書道展 141.5×82.5 額装
乱 1978 第30回毎日書道展 93×62.6 額装
野海青児詩「縄文の守宮」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 24×13.7 色紙
野海青児詩「丘の上で」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 24×8.8 色紙
野海青児詩「海底火山」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 12×18.3 色紙
野海青児詩「地底の声」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 24×27 色紙
野海青児詩「紫蘭」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 11.9×27.2 色紙
野海青児詩「雑草」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 18.4×24.2 色紙
野海青児詩「来訪者」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 24.1×9.9 色紙
野海青児詩「冬」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 27×11.9 色紙
野海青児詩「鳥の断章」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 12.1×27.1 色紙
野海青児詩「光りの音楽」 1978 野海青児詩・宮崎重美書展（信盛堂書廊） 12×20.9 色紙
鬱A 1979 第34回富山県展（富山県民会館美術館） 74×92.3 額装
隠 1980 県書道連盟30周年記念富山県書道展（県民会館美術館） 130.5×134.5 額装

大道　※<上平市民センター蔵> 1980 290×200 額装
隠B 1980 第29回富山県書道連盟展 68×85 額装
隠―80A 1980 第35回富山県展 68×85 額装
刻C 1981 第31回市展（招待） 74.3×92.1 額装
飛 1982 第31回富山県芸術祭　美術連合展 137.5×137.5 額装
飛―82－6 1982 第37回富山県展　招待 70×91.7 額装
飛・82 1982 第31回富山県書道連盟展 70×91.5 額装
塵83－1 1983 置県100年記念　富山県美術連合会展 90×69 パネル
飛―83－1 1983 第38回富山県展　招待 70×91.5 額装
麗 1983 第13回教美展 90.3×69.1 パネル
難―59 1984 第39回県展　招待 90.3×69 パネル
難－84 1984 第33回富山県書道連盟展 70×91.5 額装
礎―85 1985 第15回教美展 69×90.5 パネル
盤―85 1985 第40回県展 90.5×69 パネル
華―86 1986 第36回富山市展　招待 91.5×70.3 額装
乱―86 1986 第16回教美展 90.3×68.9 パネル
妙―86 1986 第41回県展　招待 70×91.5 額装
白山宮社標 1986 440×65 拓本
刻―87A 1987 第42回県展　審査員 70×99 額装
草野心平詩「春殖」 1988 個展（信盛堂書廊） 290×100 段ボール紙ロール

草野心平詩「ごびらっふの独白」 1988 個展（信盛堂書廊） 825×100 段ボール紙ロール

草野心平詩「ごびらっふの独白」 1988 個展（信盛堂書廊） 1280×100 段ボール紙ロール

巡―89A 1989 第44回富山県展 80×69 まくり
巡―89B 1989 第19回教美展 54×68.5 まくり
川―899 1989 第38回富山県書道連盟展 55×69.5 まくり
臥―903 1990 第20回教美展 81.5×69 まくり
人―90A 1990 市民プラザオープン記念展（第1回市美術作家連合会展） 54.5×69.5 まくり
観 不詳 65×50 額装
麗〈古文による〉 不詳 24.1×33.3 パネル
人　90―Ｂ 1990 第39回富山県美術連合会展？ 102×121 額装  
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作品名 制作年 展覧会 サイズ（㎝） 装釘
5・尽きせぬ創作精神[1991-2013]

ことり 1991 宮崎重美展戯書展（アートスペースカワモト） 35×25 まくり
すずめ 1991 宮崎重美展戯書展（アートスペースカワモト） 35×25 まくり
めじろ 1991 宮崎重美展戯書展（アートスペースカワモト） 35×24 まくり
かめ 1991 宮崎重美展戯書展（アートスペースカワモト） 35×24 まくり
非 1991 第1回富山市美術作家連合会展 96.6×114.7 額装
有耶無耶 1992 個展（富山県民会館ギャラリーC） 116×86 額装
四苦八苦 1992 個展（富山県民会館ギャラリーC） 116×86 額装
蟲人間を見る 1992 個展（富山県民会館ギャラリーC） 55.8×40.6 まくり

大根大地へはだか打込む 1992 個展（富山県民会館ギャラリーC） 55.8×40.6 まくり
王維　鹿柴 1992 第41回富山県書道連盟展 44.5×68.5 まくり
王維詩「山居秋瞑」 1993 個展（平村郷土館） 50.5×85.5 額装
大伴家持歌 1993 53×125 まくり
杜甫詩「登高」 1994 視座ーとやまの作家たち展（富山県民会館美術館） 167.8×169 二曲屏風

謝霊運　石壁精舎還湖中作 1994 第4回富山市書作家協会展 68×101 まくり
斷 1997 第52回県展 72×103 額装
不動一歩行千里 1997 第46回富山県美術連合会展 118×87 パネル
李白　独坐敬亭山 1997 個展（エルフ富山アートギャラリー） 172.5×170.5 二曲屏風
杜甫詩「漫成」 1997 富山県書壇代表作家展 （138.5×69）×2 まくり
痴兀兀兀兀痴 1998 第47回富山県書道連盟展 117×87 パネル
春―象形文字― 1998 個展（ギャラリーＮＯＷ） 33×24 パネル
永―象形文字― 1998 個展（ギャラリーＮＯＷ） 33×24 パネル
天無門地無戸 1998 個展（ギャラリーＮＯＷ） 35×136 パネル
了々了時無可了 1998 個展（ギャラリーＮＯＷ） （129.5×67）×2 まくり
五風十雨（回文） 2000 個展（平村郷土館） （117.5×88）×2 まくり
栴檀林無雑樹 2000頃 180×58 まくり
学道如鑚火 2000 第55回県展　会員 178×57 まくり
止観―2001 2001 第11回富山市美術作家連合会展 117.5×86.5 まくり
吾無隠乎爾 2001 第56回県展　審査員 178.5×56.5 まくり
千虚不如一實 2001 富山県美術連合会創立50年記念美術連合展 181×62.5 額装
良寛詩 2001 個展（北日本新聞ギャラリー） 48×168.7 額装
烏黒鷺白 2001 個展（北日本新聞ギャラリー） 61.6×91 パネル
雲冉冉水漫漫 2001 個展（北日本新聞ギャラリー） 91×61.6 パネル
杜甫　飲中八仙歌 不詳 143×40 まくり

青木新門詩「みぞれの中を」 2005 ‘05企画展「とやまの四季を書く」富山県書道連盟 73×151 まくり
厳々 2005 第60回県展 118×89 まくり
粛々 2006 第61回県展 115×83.5 まくり
朏 2008？ 第1回？飛越交流美術展 46.5×63 パネル  
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 (３) コレクション室 
 コレクション室は旧常設展示室で、棟方志功と石崎光瑤の常設展示室が新設された平成 27

