これからの展覧会（2019年度事業予定）
巡回展

特別展

日本のガラス展
会期 ／前期

後期

Glass ’
18 in Japan

4月6日
（土）～5月19日
（日）
5月25日
（土）～7月7日
（日）

田嶋 悦 子 花 咲きぬ

ク③
トピッ
学生ボランティアさん

会員による多様な表現方法とコンセプトを持つ新作が出品さ

の色ガラスを組み合わせ、静謐な中に力強さを湛えたオブジェ

れ、その質の高い内容から国内だけ

シリーズから、
レモンイエローの花をモチーフに、
ガラス作家と

でなく海 外 でも高く評 価されていま

の協 働によって生 み出され

す。14回目の開催となる本展では、会

た伸びやかなインスタレーシ

た 。今 後 もボランティア
の方と協力しながら、皆

形の魅 力に迫ります 。
ともに

回先である当館では前期と後期に分

窯から生まれながら、相反す

けて作品を展示します。

る性質を持つガラスと陶が共
鳴しあう夏の花園です。

’
18 Monument／山田輝雄／2018年
撮影：福田稔 JGAA賞受賞

企画展

会期 ／10月5日
（土）～12月1日
（日）

藤田喬平（1921-2004年）は、
日本を代表するガラス作家

in 能登島

会期 ／12月7日
（土）～2020年2月16日
（日）

1984年に国内公募展として始まり、1988年以降は国際公

の一 人で、ガラス作 家として初めて2 0 0 2 年に文 化 勲 章を受

募 展として3 年ごとに開 催されてきた「 国 際ガラス展・金 沢 」

章しました。琳派の作品に触発され制作した自身の代表作品

の 第 1 4 回 展となります 。世 界 各 国

群「飾筥」シリーズをはじめ、
ヴェネチアン・グラスの伝統技法

から集まった作 品の中から、1 次 審

を取り入れた「ヴェニス」シリーズ、
「オ

査を通過した約70点の入選作品を

ブジェ」の大 作など、一 つのスタイル

紹介します。意欲的にガラス素材に

かざりばこ

に留まることなく、表現の幅を広げよう

向き合い、新しい表現を探求してい

と意欲的に創作に取り組みました。本

く国内外の作家の作品をとおして、

展では3つの作品群を軸に作家独自

「世界のガラス・シーンの今」を展望

の表現と造形の魅力を紹介します。

します。

ヴェニス花瓶／藤田喬平／1987年頃
石川県能登島ガラス美術館蔵 撮影：岡村喜知郎

Ambiguity／広垣彩子／2016年
前回大賞受賞作品

し、私もとても良い経験をさせていただきました」と
コメントをいただきまし

当 館の収 蔵 品について学 べ
る小 学 生 向けのワークシート
です 。ご家 族やお友だちと一

さんに親しまれる美術館

緒に考えることで、作 品 鑑 賞

を目指し、活 動していき

がより楽しくなる内 容となって
います。ぜひご利用ください。

たいと思います。

●七尾市文化施設等共通観覧券
七尾市の文化施設を有効期限内なら何度でも利用できる共通
券を販売しています。当館でも購入＆利用ができます。能登観

美術館活動をサポートしてくださる方を下記のとおり募集し
ます。
当館のボランティアは登録制です。
ご都合の良い時間で1回
から参加できます。詳細は当館までお気軽にお問合せください。
募集対象／高校生以上で説明会に参加いただける方
（説明会は随時開催）
活動内容／①イベント、
ワークショップのお手伝い
②団体鑑賞サポート
活動時間／1回につき3時間以上

＊お礼として1回のご参加につき当館招待券2枚を進呈します。

ガラ美から
車で30分！

色とりどりの

春季特別展

光の性質や角度によって、美しい輝きを放つガラスはとても
魅力的な素材です。そのガラスに鉱物を混ぜることで作り出
された色ガラスは、ある時は宝石のような輝きで私たちの憧れ
ップな色 彩で目を楽しませて

