
スペシャルワークショップ「ガラスの模様を楽しむ　アートな万華鏡を作ろう！」
開催日時／ 8月21日（日）13:30 ～ 16:30
参加者数／親子7組17人　　ゲスト／ガラス作家　野田由美子さん　　参加費／ 2,000円

野田さんから日頃の創作活動についてお話を聞いた後、手作りのガラスパーツを具材に
使った万華鏡を作りました。パーツの色や形、分量の違いで、様々な模様ができました。

のとじまガラス・スタイル「バーナーで作る　ガラスのアクセサリー」
開催日時／2016年6月19日（日）　①10:30～、②13:00～、③14:30～　　参加者数／15人
講師／ガラス作家　市川篤さん ＊アシスタント 浅野恵理子さん　　参加費／2,500円

大人の方を対象にしたワークショップ。出品作家の市川さんを講師にお招きし、バーナ
ーの炎の中でガラス棒を溶かし、伸ばしながら滴形のネックレスを作りました。

多様な色彩があり技法がある現代ガラスアート。これがガラスなの？と思わせる造形や
質感のガラス作品を選んで紹介する一風変わった展覧会を開催しました。ガラス素材の多
様な魅力に気づいていただき、ガラスに対する新たな認識が生まれたのであれば幸いです。

企画展

～ガラスが○○に変身！？～ 
ガラスに見えないガラス展
会期／ 2016年7月16日（土）～ 9月4日（日）　　開館日数／ 50日間　　入館者数／ 11,379人
協力／金沢卯辰山工芸工房、公益財団法人石川県デザインセンター、黄金崎クリスタルパーク、
　　　富山市ガラス美術館　＊50音順

◆会期中の関連イベント

石川県能登島ガラス美術館だより

巡回展

日本のガラス展
～挑戦する現代ガラス～
会期／前期2016年4月9日（土）～ 5月23日（月）、後期2016年5月28日（土）～ 7月10日（日）
開館日数／ 86日間　　入館者数／ 10,496人
主催／公益財団法人七尾美術財団、七尾市、日本ガラス工芸協会

これまでの展覧会・イベント（平成28年度事業報告）

日本ガラス工芸協会（1972年発足）が3年毎に開催している展覧会。本展では16年ぶりに
一般公募部門が復活し、35名の作品が入選しました。当館では、協会員81名とあわせた116
名の最新作を展示し、日々進化し続ける現代ガラスの最先端をご覧いただきました。
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◆会期中の関連イベント

特別展

ヴェネチアン・グラス
～美しきガラスへの憧憬～
会期／ 2016年9月10日（土）～ 11月20日（日）　 開催日数／ 69日間　　入館者数／ 9,264人
協力／石川県立美術館、神戸市立博物館、サントリー美術館、町田市立博物館、まほろば瑠璃ノイエ ＊50音順

15世紀ヴェネチアで開発された限りなく無色透明に近いガラス「クリスタッロ」。その透
明性を生かし作られた芸術性の高いガラス器は、ヨーロッパ各国の王侯貴族たちを魅了し

ました。繊細優美な造形美を持つヴェネチアン・グラスに魅了され、
16世紀以降ヨーロッパ各国で作られたヴェネチア様式のガラス器。
さらに、初公開作品を含む日本へと渡ったヨーロッパ製のガラス器
をあわせて展示し、ヴェネチアン・グラスが各国のガラス製造に与
えた影響について紹介しました。
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●ガラ美・感謝祭2016
開催日時／ 2016年7月30日（土）、31日（日）
協力／㈲能登島ガラス工房、Kota Glass、案山子窯、陶房久平窯、
　　  陶房独歩炎、のとじま手まつり実行委員会、能登デザイン室

ガラス美術館の開館記念日（7月29日）にちなんで開催。お
得な価格でできる「ガラス玉作り」体験に
は10人の参加者があったほか、島内に工房
を構える方々に出品協力をいただいた「島
のクラフトギャラリー」では325人の観覧
者がありました。31日は七尾市民入館無料
デーを開催して46人の利用がありました。
また、イベント両日には移動カフェ車も登
場し、ガラ美周辺がとても賑わいました。

●ガラスで不思議体験！
　バーナーワークデモンストレーション
開催日時／ 2016年8月12日（金）～ 14日（日）　10:00 ～ 16:00
実演作家／齊藤秀輝さん、齊藤悠子さん、宮村和美さん