年 9 月以降、地元ゆかりの作家の収蔵作品を展示し、年間２回程度展示替を行い、無料で鑑

賞に供している。 

  また南砺市美術展の会場としても利用するほか、一般の展覧会会場として有料での貸出ス

ペースにもなっている。 

 
□be のコトと人とこの美 Art session in Nanto  ＊貸館展示 

 会期 令和 3年 3 月 6日(土)～令和 3年 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 
 概要 企画展「アートって何なん？ －やまなみ工房からの返信―」と同時開催。 
    富山を含む 9 つの県で活動するアーティスト 26 人の作品を展示。 
 
□おとなマンガの巨匠 富永一朗展 

 会期 令和 3年 5 月 14日(金)～6月 7 日(月) 
 概要 なつかしのテレビ番組「お笑いマンガ道場」でおなじみの漫画家・富永一朗氏の作品

70 点(当館所蔵)を展示。 
◇主な掲載紙  北日本新聞 5/23  富山新聞 5/23  北陸中日新聞 5/23 

◇展示一覧 

タイトル 作品サイズ 材質・技法
空とぶ自画像 31×45.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
虹むすめ 34.5×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
山里マラソン 46.5×67.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
ビックリ星人 50×35 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
蟹族が行く 34.5×49.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
浮遊人 50×34.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
かぐや星人 34.5×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
ホラ、お化けがまた来た！ 33.5×46.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
流星の夜の殺人事件 33.5×45.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
入れ目の効用　チキショウ、まだ起きてやがる！ 33.5×45.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
夜更けひととき 34×49 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
とびおり自殺と思われます 45.5×33 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
狐里錦秋　かあちゃん帰ろうよ！ 35×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
大口星人の森 34.5×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
谷の虹姉妹 34.5×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
とうもろこしの実る頃 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
假女霊怨（カメレオン） 33×48 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
両顔星人の群れ 35×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
桃太郎の斥候 49×34 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
花に浮かれて 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
ガジュマル星の母子 34.7×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
夜明けの遁走 45×67.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
黒い雨（ボスの死） 35×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
電気うなぎ雲 34.7×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
キツツキ心中 34.5×49.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆  
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タイトル 作品サイズ 材質・技法
三途の川 34.5×49.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
地獄の鈴蘭 34.5×49.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
地獄極楽 49.5×34.8 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
鬼月夜 48.5×67.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
酒呑童子の死 34.5×49.6 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
魔女狩り 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
山の人魚 33×48 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
鬼百合はいらんかえ～ 46×68.3 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
秋の大牧温泉 48×67.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
五月晴れ 35×50 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
水芭蕉の精 33×48 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
竹鬼族の女たち 49.5×34.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
かぐや誕生 34.5×49.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
山の託児所 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
かっぱからげて三度笠 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
雨乞い乱舞 22×31.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
心中日和 29×22.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
蝶の水のみ場 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
山の遊び場 29×22.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
山の子守歌 29×22.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
枯葉の旅路 22.5×29 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
台湾太魯閣での自画像 21.5×21.5 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
お笑いマンガ道場(ふりまわし） 30×39 紙・インク
お笑いマンガ道場(土管から3匹） 30×39 紙・インク
お笑いマンガ道場 (化粧） 30×39 紙・インク
お笑いマンガ道場 (バリカン） 30×39 紙・インク
お笑いマンガ道場(シンバル） 30×39 紙・インク
お笑いマンガ道場(ヒップアタック） 30×39 紙・インク
電気マッサージ 47×62.5 紙・インク・鉛筆
地震予知センター 47×62.5 紙・インク・鉛筆
ポンコちゃん 30×39 紙・インク
東京パンチ2点　＊おしゃべり、郵便配達のお兄さん 30×39 紙・インク・鉛筆
一朗ミステリー15 27×19 紙・インク・鉛筆
一朗ミステリー5 27×19 紙・インク・鉛筆
一朗ミステリー　酔いどれ心中　№50・ドッグレース 47×62.5 紙・インク・鉛筆
ミステリ通り(10.-5、10.28、11.11) 30×39 紙・インク・鉛筆
ミステリ通り 30×39 紙・インク・鉛筆
公僕キンサン91 30×39 紙・インク
公僕キンサン81-1 27×19 紙・インク・鉛筆
公僕キンサン81-2 27×19 紙・インク・鉛筆・色鉛筆
花のケチョン太　家庭教師の巻　№6 62.5×47 紙・インク・鉛筆
せっかちネエヤ(№689) 30×39 紙・インク
チンコロ姐ちゃん　№525　№504 47×62.5 紙・インク・鉛筆
チンコロ姐ちゃん904 31×23 紙・インク・鉛筆
チンコロ姐ちゃん924 31×23 紙・インク・鉛筆
ポンコツおやじ　№263 62.5×47 紙・インク・鉛筆  
 
□なんとフォトクラブ写真展２０２１  ＊貸館展示 

 会期 令和 3年 6 月 12日(土)～6月 20 日(日) 

 概要 なんとフォトクラブ会員 50 名、100 点の写真を展示。 
◇主な掲載紙  富山新聞 6/12、6/13 
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□－光陰－ 村田佳彦展 

 会期 令和 3年 6 月 30日(水)～8月 1 日(日) 

 概要 南砺市在住の若手漆作家 村田佳彦の南砺市初の個展。 
◇展示一覧 

■コレクション室内
タイトル 素材 サイズ（cm） 備考
シルエット - つむじかぜ - 楓、漆 W.12×D.5×H.16
シルエット - つむじかぜ - 楓、漆 28×12×21
結界 山眠る 楓、漆 82×8×18 個人蔵
シルエット - しかのなく - 楓、漆 13×24×18
シルエット - よもふけて - 楓、漆 5×11×16
シルエット - あさがきた - 楓、漆 5×11×30
シルエット - いきあかる - 朴、漆 133×51×39
シルエット - てんあおぐ - 楓、漆 10×6×29
シルエット - はしりゆく - 楓、漆 34×8×9
シルエット - あめあがる - 楓、漆 61×5×14
シルエット - ふりかえる - 楓、漆 27×6×11
シルエット - こえてゆく - 楓、漆 45×7×12
シルエット - いわばしる - 楓、漆 16×16×32
シルエット - いわばしる - 楓、漆 27×11×54
シルエット - いわばしる - 楓、漆 16×5×42
シルエット - かぜかおる - 楓、漆 24×12×22
シルエット - かぜかおる - 楓、漆 41×11×13
シルエット - そびえたつ - 朴、漆 34×8×83
シルエット - なみをおもう - 楓、漆 14×25×20 個人蔵
シルエット - とびかう - 楓、漆 51×11×12
シルエット - まいあがる - 楓、漆 16×9×38
シルエット - しずみゆく - 朴、漆 133×7×23
シルエット - いわばしる - 楓、漆 21×5×64
シルエット - そらおよぐ - 楓、漆 49×16×5
シルエット - うみわたる - 楓、漆 56×21×5
シルエット - かぜにのる - 楓、漆 35×12×8