茶道具とりどり／名品がかたる－能登の美術
2019イタリア・ボローニャ国際絵本原画展

会期／11月1日
（金）～12月8日
（日）
（ 会期中無休）

レクション作 品の中から色ガ

冬の優品おもてなし ～等伯、浮世絵、現代絵画まで～
東京国立近代美術館工芸館移転連携事業

ラスを用いた作 品を中心に、

いろど

彩りにおいても、
また、その表

石川県能登島ガラス美術館だより

大正ロマンとモダンデザイン ～大正イマジュリィの世界～

会期／8月3日
（土）～9月16日
（月・祝）
（ 会期中無休）

秋季特別展

くれます。本展では、当館のコ

5

夏季特別展

２日間パスポート：一般1,000円、学生（高・大） 800円
１年間パスポート：一般2,600円、学生（高・大）1,300円
【 利用対象施設 】 能登島ガラス
美術館、七尾美術館、七尾城史資
料館、懐古館、能登国分寺展示館、
蝦夷穴歴史センター、
中島お祭り資
料館・中島お祭り伝承館、明治の館

見

本

美術館インフォメーション
◆入館料
個人（高校生以上） 800円
団体（20名以上） 700円
中学生以下
無 料

◆交通案内
自動車／
金沢方面から･･･ のと里山海道・徳田大津JCTを経由、能越道・和倉ICから約20分
富山方面から･･･ 能越道・氷見ICを経由、七尾ICから約35分

◆休館日
毎月第3火曜日（祝日の場合は翌日休）
年末年始（12月29日～1月1日）
展示替え期間、館内整備期間
＊展示替え休館日は当館HPや年間スケジュールでご確認ください。

◆開館時間
4月～12月：午前9時～午後5時
1月～ 3月：午前9時～午後4時30分

電車・バス／
金沢方面～和倉温泉駅･･･金沢駅から特急列車で約1時間
富山方面～和倉温泉駅･･･高岡駅から和倉温泉行きバス
「わくライナー」
で約1時間45分
和倉温泉駅～美術館･････能登島交通バス「のとじま臨海公園ゆき」で約30分
「美術館前」下車すぐ
＊能登島交通バスご利用の方へ
バス停「美術館前」は乗車と降車の場所が異なりますのでご注意ください。

飛行機／
のと里山空港から車で約1時間

http://nanao-af.jp/glass/

人間国宝を中心に・陶磁器の美と技

百彩鉢／神田正之／2007年
石川県能登島ガラス美術館蔵
撮影：岡村喜知郎

能登島ガラス美術館コレクション

号

作品紹介

これまでの展覧会・イベント
（2018年度事業報告）
これまでの展覧会・イベント
（2018年度事業報告）／トピック①スペシャルなワークショップ
2018年度ガラ美の足あと／2019年度事業によせて／学芸員おすすめ図書／トピック②ガラ美通信お休み＆SNS始めます
これからの展覧会（2019年度事業予定）／近隣の施設情報
トピック③学生ボランティアさん／ボランティア募集中／おすすめ利用サービス／インフォメーション

不規則なカーブを描くオリーブ色の円筒
状のガラスに、５つの横顔が浮かび上がっ
ています。ガラスを円筒形に吹いて成形し
た後、バーナーで熱して柔らかくした状態
のガラスに横顔の型を押し当てて作られた
ものです。力の入れ具合や角度によって微
妙に異なる形状になり、見る角度によって
も表情が変化して見えます。作家は、一つ
の作品が完成するまでの人間関係もまた作
品制作の一部と捉えており、空間に（心理
的に）何らかの力が加わることで人の表情
や感情が変化するさまや、そこで描かれる
人間模様などを制作プロセスごと作品に取
り込んで表現しているのです。
沈黙／武永 和茂／2001年

乳白色のガラスに赤色のガラスをかぶ
せ、赤色の層を彫り抜いて山水花鳥の浮彫
文様が施された一対の蓋つきの壺です。こ
き

のように二色以上のガラスをかぶせる被せ
ガラスは、清朝時代のガラスに多く用いら
れた技法で、アール・ヌーヴォーのガラス
芸術にも影響を与えました。乳白ガラスを
地として、東屋と柳の木のそばにたたずむ
ぶ雁の群れなどが赤いガラスで描かれ、の