石川や富山で創作活動をおこなう3名の作家による実演イ
ベントを美術館内で開催しました。このイベントは、バー
ナーの炎でガラスを溶かして成形・装飾する作業工程を間

近に見られるほか、
観覧者の質問に作家
の方々が答えてくれ
る貴重な機会です。3
名とも話がお上手
で、楽しく、わかり易
く教えてくださいま
した。

　 平成28年度 能登島“ガラスの丘”プロジェクト 主な活動
本プロジェクトは、当館スタッフが各分野の専門家や地域住民の方々と協働し、能登の海と山を臨む当館のアート空間を活用

して、ここでしか味わえない文化・芸術体験の場を生みだすことを目的としています。

トピック
① 新学芸員の紹介

●ガラ美キッズ・こども学芸員
開催日時／ 2016年10月2日（日）　13:30 ～ 16:30
参加者／小学4～ 6年生10人

子供たちに美術館で働く専門職
員（学芸員）の仕事を体験しても
らうイベントを開催しました。参
考作品を使って実際に作品調査を
おこなったり、作品鑑賞で気に
なった作品を他の参加者に紹介し
たり、ちょっぴり本格的なプログ
ラムを体験してもらいました。美
術館の活動に興味を持ってもらえ
たかな？

平成28年4月に学芸員として着任しました。 前職では
工芸を含め、現代美術を中心に扱っていましたので、ガラ
スについては覚えることが山のようにあり、まだまだ慌た
だしく毎日が過ぎています。 同じ石川県内の出身ですが、
海の近くで生活したことがないので、毎日海を見られる環
境がとても新鮮で、贅沢だなあと
思いながら日々お仕事をさせてい
ただいています。 ぜひ、能登島の
きれいな海とガラス造形の魅力
に触れにいらしてください。 本当
にいい所ですよ。 お待ちしてます！
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スペシャルワークショップ「夢の世界を封じ込めよう！ガラスびんでスノードーム作り」
開催日時／12月10日（土）、11日（日）　受付①10:00～11:30、②13:30～15:30
参加者数／28人　　参加費／1,250円

展覧会に、球体状のガラス容器の中にガラス製の小品を入れた作品が出品されたことに
ちなんで、ガラスびんを使ったスノードーム作りをおこないました。

◆会期中の関連イベント

巡回展

国際ガラス展・金沢2016 in 能登島
会期／ 2016年11月26日（土）～ 2017月1月29日（日）  開催日数／ 59日間　　入館者数／ 3,437人
主催／国際ガラス展・金沢開催委員会  
　　　〔構成〕石川県、金沢市、金沢商工会議所、（公財）石川県デザインセンター

世界の40の国と地域から374点の応募があった中から、今回大賞を受賞したのは広垣彩
子さん（神奈川県在住）の作品「Ambiguity」。無数のガラス棒で構成された不思議な質感の
作品です。ガラスが触手のようにも見え、不思議な生命体をイメージさせます。

米田晴子 学芸員
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平成 29年度の活動によせて

石川県能登島ガラス美術館だより4

トピック
②

ガラ美のわくわくシート

平成28年度  ガラ美の足あと

学芸員のおすすめ図書学芸員のおすすめ図書
今回は、文化情報誌「エプタ」（発行：ヒノキ新薬株式会社、編

集：エプタ編集室、頁数：66ｐ）をご紹介します。この冊子は2～3か
月毎に発行され、毎回、１つのテーマを様 な々切り口で紹介してい
ます。掲載情報が盛りだくさんのほか写
真も豊富で、深く楽しく読むことができま
す。最新号は奄美を特集した第80号
（2017年1月発行）です。2009年7月
発行の第42号ではガラスが特集され、
当館の情報も掲載していただきました。
1冊の定価700円（税込）。

末吉守人 館長（本人撮影）

「エプタ第42号」表紙ほか

4月7日（木）
富山市ガラス美術館へ
当館収蔵品3点貸出し
（7/22まで）

5月1日（日）・4日（水祝）
スペシャルワーク
「板ガラスのオブジェ作り」開催
参加者／ 78人

5月9日（月）
庭園内の除草作業
5月15日（日）
リクエストワークショップ
参加者／ 38人
5月17日（火）、24日（火）
館内清掃
6月13日（月）
庭園内の除草作業（6/16まで）
6月19日（日）
ガラス・スタイル「ガラスのアクセサリー」開催
6月21日（火）
館内清掃
7月17日（日）・18日（月祝）
スペシャルワーク
「夏のフォトフレーム」開催
参加者／ 50人
7月19日（火）
庭園内の除草作業（7/27まで）
7月30日（土）・31日（日）
ガラ美・感謝祭2016開催