■廊下展示ケース
タイトル 素材 サイズ（cm） 備考
朱のかんざし 楓、漆 13×4×3 5点
まめうつわ 朴、漆、乾漆粉 3点
みなもにうかぶ 朴、漆 16×11.5×3 3点
花入 - らせん - 竹、布、漆 3.5×3.5×30 2点
うづくり摺り漆蓋物 もこもこ 朴、漆 9×6×5
うづくり摺り漆蓋物 つん 朴、漆 9×6×5
うづくり摺り漆蓋物 ふわり 朴、漆 9×6×5
香合 ひとしずく 朴、漆 5.5×5×3.5 朱・黒　9点  
◇主な掲載紙  北日本新聞 7/19  富山新聞 7/1  北陸中日新聞 7/1、7/19 

 
 
□第１０回 和紙アートコンクール in なんと 

 会期 令和 3年 8 月 7日(土)～8 月 16 日(月) 

*当初 8月 22 日(日)までの開催予定であったが、新型コロナ感染拡大防止のための休館により 

開催を打ち切った。 

概要 アートで遊ぼう実行委員会主催のアートで遊ぼう事業による市内児童作品展示(62 名

62 点)について、従来のアートルームから移動して展示をした。 
◇主な掲載紙  北日本新聞 8/3  
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□冬季展示 会期 令和 3 年 12月 1 日(水)～令和 4 年 3月 7 日(月) 

*12 月 4日(土)～12 月 15 日(水)はエレベーター更新工事のため臨時休館 

◇展示一覧 

■コレクション室内
作者 タイトル 作品分類 制作年 備考
岩崎 巴人 虎穴 日本画 1995（平成7）年
岸岱 虎図 日本画 江戸時代後期
石井 駿 虎穴　虎子 書 不詳 南砺市役所蔵
石井 南耕 大安心 書 1984（昭和59）年
石井 克代 しるべ 書 2005（平成17）年
石井 克代 面影 書 1990（平成2）年
石井 駿 03風神 書 2003（平成15）年
石井 駿 03雷神 書 2003（平成15）年
石井 南耕 魂迫 書 不詳
石井 南耕 軌跡（上下） 書 1983（昭和58）年
石井 南耕 詠懐 書 1954（昭和29）年 第9回日展初入選作
表 立雲 世紀末 書 2000（平成12）年
表 立雲 翔Ⅳ 書 1972（昭和47）年
表 立雲 三四五 書 1974（昭和49）年
表 立雲 坤Ⅱ 書 1977（昭和52）年
表 立雲 寡黙 書 1984（昭和59）年
表 立雲 饒舌 書 1984（昭和59）年
表 立雲 今もわからない 書 1993（平成5）年
表 立雲 その時Ⅰ 書 2001（平成13）年
表 立雲 その時Ⅱ 書 2001（平成13）年
表 立雲 その時Ⅲ 書 2002（平成14）年
表 立雲 その時Ⅳ 書 2002（平成14）年
表 立雲 その時Ⅴ 書 2003（平成15）年
表 立雲 その時Ⅵ 書 2003（平成15）年

■廊下展示ケース
作者 タイトル 作品分類 制作年 備考
松村 秀太郎 ござぼうし 木彫 1940年(昭和15年)
松村 秀太郎 雪かき人夫 木彫 1933年(昭和8年) 第20回院展入選作
松村 秀太郎 捨て犬 木彫 1927（昭和2）年 第14回院展入選作
松村 秀太郎 少女立像 木彫 1931（昭和6）年 第18回院展入選作
松村 秀太郎 街を行く女性 木彫 1947年(昭和22年) 第32回院展入選作
松村 秀太郎 五箇の子供 木彫 1946年(昭和21年)
松村 秀太郎 鉄拐仙人 FRP樹脂 1938（昭和13）年
松村 秀太郎 芋洗 木彫 1940年(昭和15年)
松村 秀太郎 折鶴 木彫 1930（昭和5）年  
 
 
□拓本の美 
 会期 令和 4年 3 月 12日(土)～令和 4 年 4月 10日(日) 

概要 宮崎重美展の開催に合わせ、上田北山氏所蔵の碑刻拓本・中国石刻拓本 33 点を展示。 
◇展示一覧 

宮崎重美書碑拓本
碑名 寸法　縦×横(CM) 碑文
白山宮玉垣 100×30
白山宮・筑子唄 94×134
竈神社・洗心 67×150
東中江小学校・創校百年碑 58×94
水波廼女神社・社標 225×25
西勝寺・寺標 175×75
圓浄寺・寺標 225×70  
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山東省鄒県・崗山刻経摩崖
碑名 寸法　縦×横(CM) 碑文
如是刻・ 210×320 如是我聞一時婆伽・・・・・上
楞伽刻・ 129×70 楞伽
城中刻・ 115×110 城中彼山
炎如刻・ 150×159 炎如百千日照曜金山
複有刻・ 201×305 複有无量石経・・・・・百千妙
布刻・ 92×72 布
百刻・ 70×65 百
千刻・ 50×46 千
明激刻・ 73×137 明澈
複能刻・ 139×72 複能
現皆刻・ 159×166 現皆是古昔諸仙賢聖
思如刻・ 113×335 之與大比丘僧及大菩薩
衆皆刻・ 138×96 衆皆従種
種刻・ 136×71 種
他方刻・ 215×340 他方佛士倶来集会是・・自在
神通刻・ 136×227 神通之力奮迅游化善・・性識
二種刻・ 120×227 二種无我究竟通達
如是刻・ 275×95 如是我聞一時婆伽・・无量華
園香刻・ 199×192 園香樹皆寶香林・・・外明澈
日月刻・ 165×195 日月光暉不復能・・・思如實
與大刻・ 176×187 與大比丘僧及大・・・在三昧
東区鶏咀石上（如是我聞・・・）240×157 如是我聞一時佛・・・華已合
鶏咀石南面（掌恭敬向・・・） 140×110 掌恭敬向耆闍崛・・・我八戒
鶏咀石北面（二郎比丘恵・・・）180×220 二郎比丘恵暉・・・阿弥陀仏
大空王仏 123×36 大空王仏
阿弥陀佛 139×43 阿弥陀佛  
 