＊入館は閉館時間の30分前まで。

◆公式ＨＰ
美術館の最新情報、近隣の観光情報もご紹介！
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馬、草を食む山羊、鉤の形になって空を飛
どかな夕方の山間の村の風景が浮かび上が

会期／9月21日
（土）～10月20日
（日）

をかき立て、
またある時は、ポ

作品たちを紹介します。

長谷川等伯展 ～屏風・襖―大画面作品を中心に～

会期／4月27日
（土）～5月26日
（日）
（ 会期中無休）

会期 ／2月22日
（土）～4月5日
（日）

現においても「 色とりどりの」

石川県七尾美術館で開催される
2019年度の主な展覧会

光や、美術館・博物館めぐりが好きな方におススメです。

受付期間／2019年3月1日（金）～2020年2月29日（土）

＊障害者手帳をお持ちの方は手帳のご提示で入館料が減免になります。
その他、各種割引については、直接お問合せください。

テーマ展

40分程度

●ガラ美のわくわくシート
（子ども向けセルフガイド）

美術館ボランティア募集中

国 際ガラス展・金 沢 2 0 1 9

目次

10分程度

施設概要と作品解説をご希望の場合

んからは「来た人みんな楽しそうにしていて良かった

Flowers 12／田嶋悦子／2012年／作家蔵
撮影：斎城卓

巡回展

藤田喬 平展（ 仮 題 ）

所要時間：施設概要のみの場合

のワークショップで活動された高校生の瀬口碧海さ

たた

第

発行／2019年3月28日

能 登 島 ガラスコレクション 作 品 紹 介

れる立体作品で知られる田嶋悦子の個展。白の陶土に鋳造

Notojima Glass Art Museum : NEWSLETTER

内サービスの受入れは一度につきバス2台までとなります。

せ ぐち あ お い

柱として1978年から3年ごとに開催される展覧会です。毎回

ョン作品まで、その独自の造

て当館スタッフが施設概要や作品解説などを行います。
なお、案

度は高校・大学生を含む4人の登録がありました。夏

植物をモチーフに、陶とガラスを組み合わせた生命力あふ

員 7 9 名と公 募 入 選 者 3 2 名を合わせ

事前に電話でお申込みいただければ、
ご要望の時間に合わせ

ティアの募集と受入れを毎年行っています。2018年

「日本のガラス展」は、
日本ガラス工芸協会活動の最大の

た計 1 1 1 名の最 新 作が出品され、巡

●美術館スタッフによる館内案内

美術館活動への理解を深めてもらうため、ボラン

会期 ／7月13日
（土）～9月29日
（日）

せいひつ

ガラ美のおすすめ利用サービス

◆公式ブログ
美術館の出来事をスタッフが能登島弁でご紹介！

http://notojima-garabi.cocolog-nifty.com/blog/

◆公式Facebook
近日公開！

ります。器の形を取りながらも、一対の絵
画を思わせるような優品です。
しろ じ べにきせさんすい かちょうもんふたつきつぼ

白地紅被山水花鳥文蓋付壺／18世紀

中国（清朝）

〒926－0211 石川県七尾市能登島向田町125部10番地
TEL（0767）84－1175 FAX（0767）84－1129
編集・発行／石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）

会期／12月14日
（土）～2020年2月11日
（火・祝）
※詳細は石川県七尾美術館HPを、
またはお問い合わせください。
（TEL：0767-53-1500）
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石川県能登島ガラス美術館だより

これまでの展覧会・イベント（2018年度事業報告）

2018年度 ガラ美の足あと

テーマ展

透かし見る―ガラスの風景

企画展

会期 ／2018年11月10日
（土）～2019年3月31日
（日） 開館日数 ／128日間

ガラスの植物園

ガラスによる風景表現をテーマに、石川県能登島ガラス美術館のコレクション作品を展観
する展覧会です。本展では、全展示室を使って「大地と天空」
「日常、時間、
自然」
「装飾とし