8月6日（土）
金沢美術工芸大学学生とのセルフガイド打合せ
8月12日（金）～ 14日（日）
「バーナーワークデモンストレーション」開催
8月21日（日）
スペシャルワーク
「アートな万華鏡を作ろう」開催
9月5日（月）
庭園内の除草作業
9月7日（水）
消防設備点検
9月29日（木）
リクエストワークショップ
参加者／ 25人
10月2日（日）
「ガラ美キッズ・こども学芸員」開催
10月7日（金）
リクエストワークショップ
参加者／ 136人
10月21日（金）、24日（月）
庭園内の剪定、除草作業
10月30日（日）
出張ワークショップ
（石川子育て支援メッセ）
参加者／ 13人
11月2日（水）
リクエストワーク
ショップ
参加者／ 77人

11月6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／ 11人

11月13日（日）
リクエストワークショップ
参加者／ 15人
11月14日（月）
リクエストワークショップ
参加者／ 10人
11月15日（火）
館内清掃
11月30日（水）
金沢美術工芸大学にてセルフガイド案発表会
12月10日（土）・11日（日）
スペシャルワーク
「ガラスびんでスノードーム作り」開催
12月21日（水）
庭園内の剪定作業（12/22まで）

1月2日（月祝）・3日（火）
ガラ美でほっこり！
ガラス彫刻体験開催
参加者／計73人
＊1～ 2月の土・日も
　開催
　参加者／計147人

2月21日（火）
館内清掃

昨年は、平成3年（1991）に開館した当美術館も25年目
を迎えました。ガラスという素材に特化した公立美術館
として、国内外のガラス芸術活動の紹介を中心に数多く
の展覧会を開催してきました。その集大成として、企画
展「ヴェネチアン・グラス～美しきガラスへの憧憬～」、
「ガラスに見えないガラス展」、「ガラスの不思議な世界

展」、巡回展として「日本のガラス
展」、「国際ガラス展・金沢2016in 能
登島」を開催しました。
今年度は、さらなる飛躍を期し、
企画展「板ガラスの表現～ひろがる
かたち、無限の可能性～」、「BODY／
DRESS」、「新収蔵品展～ガラスのカ
タチ～」を予定しています。どうぞ
お越し下さい。

介して

プタ第42号

当館では、作品をじっくり鑑賞す
るためのきっかけを作るセルフガ
イド（ガラ美のわくわくシート）を発
行しています。作品をどのように鑑
賞したらよいのか・・・と、お悩みの
人におススメです。平成26年度か
ら毎年2種類発行し、今年度発行
を加えて計6種類になりました。紹
介する作品は、いずれも当館の代表的な収蔵品です。対象
は、主に小学生を設定していますが、どなたでもご利用が
可能です。ご家族やお友達と共同で利用することもおスス
メです。持ち帰ることができ、旅行の記念にもなりますので
お気軽にご利用ください。
制作には、金沢美術工芸大学芸術学演習（三）工芸史ゼ

ミ（担当：山崎剛教授）のご協力をいただき、学生さんたちか
らアイデアを提供してもらっています。セルフガイド①②で阿
部菜都紀さん、平川友生さん、牧山好海さん。③④で臼井
佳奈さん、中島由起子さん、原田沙矢香さん、日置樹也さん、
水島美優さん、米林彩未さん。⑤⑥で河﨑柚衣さん、齋藤

紗希菜さん、酒井十詩恵さん、
中谷沙貴さん。計13名が参加し
ました。これを経験の一つとして、
将来、学芸員として活躍されるこ
とを期待したいと思います。
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5 石川県能登島ガラス美術館だより