 
(４) 観覧者数 

展覧会名 開催期間 開催 
日数 

観覧者数（人） 入館者数（人） 

企画展 常設展 
 うち 

高・大生 
うち 

小・中学生 
アートって何なん？ 
－やまなみ工房からの返信－ 

令和 3 年 3 月 6 日 
～5 月 9 日 34 4,678 3,673 4,833 60 990 

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 

令和 3 年 5 月 29 日 
～7 月 26 日 51 1,740 1,528 4,197 25 62 

Art Quilt2021 
郷家啓子のキルトの道＆北陸

のキルトリーダーたち 

令和 3 年 9 月 13 日 
～10 月 31 日 42 4,338 2,876 4,664 31 297 

第 17 回 南砺市美術展 令和 3 年 11 月 13 日 
～11 月 28 日 16 2,834 162 2,996 ＊4 ＊5 

第 20回 なんと版画年賀状公

募展 
令和 4 年 1 月 22 日 
～2 月 20 日 26 1,023 260 1,311 ＊1 ＊34 

野を生きた書人 宮崎重美展 令和 4 年 3 月 12 日 
～4 月 10 日 17 742 533 822 10 17 

(コレクション室)富永一朗展 令和 3 年 5 月 14 日 
～6 月 7 日 (22)  － (226) － － 

(コレクション室)村田佳彦展 令和 3 年 6 月 30 日 
～8 月 1 日 (29)  － (1,381) － － 

常設展のみ  82 － 688 1,506 17 89 

計 268 16,962 9,720 20,329 148 1,494 

＊は常設展観覧者数である。 
（ ）はコレクション室においてのみ企画展を開催した時の観覧者数である。 
参考：令和 2 年度開催日数 261 日、入館者数 11,949 人 
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２ 収集・保存活動 
 
当館の所蔵品は、常設展示作家である版画家棟方志功、日本画家石崎光瑤に加えて、 彫刻家

松村秀太郎などの地元ゆかりの作家の作品を中心に構成されている。収集方針と収蔵美術品内

訳は巻末の「施設の概要」に記す。 

 

（１）購入作品 

    該当なし 

 

 

（２）寄贈作品 

受入日 作家名 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法（㎝）
R3.12.5 笹島喜平 少年の顔 昭和39年 木版画・まくり 21.5×18
R3.12.5 笹島喜平 高円山麓 昭和39年 木版画・まくり 23×30
R3.12.5 笹島喜平 あしの湖富士 昭和33年 木版画・まくり 34.5×27
R3.12.5 笹島喜平 箱根 昭和33年 木版画・まくり 37×33
R3.12.5 笹島喜平 箱根 木版画・まくり 37×33
R3.12.5 笹島喜平 黒谷風景 昭和38年 木版画・まくり 30×45.5
R3.12.5 笹島喜平 秋の山路 昭和21年 木版画・まくり 38.5×49.5
R3.12.5 笹島喜平 高原初冬 昭和22年 木版画・まくり 39×50
R3.12.5 笹島喜平 草堤晩夏（城端） 昭和22年 木版画・まくり 39×51.5
R3.12.5 笹島喜平 草堤晩夏 昭和22年 木版画・まくり 39×51.5
R3.12.5 笹島喜平 四谷風景 昭和28年 木版画・まくり 51×39
R3.12.5 笹島喜平 不動明王 No106 昭和63年 木版画・まくり 42×31
R3.12.5 笹島喜平 渓流（会津） 昭和29年 木版画・まくり 46×60
R3.12.8 南部吉英 夕映 昭和38年 漆芸・卵殻塗 H158×D32×W150
R3.12.8 南部吉英 彩漆飾棚 昭和44年 漆芸・髹漆 H90×D40×W155
R3.12.23 松村秀太郎

作者不詳
作者不詳
作者不詳

木工玩具17点
テラコッタ玩具3点
欧州農民工芸品1点
木工工芸品2点

大正初年～昭和初年

R4.1.19 宇賀神 米蔵 緑䕃 昭和45年 鍛金・銅 40×43×49
R4.1.19 宇賀神 米蔵 蒼華 昭和49年 鍛金・銅 47×48×50
R4.1.19 宇賀神 米蔵 あかり 昭和50年 鍛金・銅 39×39×64
R4.1.19 宇賀神 米蔵 蒼 昭和51年 鍛金・銅 50×52×47
R4.1.19 宇賀神 米蔵 緑創 昭和53年 鍛金・銅 40×45×70
R4.1.19 宇賀神 米蔵 蒼茫 昭和54年 鍛金・銅 43×44×55
R4.1.19 宇賀神 米蔵 残り雪 昭和59年 鍛金・銅 47×47×36
R4.1.19 宇賀神 米蔵 鍛金器　萌 昭和60年 鍛金・銅 41×42×36
R4.1.19 宇賀神 米蔵 のこりゆき 平成2年 鍛金・銅 53×58×36
R4.1.19 宇賀神 米蔵 鍛銅器 昭和61年 鍛金・銅 40×40×36
R4.2.7 郷家啓子 ZIGZAG格子 平成18年 キルト 155×155
R4.2.21 棟方志功 薫染韻 昭和24年頃 倭画・紙本彩色・軸装 画寸35.4×46.8  
 
以下、１～１３まで笹島喜平作品

　　１　少年の顔　　　　　２　高円山麓　　　　　　　　　３　あしの湖富士  
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　　　４　箱根　　　　　　　　　５　箱根　　　　　　　　　６　黒谷風景

　　７　秋の山路　　　　　　　　８　高原初冬　　　　　　　　９草堤晩夏（城端）

　　　10　草堤晩夏　　　　　　　11　四谷風景　　　　　　12　不動明王 No106

　　　13渓流（会津）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　南部吉英「夕映」　　　　　　　　　　　　南部吉英「彩漆飾棚」
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　　　　　　　　　松村秀太郎作品　一式

　宇賀神米蔵「緑䕃」　　　宇賀神米蔵「蒼華」　宇賀神米蔵「あかり」　　宇賀神米蔵「蒼」

　宇賀神米蔵「緑創」　　宇賀神米蔵「蒼茫」　　　宇賀神米蔵「残り雪」　　宇賀神米蔵「鍛金器　萌」　　　　　

宇賀神米蔵「のこりゆき」　　宇賀神米蔵「鍛銅器」  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

　　　　郷家啓子「ZIGZAG格子」　　　　　　　　　　　　棟方志功「薫染韻」
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（３）寄託作品 
分類 作家名 作品名 制作年 技法・材質・形状 所蔵 寄託期間 備考