会期 ／2018年4月21日
（土）～7月22日
（日） 開館日数 ／90日間
入館者数 ／12,405人

ての風景文様」
「20世紀美術の縮図」
という4つのテーマ
を設けて、現代ガラス作品、中国清朝のガラス工芸、20世

植物を主題にした5人の作家によるグループ展。最初の展示室では、花をモチーフに色

紀の巨匠のデザインによるイタリア・フランスのガラス彫刻を

とりどりの砂糖菓子のような作品を制作する西悦子、記憶や感情を花や花びらに乗せて

展示。
自然の景色、人々の営みなど目に映る風景に作家の

抒情的に表現する小曽川瑠那の作品を紹介しました。
もう一つの展示室では、身近な植

視点が加わって現れる新たな風景のイメージを、鑑賞者ひ

物のイメージの断片を集め、生命そのものを象徴する植物の姿を描き出す藤原信幸、植

とりひとりに目を凝らして見てもらおうという試みです。

物の種子などの電子顕微鏡画像を元に、新たな種の標本を作る勝川夏樹、土地や人の
記憶をテーマに、実際の植物を板ガラスに挟んで焼成し封じ込めた佐々木類の作品を展
示。人々の暮らしや感情に寄り添う植物の多様なイメージに触れる展覧会となりました。

2018年度教育普及事業

◆会期中の関連イベント
スペシャルワークショップ「身近な草花でつくるハーバリウム」
開催日時 ／2018年5月4日
（金・祝）、5月6日
（日）各日14：00～
参加者数 ／39人 参加費 ／1,000円

展覧会にちなんで、
「ハーバリウム」
（植物標本）
を作る
ワークショップを開 催しました。展 覧 会出品 作 家たちが身

主な活動

●わくわくワークショップ リクエスト編&
冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験
開催日時 ／リクエスト：通年
（随時受付）

近な植 物からインスピレーションを受けていることから、美

ほっこり：2018年12月から2019年2月までの毎土・日曜・祝日
土曜日 13：30～15：30、
日曜日・祝日 10：00～12：00

術 館の庭 園や職 員の自宅 付 近に生 息している草 花を中

ガラス素材の面白さや工芸の楽しさを知ってもらうため、手

心に採取、乾燥させた花材を用いました。何種類もの草花
を組み合わせて、
自分だけの特別な標本が完成しました。

軽にできるワークショップを開催しています。通年開催の「リク
エスト編」は、学校行事での利用が多く、児童・生徒さんたちは
思い思いの作 品を完 成さ
せていました。冬季限定開

特別展

ガラスのうつわ

催の「 冬はガラ美でほっこ

手から生まれる暮らしのかたち

会期 ／2018年7月28日
（土）～11月4日
（日） 開館日数 ／97日間 入館者数 ／14,996人
協力 ／のとじま手まつり実行委員会、
松尾地所株式会社 ※50音順

私たちの身近にある暮らしの道具「ガラスのうつわ」に焦点をあてた、当館でも初めて
の展覧会です。人の手によって作られたものには、道具としての役割だけでなく、見て触
れて使うことで私たちの感性を刺激し、暮らしを豊かなものへと導く力があります。本展で
は作家6名それぞれの暮らしへの見つめ方、
うつわに対する想いなどを紹介しながら、素
材や暮らしに真摯に向き合う作家の手によって作られた、多種多様な表現の展開をみせ
るガラスのうつわを展示しました。

◆会期中の関連イベント
スペシャルワークショップ「やさしいコーヒーの淹れ方講座」
開催日時 ／2018年9月16日
（日）、23日
（日・祝）各日①10：00～、②14：00～
参加者数 ／27人 参加費 ／500円
講師 ／純喫茶 中央茶廊 マスター 窪 丈雄氏

のとじま手まつり実行委員会との連携企画。作家が制作
した器を実際に使う場を作ろうと、市内で喫茶店「中央茶
廊」を営む窪丈雄さんを講師に招き、ハンドドリップによるコ
ーヒーの淹れ方講座を開催しました。実行委員会が選んだ
器とともに日頃口にするコーヒーに注目し、丁寧に扱うことで

り！ガラス彫 刻 体 験 」では、

●バーナーワークデモンストレーション
開催日時 ／2018年8月11日
（土・祝）、12日
（日）各日10：00～16：00
協力／齊藤秀輝さん、齊藤悠子さん、高田範子さん、三浦由起子さん ※50音順