これからの展覧会（平成29年度事業予定）

ガラスという工芸的な素材・手法を用いながらも、いわ
ゆる「ガラス工芸」ではなく、現代を生きる人間の表現と
して、「身体」を強く意識させる作品制作を行っている女性
作家によるグループ展。女性の身体、そして女性にとって
もうひとつの皮膚とも言えるドレスを通して見える多様
な世界観をご紹介します。
ガラスが持つ透過性や反射性、また熱によって自在に形
を変えるという性質を生かした造形は、時に煌びやかに、
時に脆く痛々しく、時に禍々しさすら帯びながら見る者を
圧倒します。出品作家たちは、ガラスという素材を幅広く
解釈し、独自の言語表現で自身の内部を表出している造形
作家です。ジャンル概念を超えて普遍的なテーマに向き合
い、独創的な表現を行う作家の作品世界を通して、現代を

反映する表
現としての
ガラス造形
の可能性を
探ります。

熱によって柔らかく溶けたガラスを、平らな板状に成形
することで板ガラスは作られます。視線を遮らない透明性
と平滑な面を持つ板ガラスは、私たちの生活に欠かすこと
ができない製品の一つとなっています。
板ガラスは、透明で無機質な素材ですが、見る角度を変
えたり光を受けたりすることで様々な表情を見せます。作
家たちは、視点を動かすことで見えてくる色の深みや、反
射によって鏡のように見る者の姿を映し出す、といった多
様な変化をみせる板ガラスを、自身が持つイメージを具現
する素材としてとらえ、重ね合せる、削る、磨く、曲げると

いった技法を施しながら、独
自の造形表現を生み出して
います。
本展では、板ガラスを用い

て創作活動を行う現代作家5
名（アビルショウゴ、家住利
男、生田丹代子、小島有香子、
所志帆）の作品を展示し、板
ガラスによる表現のひろがり
と造形の魅力をご紹介します。

「空‐95」生田丹代子／2016年／個人蔵
撮影：神崎順一

「Layers of Light ‐Moon‐ #6」
小島有香子／2010年／
石川県能登島ガラス美術館蔵

「Dance of a poetry.」
言上真舟／2014年／作家蔵
撮影：Hironori Tsukue

「ガラス亡霊婦人」村山留里子／
2006年／高橋コレクション
画像提供：山本現代

＊詳細は七尾美術館まで（TEL0767-53-1500）

平成25～28年度にかけて新たに収蔵した
現代ガラス作品を中心に、当館が収蔵する
現代ガラスコレクションの見どころをご紹
介します。現代ガラス作品には、私たちの

身近にあるガラス製品
から感じるガラスのイ
メージとは異なる印象
を与えるものが多くあ
ります。これは、ガラ
ス素材と向きあいながら作品を制作する作家たちが、認
識を超えるガラスの姿（色彩、透明性、形、模様）を多
様に生み出しているためです。本展では、現代ガラス作
品にみる“ガラスのカタチ＝ガラスの多様な表現”につ
いてわかり易くご紹介します。

ガラ美から車で30分！
石川県七尾美術館で開催される
平成29年度の主な展覧会

長谷川等伯展

会期／2017年4月22日（土）～5月28日（日）

「ヴェニス 花瓶」藤田喬平／1990年頃／石川県能登島ガラス美術館蔵

「風に向かって」小林貢／2002年
石川県能登島ガラス美術館蔵

～天才絵仏師、みやこを目指す！～

松本零士・牧美也子
夫婦コラボ展
会期／2017年8月5日（土）～9月18日（月・祝）

2017イタリア・
ボローニャ国際絵本
原画展
会期／2017年11月2日（木）～12月10日（日）

～銀河鉄道999作者と初代リカちゃん人形監修者～

特別展

BODY / DRESS
会期／ 2017年7月15日（土）～ 10月22日（日）

企画展

板ガラスの表現
～ひろがるかたち、無限の可能性～
会期／ 2017年4月15日（土）～ 7月9日（日）

テーマ展

能登島ガラスコレクション

新収蔵品展 ～ガラスのカタチ～
会期／ 2017年10月28日（土）～ 2018年4月中旬

もろ まがまが

きら
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6 石川県能登島ガラス美術館だより

◆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
＊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、減免金額については、直接お問合せください。

◆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）
展示替え期間中
＊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～ 11月：午前9時～午後5時
12月～ 3月：午前9時～午後4時30分
＊ご入館は、閉館時間の30分前までです。

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）

〒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

トピック
③

ガラ美・ボランティアの募集

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
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。
所要時間：施設概要のみの場合　10分程度
施設概要と作品解説をご希望の場合　40分程度