日本画 棟方志功 五箇山之図 昭和25年 紙本着色・軸 吉江中学校 H27.4.1～R3.3.31 平成21年度より
日本画 棟方志功 大守護妙天神尊像 昭和21年 倭画・軸 個人 H27.4.1～R3.3.31 平成23年度より
日本画 棟方志功 福光之山々図 昭和26年 倭画・軸 福光中学校 H27.4.1～R3.3.31 平成25年度より
書 棟方志功 読書尚友 不詳 墨・色紙 福光中学校 H27.4.1～R3.3.31 平成25年度より
洋画 棟方志功 善知鳥板画巻 昭和13年 版画・額装 個人 H27.4.1～R3.3.31 平成25年度より
日本画 棟方志功 七姫屏風（御七媛図） 昭和21年 倭画・屏風 個人 H30.4.1～R2.3.31 平成18年度より
洋画 棟方志功 立山連峰を望む海岸風景 昭和25年 油画・額装 NHK富山放送局 H30.4.1～R2.3.31 平成22年度より
洋画 棟方志功 二菩薩釈迦十大弟子 昭和14年 版画・屏風 個人 H30.4.1～R2.3.31 平成28年度より
日本画 石崎光瑤 牡丹 不詳 袱紗 個人 H30.4.1～R2.3.31 平成28年度より
日本画 石崎光瑤 小菊 不詳 袱紗 個人 H30.4.1～R2.3.31 平成28年度より
工芸 竹村白鳳 芙蓉 不詳 風呂敷 個人 H30.4.1～R2.3.31 平成28年度より
資料 棟方志功 日記・ハガキ 昭和20～23年 個人 H30.1.29～R3.3.31 平成29年度より
日本画 石崎光瑤 荒塘聖狐乃図 明治43年 絹本着彩・軸 個人 H30.7.6～R2.3.31 平成30年度より
日本画 棟方志功 法林寺熊野社　十二支絵馬 昭和32年 板絵彩色・額装 熊野神社 R元.10.1～R3.3.31 令和元年度より
日本画 棟方志功 絵馬 昭和24年 板絵彩色・額装 熊野神社 R元.10.1～R3.3.31 令和元年度より
日本画 石崎光瑤 海老 不詳 絹本彩色・軸装 個人 R4.1.1～R5.3.31 令和3年度より
日本画 石崎光瑤 秋光 昭和10年代頃 絹本彩色・軸装 個人 R4.1.1～R5.3.31 令和3年度より
日本画 石崎光瑤 日本画小下絵 不詳 紙本彩色 個人 R4.1.1～R5.3.31 令和3年度より
日本画 石崎光瑤 罌粟 昭和11年 絹本着彩・軸装 個人 R4.1.1～R5.3.31 令和3年度より  
 

 

 

 

（４）保存・修復 
 

作品保存のため、下記作品をＦＲＰ樹脂化した。 
   

 作家名      作品名   製作年     分類              寸法（㎝）         加工業者（完成日）  

松村秀太郎   首        不詳       彫刻・彫塑・石膏    46.0×20.5×21.0   ㈱竹中銅器（R4.1.28） 

松村秀太郎  青年の顔  不詳        彫刻・彫塑・石膏  46.5×19.5×20.5   ㈱竹中銅器（R4.1.28） 

松村秀太郎  青年 首  昭和 15 年   彫刻・彫塑・石膏  48.5×15.0×16.5     ㈱竹中銅器（R4.1.28） 

  
 鯉雨画斎における、押入の板戸、厠の天井・壁・板戸など棟方作品のクリーニングおよび剥離止めを行った。 

 施工業者：(一財)石川県文化財保存修復協会 

 

 ◇主な掲載紙 北日本 7/16  富山 7/16 

 

 

（５）貸出記録 
   

 貸 出 先  朝日町立ふるさと美術館 

 展覧会名  東の巴人 西の志功展 －二人の鬼才 岩﨑巴人と棟方志功－ 

会  期  令和 3 年 6月 4 日～7 月 11 日 

貸出期間  令和 3 年 5月 26日～7 月 15 日 

 
  部門    作家名    作品名                          

 肉筆画   棟方志功   福光法林寺徑道絵巻々図 

木版画   棟方志功   空海頌「花波の柵」 

  木版画   棟方志功   鐘渓頌「朝菊の柵」「鴛鴦の柵」「風聞の柵」「薔薇の柵」 

  木版画   棟方志功   瞞着川板画巻 

  木版画   棟方志功   不来方板画柵「雨ニモマケズ」の柵 

木版画   棟方志功   不来方板画柵「看病シテヤリ」の柵 

木版画   棟方志功   東湧西没の柵 

木版画   棟方志功   流離抄板画巻「狐狼の柵」 

木版画   棟方志功   流離抄板画巻「深々の柵」 

木版画   棟方志功   ミシシッピー河の自板像の柵 

肉筆画   棟方志功   美魅寿玖の図 

肉筆画   棟方志功   干支女帖 

肉筆画   棟方志功   四季福光風景 

書     棟方志功   徹道 

日本画   岩﨑巴人   虎穴之図 
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３ 教育・普及活動 

(１)アートで遊ぼう事業 

 この事業は、ワークショップ活動を通じて、南砺の子どもたちに美術・芸術に親しみをもってもらうこと

を目的としているもの。事業は実行委員会を組織して実施しており、南砺市の伝統工芸である五箇山和紙を

使ったワークショップ「和紙アートコンクール in なんと」を実施し、制作した作品を審査・表彰し、展示開

催している。 

 

◇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（学芸員）・定村瑶子（学芸員） 

◇「第１０回 和紙アートコンクール in なんと」 

 講座内容 市内小学校１～６年生を対象とした、五箇山和紙を使用した作品制作(ちぎり絵・切り絵・にじ

み絵) 

 開 催 日 令和 3年 7月 31 日(土) 

 会  場 南砺市立福光美術館 企画展示室・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 62 名 

 後  援 北日本新聞社 

◇関連行事 

【表彰式】感染症拡大防止のため実施せず。 

【作品解説】感染症拡大防止のため実施せず。 

【作品展示】8月 7 日(土)～16 日(月) コレクション室 

◇表彰者一覧 

賞 氏名 学校・学年 参加コース 作品名
北日本新聞社賞 岩﨑　あい 福光南部小6年 ちぎり絵 狙う烏
審査委員長賞 湯尾　美祝 福野小5年 ちぎり絵 たくさんのトマトが実ったよ
優秀賞 石崎　由莉 福光中部小2年 にじみ絵 みんみんぜみくん
優秀賞 石崎　晶也 福光東部小3年 ちぎり絵 強いクワガタ
優秀賞 水落　寿々奈 福光東部小6年 切り絵 向日葵畑
奨励賞 梅基　真織里 福野小1年 にじみ絵 ゆめのコスモス
奨励賞 樋口　慶久 福光中部小3年 ちぎり絵 にじ色のザリガニ
奨励賞 西井　美里 福光南部小3年 にじみ絵 ゆめの中のねこ
奨励賞 得永　葵衣 井波小4年 ちぎり絵 えさをキャッチ
奨励賞 森　夏奈花 井波小5年 ちぎり絵 赤の情熱
奨励賞 浦井　千晶 福野小6年 切り絵 ねずみが休けいチュー
努力賞 菅原　知花 福野小1年 にじみ絵 ちょうちょがみつをのんでいるよ。
努力賞 冨堂　壮太 福光南部小1年 ちぎり絵 くわがたからふる
努力賞 池田　彩乃 福光中部小2年 にじみ絵 にぎやかなパンダスイミー
努力賞 高長　櫂 城端小2年 にじみ絵 トラがシカをしとめた。
努力賞 安居　凜乃 城端小2年 ちぎり絵 わたしもとるぞ、金メダル
努力賞 池田　優月 福光中部小2年 ちぎり絵 深海のせかいへようこそ
努力賞 米田　鈴 福光東部小3年 ちぎり絵 元気な夏のひまわり
努力賞 松本　志唯 福光中部小5年 切り絵 はじけるレモン
努力賞 石崎　藍琉 福光東部小5年 切り絵 夏の風景
努力賞 才田　菜々美 福光中部6年 切り絵 疫病退散　コロナに負けるな  
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(２)美術館で開催した講座 
 