北陸を拠点に制作活動を行う4人の作家による実演イベント
を開催しました。
このイベントでは、バーナーの炎でガラスを溶
かして成 形や装 飾をしていく
工程を間近に見ることができま

しゃいました。

●絵本のじかん
～絵本で感じる作品世界～
開催日時 ／2018年7月15日
（日）、10月7日
（日）、11月24日
（土）、

2019年3月21日
（木・祝） 各日14：00～（約40分）

絵本の読みがたりとギャラリートークを組み合わせたプログ
ラムを、今年度の全ての展覧会で実施しました。読みがたりパ
ートで魅力的な絵と言葉に引き込まれ、その余韻を残しつつ展
示空間へ入っていくと、絵本と展覧会の世界が繋がって広がり
ます。絵本が持つ力にいつもワクワクします。今後は、絵本や展
覧 会に合わせて色々な場
所で読みがたりをしてみた
いと思っています 。天 気 が
良い日には、
きれいな海 が
見える場 所で絵 本を読む
のもいいかもしれませんね。

2019年度事業によせて

た大 勢の方に、目の前で繰り
広げられる巧みな技の数々を

2018年度は「ガラスの植物園」
「ガラス

ご覧いただきました。

のうつわ
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手から生まれる暮らしのかた

ち」
「 透かし見る―ガラスの風 景 」と3 本
の 展 覧 会を開 催しました。これらには、

ク①
トピッ

「身近なものを見つめなおす」というテー
マが通底しています。身近すぎて私たち

スペシャルなワークショップ

が見過ごしてしまうようなものにも、作家た
ちは鋭い感性で普遍的な価値を見出し、

展覧会テーマと関連付けて企画したワークショッ

ガラスという素材と向き合って作品として

プを「スペシャル」と題して開催しています。使用する

結 実させます。そのような作 家たちの視

道具などによって制限を設けることもありますが、基

10月21日
（日）
「石川文化の日 記念イベント」文化体験コーナー（ガラス彫刻）
参加者数／16人
会場／能登演劇堂
11月4日
（日）
出張ワークショップ
（わいわい能登島ふれあいまつり）
参加者数／20人
11月21日
（水）
リクエストワークショップ
参加者数／16人
11月24日
（土）
「絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～」
参加者数／4人
絵本／『光の旅、
かげの旅』
（作・絵：アン・ジョナス、訳：内海まお、評論社）
11月28日
（水）
リクエストワークショップ
参加者数／10人
2019年1月2日
（火）
・3日
（水）
入館先着100名に新春ちょこっとプレゼント
（両日とも）
1月18日
（金）
『ガラ美通信 No.49』発行
12月～2月の毎土日・祝日
「冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験」
参加者数／146人
3月8日
（金）
『ガラ美通信 No.50』発行
3月21日
（木・祝）
「絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～」
参加者数／15人
絵本／『光の旅 かげの旅』
（作・絵：アン・ジョナス、訳：内海まお、評論社）
『風の星』
（作・絵：新宮晋、訳：アン・B.ケーリ、福音館書店）
［収集・保存／調査・研究］
新収蔵作品（寄贈） 2作家7点
コレクション作品撮影（11点）
展示室B・C展示ケース照明器具交換（光ファイバー→LED）

ク②
トピッ

ガラ美通信お休みの
お知らせ＆SNS始めます

美術館の旬な情報をより親しみやすい形で伝えようと、2006年
から発行してきた「ガラ美通信」ですが、50号をもって休刊すること
になりました。
しかしながら、読者の皆様、悲しむことなかれ。
ただい
ま美術館ではFacebookページを開設準備中！2019年度からは
Facebookにて引き続き「ガラ美通信」に
登場してきたキャラクターたちによる情報
発信を行う予定です。準備が整うまでしば
しのお別れですが、新しいスタイルでの
「ガ
ラ美通信」
を楽しみにしていてください。