ガラス美術館の活動をサポートしてくださる人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、 来ていただける日を選んで
ご参加できます。 詳細などお気軽にお問合せください。

募集対象：高校生以上で、事前説明会（1回）に参加いただける人
活動内容：①館内の順路案内、看視
　　　   　②イベントのお手伝い
活動時間：1回につき3時間程度　＊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。
受付期間：1 ～ 2月と7 ～ 8月の年2回

当館では展覧会に関連したイベントやギャラリートー
ク、 ガラス素材を用いた制作ワークショップなど様々な
教育普及事業を展開しています。 その中でも、 年齢や
性別を問わず楽しめるワークショップにガラス彫刻体験
があります。

当館のガラス彫刻では、 鉛
筆 型 の 電 動 ル ー タ ー を 使 い
ガラスを削りながら器の表面
に絵柄を描きます。 冬期開催
の 「ガ ラ 美 で ほ っ こ り！ガ ラ ス
彫 刻 体 験」 や10名 以 上 の 団
体から利用できる 「リクエスト
ワークショップ」 で体験ができ、
制作後すぐに持ち帰りが可能
です。 ご来館の際にはぜひご
参加ください。

ガラ美のおすすめ利用サービスガラ美のおすすめ利用サービス

◆交通案内
自動車／
金沢方面･･･ のと里山海道・徳田大津JCTを経由、能越自動車道・和倉ICから約20分
富山方面･･･ 能越自動車道・氷見ICを経由、七尾ICから約35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
和倉温泉駅～美術館･･･能登島交通「のとじま臨海公園」行きバスで約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「ふるさとタクシー」でガラス美術館前まで約1時間
＊ご利用前日15時までにご予約ください。　中島タクシーTEL 0767-66-0114

●美術館スタッフによる館内案内

　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
登観光や、美術館・博物館めぐりが好きな方におススメです。
　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

●七尾市文化施設等共通観覧券

●ミュージアムグッズの販売

◆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ＨＰ
美術館の最新情報、近隣の観光情報もご紹介！
http://www.nanao-af.jp/glass/

手軽に楽しめるガラス彫刻体験

美術館インフォメーション

ピカソやダリの関連グッズ（消しゴム
1個594円、付箋メモ1冊486円）

消しゴム

美術館の受付にて、展覧会図録のほか所蔵品の絵葉書や一
筆箋などオリジナルグッ
ズを販売しています。ま
た、ガラ美スタッフが厳
選したセレクトグッズも好
評発売中。ぜひご利用く
ださい。
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石川県能登島ガラス美術館だより1

目を閉じて手を繋いだ２人の女性が、言葉ではない方法で
何かを伝えあっているように見えます。鋳造ガラスにエナメ
ル彩色が施された人物像は、外の光を柔らかく透過し、質量
を感じさせない不思議な存在感を放ちます。小田橋さんはガ
ラスの人物像をとおして人間の内面世界を表現しています。
深く自分自身の内側を探り、記憶や経験によって形づくられ
た「わたし」を見つめることは、「もうひとりの自分」と対話
することなのかもしれません。
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目次 1 能登島ガラスコレクションの紹介

これまでの展覧会・イベント（平成28年度事業報告）

これまでの展覧会・イベント（平成28年度事業報告）／ トピック①新学芸員の紹介

H28ガラ美の足あと ／ 館長のごあいさつ ／ 学芸員のおすすめ図書 ／ トピック②ガラ美のわくわくシート

これからの展覧会（平成29年度事業計画）／ 近隣の施設情報

トピック③ガラス彫刻体験 ／ ボランティアの募集 ／ おすすめ利用サービス ／ インフォメーション
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Notojima Glass Art Museum : NEWSLETTER
発行／平成29年3月28日

「掌からつたわる信号」小田橋昌代／ 2012年

「空中計画―ガラスの三角柱」吉本由美子／ 2001年

高温の炎でガラス棒を溶着するランプワーク（バーナーワ
ーク）という技法を用いて作られた大小の三角柱のユニット
を組み上げていくことで、大きなガラスの塔が出来上がって
います。縦横に組み合わされた繊細なガラスの構造物は、光
を受けてキラキラと輝きながら私たちの感覚を刺激します。
ユニットを繋げて増殖させることで作り出された空間には、
無機的でありながら有機的、完結と未完、存在と非存在、解
体と再構築という、相反する性質が同居しています。
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