□「木の温もりとやさしい音色 木彫りの笛を 

作ろう」 
 内 容 木彫りの笛制作 

月 日 令和 3年 7月 10 日(日) 

会 場 福光美術館 アートルーム 

講 師 谷口信夫氏（木彫工芸作家） 

参加者 5名 

□「何ができるかな？ 積み木であそぼう！」 
 内 容 積み木の制作 

月 日 令和 3年 7月 10 日(日) 

会 場 福光美術館 アートルーム 

講 師 当館職員 

参加者 12 名 

□年賀状木版画講座 
 内 容 木版画による年賀状の制作 

月 日 令和 3年 12 月 5日(日) 

会 場 福光美術館 アートルーム 

講 師 水上悦子 氏（木版画家） 

参加者 8名 

□「印を刻ってみよう！ -篆刻講座-」 
 内 容 篆刻の制作 

月 日 令和 4年 3月 20 日(日) 

会 場 福光美術館 アートルーム 

講 師 上田北山氏（書家） 

参加者 9名 

□「拓本を採ってみよう！ -拓本講座-」 
 内 容 拓本の制作 

月 日 令和 4年 4月 3日(日) 

会 場 福光美術館 アートルーム 

講 師 上田北山氏（書家） 

参加者 8名 

 

(３)他の生涯学習機関との連携事業 
 

 

□小学生招待事業 
月  日 令和 3 年 4月 21 日(水)、22 日(木)、23 日(金)、28 日(水)、30 日(金)、 

企画展名 「アートって何なん？ －やまなみ工房からの返信－」 

会  場 福光美術館 企画展示室・コレクション室・常設展示室 

講  師 当館学芸員 

参 加 者 南砺市立小学校 4校の 5･6 年児童 706 名 

(４)体験・実習等 

□中学生社会体験事業 14 歳の挑戦 

*新型コロナウイルス感染拡大により実施されず。 

 

□高校生インターンシップ事業  

 高校の職業体験事業に協力し、職場体験を受け入れている。 

 学校名 高岡工芸高校 2 年生 1 名 

 日 程 令和 3年 6 月 30 日(水)～7月 2日(金) 

 内 容 美術品取り扱い実習・物品整理・企画展事務補助等 

 

□博物館実習  

 学芸員資格取得のための博物館実習生を受け入れている。 

 学校名 京都女子大学 4 年生 1 名 

 日 程 令和 3年 8 月 2日(月)～8月 6日(金) 

 内 容 美術品整理及び取り扱い実習・資料整理・企画展事務補助等 

学校名 富山大学 4 年生 1 名 

 日 程 令和 3年 9 月 21 日(火)～9月 29 日(水) 

 内 容 美術品整理及び取り扱い実習・資料整理・企画展事務補助等 
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(５)福光美術館・愛染苑友の会 

福光美術館・愛染苑友の会は、棟方志功、石崎光瑤、松村秀太郎など福光美術館の常設展示作家をはじめ

南砺市ゆかりの作家を研究・支援し、美術を愛する人々が集い、福光美術館と愛染苑の発展・南砺市の文化

振興の向上・会員相互の研鑽と親睦を目的として活動している。 

 

□令和３年度 会員数９３名（一般会員７９名、特別会員４名、企業特別会員１０社） 

 

□令和３年度 役員名簿 

 会    長 齊藤 光一 

 副  会  長 尾山 章 大浦 洋志 

 相  談  役 石井 頼子 辻澤 功 

 顧    問 片岸 昭二 片岸 博 

 理    事 上田 伸一 大塚 智子 河南 洋美 岸 静香 定村 誠 中村 雅子 堀越 勝 

 山田 晃 湯浅 直之 吉居 瑤子 吉江 康幸 渡邊 一美 

 監    事 平野 信一 安丸 千香子 

 事 務 局 長 大塚 智子 

 事務局長補佐 上田 伸一 

庶    務 渡邊 一美 

会    計 中村 雅子 

 

 

 

□令和３年度 事業 

 期 日    事業名（場所等）                                    

 令和３年 

 4 月 10 日  友の会会報第 36 号発行 

 4 月 20 日  令和 3年度総会 

 7 月 13 日  役員会（第 1回 棟方志功資料館） 

 8 月 24 日  役員会（第 2回 福光美術館アートルーム） 

 9 月 11～13 日 棟方志功紙芝居原画展（福光交流センター） 中止 

  9 月 13 日  愛染忌準備（知源寺） 

  9 月 13 日  愛染忌法要（知源寺） 

9 月 13 日  紙芝居上演（福光交流センター） 中止 

 9 月 13～30 日 愛染忌献句・献歌の展示（棟方志功資料館） 

 11 月 27～28 日 棟方サミット in 杉並（杉並区郷土博物館、杉並区勤労福祉会館） 

 12 月 4日  棟方まつり記念講演会（石井頼子氏 福光福祉会館） 

 12 月 10 日 友の会会報第 37 号発行 

 12 月 21 日 役員会（第 3回 割烹ときわ） 

 3 月 10 日  友の会会報第 38 号発行 

3 月 22 日   役員会（第 4回 棟方志功資料館） 
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４ 分館 棟方志功記念館「愛染苑」 

(１)展示活動 

吾妹子頌展  会期 令和 3 年 3月 24 日(水)～ 6 月 21 日(月） 

無盡蔵頌展  会期 令和 3 年 6月 23 日(水)～9 月 20 日(月･祝) 
*8 月 18 日(水)～9月 12 日(日)は新型コロナ感染拡大防止のため臨時休館 

青花頌展   会期 令和 3 年 9月 22 日(水)～12 月 20 日(月） 

命々頌展   会期 令和 3 年 12 月 22 日(水)～令和 4年 3月 28 日(月） 

誌歌頌展   会期 令和 4 年 3月 20 日(水)～ 6 月 27 日(月） 

 