点を紹介できた1年だったのではないかと

本的に子どもから大人までどなたでも参加いただけ

思います。

るものです。2018年度は、身近な草花を使ったハー

2019年度は展覧会が5本に増え、
（職

バリウムやビー玉を積みあげてランプシェードを作り

員は大忙しですが）それだけ多くの作家

ました。2019年度はガラスの研究者を講師に招い

の表現を紹介する機会が増えるというこ

たワークショップを開催予定です。参加者の方に展

とでもあります。

覧会をより深く楽しんでいただけ

ぜ ひ 作 家 たち

るよう企画します。今後、美術館

の 新し い 表 現

H P にて 詳 細 を 公 開していきま

に触れにお越し

す。皆 様 の ご

ください。

参 加お待ちし
ています。

海に遊ぶ
（部分）／
栗田保久／1991年

見えてくるそれぞれの魅力を再発見する機会となりました。
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8月2日
（木）
リクエストワークショップ
参加者数／21人
8月4日
（土）
・5日
（日）
スペシャルワークショップ「ビー玉でつくるランプシェード」
参加者数／51人
8月6日
（月）
リクエストワークショップ
参加者数／27人
8月11日
（土）
・12日
（日）
「バーナーワークデモンストレーション」
別棟１Fに美術雑誌閲覧コーナー開設
見学者数／641人（のべ人数）
8月20日
（月）
リクエストワークショップ
参加者数／24人
9月16日
（日）
・23日
（日・祝）
スペシャルワークショップ「やさしいコーヒーの淹れ
方講座」
参加者数／27人
講師／純喫茶 中央茶廊 マスター
（アドバンスド・
コーヒーマイスター）窪丈雄氏
10月3日
（水）
リクエストワークショップ
参加者数／123人
10月7日
（日）
「絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～」
参加者数／9人
絵本／『おちゃわんかぞく』
（文：林 木林、絵：いぬんこ、白泉社）
『ほうちょうさん ききいっぱつ』
（作・絵：宮西達也、教育画劇）
10月20日
（土）
・21日
（日）
スペシャルワークショップ「ビー玉でつくるランプシェード」
参加者数／32人
10月18日
（木）
『ガラ美通信 No.48』発行

す 。作 家との会 話を交えなが
ら、子どもから大人まで来場し

旅の記念品や思い出作りと
して体 験される方もいらっ

［教育・普及］
5月4日
（金・祝）
・6日
（日）
スペシャルワークショップ「身近な草花でつくる
ハーバリウム」
参加者数／39人
5月8日
（火）
リクエストワークショップ
参加者数／69人
5月13日
（日）
リクエストワークショップ
参加者数／19人
6月13日
（水）
『ガラ美通信 No.47』発行
6月20日
（水）
リクエストワークショップ
参加者数／13人
6月30日
（土）
リクエストワークショップ
参加者数／12人
7月7日
（土）
リクエストワークショップ
参加者数／25人
7月12日
（木）
リクエストワークショップ
参加者数／31人
7月15日
（日）
「絵本のじかん～絵本で感じる作品世界～」
参加者数／21人
絵本／『あさがお』
（ 作・絵：荒井真紀、金の星社）
7月17日
（火）
絵本読みがたり職員研修会
講師／しびびの会（七尾市）
7月28日
（土）
・29日
（日）
「ガラ美感謝祭・2018」
（ 7/29開館記念日、
七尾市民無料デー）入館者全員にオリジナル
はがきプレゼント
（両日とも）
市民無料デーには入館先着100名に限定
グッズプレゼント
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学芸員のおすすめ図書

『ローマン・グラス』
（松永伍一 著、二重作曄

写真、1997年、京都書院）

ローマン・グラスとは、
ローマ帝国時代に帝国領内で製造・流通していた
ガラス製品を指します。長い間土や砂の中に埋もれていたガラスには、土
中のミネラルとの化学変化によって表面に金属皮膜
ができる「銀化」現象が見られ、玉虫色の輝きを持つ
ものがあります。
この書 籍には、ローマン・グラスのコレクターでも
あった詩人・松永伍一（1930-2004年）が詠んだ詩22
編が、
ローマン・グラスの写真とともに綴られています。
長い時を経て現代に現れた古代ガラスに、悠久のロ
マンを感じます。

石川県能登島ガラス美術館だより

4