◇吾妹子頌展 令和3年3月24日(水)～ 令和3年6月21日(月）
作品名 制作年 装丁 種別
鐘渓頌　落葉の柵 昭和20年 額装 板画
右向きに走る裸婦の柵 昭和22年 額装 板画
白肌妃の柵 昭和22年 額装 板画
火の願ひ板画柵　女人像の柵 昭和22年 額装 板画
美誕の柵 昭和23年 額装 板画
波乗妃の柵 昭和23年 額装 板画
板経板画柵　坤　鯉妃の柵 昭和23年 額装 板画
女人観世音板画巻 昭和24年 六曲一隻屏風 板画
打出の小づちの柵 昭和24年 額装 板画
黒肌双妃の柵　右の柵 昭和24年 額装 板画
黒肌双妃の柵　左の柵 昭和24年 額装 板画
天妃乾坤韻　工楽頌両妃散華 昭和26年 額装 板画
紫袂の柵 昭和30年 額装 板画
鍵板画柵　大首の柵 昭和31年 額装 板画
瘋癲老人日記板画柵　颯子の柵 昭和37年 額装 板画
カット絵　3点 板画
白描女人図 昭和22年 軸装 倭画
三妃乾坤一草楼色紙匡 昭和22年 倭画
瑠璃光明図 昭和25年 額装 倭画
飛天妃図扇面 昭和26年 額装 倭画
愛染裸婦 不詳 額装 倭画
四天雄飛の図(レプリカ) 昭和25年 額装 倭画
吾妹集の内二首 昭和21年 額装 書
吾妹子の窓邊に描きし… 昭和22年 額装 書
灼く嶽に泣く川の… 昭和22年 額装 書
小矢部川の歌  外五首 昭和22年 額装 歌稿
小矢部川の歌　筒盌 昭和26年 陶器絵付け
「鯉雨」　棟方志功：著 昭和34年 図書
「棟方志功　畫集」 昭和22年 図書
「板畫の道」 昭和31年 図書
「板勁」 昭和19年 図書
「深林」 昭和22年 歌誌
棟方家族 昭和21年 写真
花深処 昭和49年 写真
棟方チヤ夫人 不詳 写真
永原廣　作　志功坐像 昭和24年 石膏原型 彫刻
石崎俊彦宛　伝言「ノリヲ・・・」 不詳 伝言文
展覧会案内状　7点 ハガキ
日本藝業院　日本板画院　マイヨール会 表札
河井寬次郎　作　香炉　 陶器  

 

◇主な掲載紙 北陸中日新聞 5/27 
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◇無盡蔵頌展 令和3年6月23日(水)～9月20日(月･祝)
作品名 制作年 装丁 種別
作品名 制作年 装丁 種別
華厳譜の内 釈迦如来の柵 昭和11年 額装 板画
観音経板画巻の内 声文身の柵 昭和13年 額装 板画
愛染品板画巻 昭和21年 六曲一隻屏風 板画
御三尊会座の柵 昭和22年 額装 板画
城端別院太鼓堂の柵 昭和22年 額装 板画
挿頭花板画集 昭和23年 まくり 板画
令明、五郎蝉取の柵 昭和24年 額装 板画
五郎魚取の柵 昭和24年 額装 板画
蓮如上人北国勧化御影の柵 昭和24年 額装 板画
女人観世音板画巻 昭和24年 六曲一隻屏風 板画
光徳寺蓮弁 昭和24年 額装 板画
知源院蓮弁 昭和24年 額装 板画
道祖土頌の内 馬頭の柵 昭和25年 額装 板画
騎象仏の柵 昭和25年 額装 板画
騎獅仏の柵 昭和25年 額装 板画
赤尾道宗臥像の柵 昭和25年 額装 板画
カット絵　3点 板画
福光田園風景 昭和23年 軸装 倭画
四天雄飛の図　(レプリカ) 昭和25年 額装 倭画
扇子　無事 不詳 倭画
団扇　みみずく図 不詳 倭画
無盡蔵 昭和26年 額装 書
乾坤 昭和32年 軸装 写真
医王風景 昭和26年 陶板
「鯉雨」　棟方志功：著 昭和34年 図書
「棟方志功　畫集」 昭和22年 図書
「板畫の道」 昭和31年 図書
「板勁」 昭和19年 図書
「深林」 昭和22年 歌誌
棟方家族 昭和21年 写真
花深処 昭和49年 日本画
永原廣　作　志功坐像 昭和24年 石膏原型 彫刻
石崎俊彦宛　伝言　「ノリヲ・・・」 不詳 伝言文
展覧会案内状　7点 ハガキ
日本藝業院　日本板画院　マイヨール会 表札
河井寬次郎　作　香炉　 陶器  

 

◇主な掲載紙 北日本 8/5  富山 6/24  北陸中日 8/9 
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◇青花頌展 令和3年9月22日(水)～12月20日(月）
作品名 制作年 装丁 種別
火の願ひ板画柵 昭和22年 六曲一双屏風 板画
松河伯の柵 昭和25年 額装 板画
蔵書票　青花文庫 昭和22年 額装 板画
栖霞品板画柵 （紫蘇の葉に…） 昭和25年 額装 板画
栖霞品板画柵 （朝顔を…） 昭和25年 額装 板画
愛染品板画巻　十一面尊繰珠の柵 昭和21年 額装 板画
五郎魚取の柵 昭和24年 額装 板画
令明、五郎蝉取の柵 昭和24年 額装 板画
愛染品板画巻　雷神御乱打の柵 昭和21年 額装 板画
挿頭花板画集 昭和23年 二曲屏風 板画
カット絵　3点 板画
ヒヤシンスの詩図 昭和21年 額装 倭画
愛染苑前庭 昭和32年 額装 倭画
瑠璃光明図 昭和25年 額装 倭画
愛染苑初夏 昭和49年 額装 倭画
四天雄飛の図(レプリカ) 昭和25年 額装 倭画
青花堂 昭和25年 額装 書
河井寬次郎　作　香炉　 陶器
濱田庄司　作　鉄絵茶碗霜縅　　箱書　棟方志功 陶器
濱田庄司　作　赤絵八角台鉢 陶器
棟方家族 昭和21年 写真
棟方志功と石崎俊彦 昭和47年 日本画
石﨑俊彦 不詳 洋画
花深処 昭和49年 彫刻
青花堂 昭和25年 表札
日本藝業院　日本板画院（大小2種） 表札
マイヨール会 表札
永原廣　作　志功座像 昭和24年 塑像
石崎俊彦宛　伝言 「ノリヲ・・・」 伝言文
ちよゑさん書き入れ　愛染苑図面 図面
棟方志功新作色紙展観 昭和23年 展覧会案内葉書
岡村吉右衛門「模様染」展観 昭和22年 展覧会案内葉書
日本民藝館・国画会同人四人展 昭和24年 展覧会案内葉書
（河井武一・河井博・岡村吉右衛門・鈴木繁男） 展覧会案内葉書
棟方志功板畫展 昭和23年 展覧会案内葉書
濱田庄司先生近作赤絵展観 昭和22年 展覧会案内葉書
河井寛次郎先生新作陶磁展観 昭和22年 展覧会案内葉書
棟方志功藝業展観 昭和23年 展覧会案内葉書
深林 昭和22年 図書
板畫の道 昭和31年 図書
板勁（表紙コピーと著書） 昭和19年 図書
棟方志功畫集 昭和22年 図書
鯉雨 昭和23年 図書  

 

◇主な掲載紙 富山 9/23  
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◇命々頌展 令和3年12月22日(水)～令和4年3月28日(月）
作品名 制作年 装丁 種別
火の願ひ板画柵 昭和22年 六曲一双屏風 板画
水洟やの柵　水洟や運命にもまれいのち長　 昭和26年 額装 板画
クリスマスカード（メリー・クリスマス松竹梅） 不詳 板画
石崎俊彦宛　年賀状　 昭和28,31,33,34,35,37,41年 板画
挿頭花板画集　７柵　 昭和23年 捲り 板画
雨ニモ負ケズ板画巻の内　釈迦御微笑の柵　 昭和19年 額装 板画
遺憾なことの柵　詞・河井寬次郎　　 昭和19年 額装 板画
火の願ひ板画柵の内　とら 昭和22年 額装 板画
黒肌双妃の柵（左）　 昭和24年 額装 板画
天妃乾坤韻　工楽頌両妃散華 昭和26年 額装 板画
白肌妃の柵　山吹妃 昭和22年 額装 板画
カット絵　3点 板画
観自在之菩薩　 昭和23年 軸装 倭画
美ハいのちナリ　　 昭和20年 額装 倭画
美ハ生命ナリ 昭和20年 額装 倭画
天神様 昭和22年 軸装 倭画
四天雄飛の図　(レプリカ) 昭和25年 額装 倭画
無事 不詳 扇子 倭画
灼く嶽に泣く川の如恋愛し焼太刀礪波吾妹の肌 昭和22年 額装 書
萬年枝 昭和25年 軸装 写真
命々 不詳 原稿
河井寬次郎　作　香炉　 陶器
河井寬次郎　作　扁壺辰砂菱花　　　 陶器
濱田庄司　作　鉄絵茶碗霜縅　箱書　棟方志功 陶器
棟方家族 昭和21年 写真
棟方志功と石崎俊彦 昭和47年 日本画
花深処 昭和49年 洋画
日本藝業院　日本板画院　（大小2種） 表札
マイヨール会 表札
永原　廣　作　志功座像 昭和24年　 塑像
石崎俊彦宛　伝言「ノリヲ・・・」 伝言文
棟方志功新作色紙展観 昭和23年 展覧会案内葉書
岡村吉右衛門「模様染」展観 昭和22年 展覧会案内葉書
日本民藝館・国画会同人四人展 昭和24年 展覧会案内葉書
（河井武一・河井博・岡村吉右衛門・鈴木繁男） 展覧会案内葉書
棟方志功板畫展 昭和23年 展覧会案内葉書
濱田庄司先生近作赤絵展観 昭和22年 展覧会案内葉書
河井寬次郎先生新作陶磁展観 昭和22年 展覧会案内葉書
棟方志功藝業展観 昭和23年 展覧会案内葉書
日本藝業院第一回展覧会 昭和21年 展覧会案内葉書
（伊藤四郎、石崎俊彦、棟方志功、織田一磨、石黒連舟、谷伊三郎、野村玉枝）
深林 昭和22年 図書
手ぬぐい 昭和24～26年頃 デザイン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－30－



◇詩歌頌展 令和4年3月30日(水)～ 6月27日(月）
作品名 制作年 装丁 種別
火の願ひ板画柵 昭和22年 六曲一双屏風 板画
龍胆の柵 昭和31年 額装 板画
栖霞品　紫蘇の葉に穴をあけたる虫見たし 昭和23年 額装 板画
栖霞品　朝顔を煽ぎて遊ぶ扇かな 昭和23年 額装 板画
雨ニモ負ケズ板画巻の内　薬師如来御宝珠の柵 昭和19年 額装 板画
雨ニモ負ケズ板画巻の内　釈迦御微笑の柵　 昭和19年 額装 板画
普羅の柵 昭和38年 額装 板画
流離抄板画巻　深々の柵 昭和28年 額装 板画
紫袂の柵 昭和30年 額装 板画
カット絵　3点 板画
遺憾ナコトニハ 不詳 倭画
小矢部川のほとり図 昭和22～24年頃額装 倭画
光明御薬師如来像 不詳 軸装 倭画
四天雄飛の図　(レプリカ) 昭和25年 額装 倭画
灼く嶽に泣く川の如… 昭和22年 額装 書
瞞着川連作の内「名月の句」「水底の大石の句」 昭和21年 額装 書
吾妹集の内二首 昭和21年 額装 書
吾妹子の窓辺に描きし…　 昭和22年 額装 書
雑詠四首 昭和20年 額装 原稿
小矢部川の歌 外五首 昭和22年 額装 原稿
河井寬次郎　作　香炉　 陶器
小矢部川の歌筒盌 昭和26年 陶器
鉄絵牡丹華文筒盌 昭和26年　 陶器
陶板「医王風景」 昭和26年　 陶器
鯉魚文急須「鯉雨画斎」 昭和26年　 陶器
双魚文中皿 昭和26年　 陶器
詩人　柳井三千比呂氏の「詩を語る会」 昭和24年 ポスター
棟方家族 昭和21年 写真
棟方志功と石崎俊彦 昭和47年 写真
花深処 昭和49年 写真
日本藝業院　日本板画院（大小2種） 表札
マイヨール会 表札
永原　廣　作　志功座像 昭和24年　 塑像
石崎俊彦宛　伝言「ノリヲ・・・」 伝言文
棟方志功新作式紙展観 昭和23年 伝言文
岡村吉右衛門「模様染」展観 昭和22年 伝言文
日本民藝館・国画会同人四人展 昭和24年 伝言文
（河井武一・河井博・岡村吉右衛門・鈴木繁男） 伝言文
棟方志功板畫展 昭和23年 伝言文
濱田庄司先生近作赤絵展観 昭和22年 伝言文
河井寬次郎先生新作陶磁展観 昭和22年 伝言文
棟方志功藝業展観 昭和23年 伝言文
深林 昭和22年 図書
棟方志功畫集 昭和22年 図書
板勁 昭和21年 図書
板畫の道 昭和31年 図書  
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(２)貸出記録 

  令和３年度、愛染苑収蔵作品の貸出は行っていない。 

 

 

 (３)令和３年度観覧者数 

展覧会名 開催期間 開催日数 入館者数（人） 

吾妹子頌展 令和 3年 4月 1 日(木)～ 6 月 21 日(月） 71 513 

無盡蔵頌展 令和 3年 6月 23 日(水)～9月 20 日(月･祝) 55 516 

青花頌展 令和 3年 9月 22 日(水)～12 月 20 日(月） 78 1,057 

命々頌展 令和 3年 12 月 22 日(水)～令和 4年 3月 28 日(月） 78 387 

詩歌頌展 令和 4年 3月 30 日(水)～ 3 月 31 日(木） 2 25 

計 284 2,498 

                                    (令和 2年度    251 日       2,188 人) 
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