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　吉祥文様とは、めでたいもの、縁起の良いものを表した
文様のこと。描かれる文様ひとつひとつに人々の幸せを願
う思いが込められています。中国清朝時代には、歴代皇帝
の庇護のもとでガラス制作が発展し、色鮮やかで不透明な
ガラスを厚く被せ、全体
に吉祥文様を浮彫りに
したものが多く製作され
ました。中国清朝ガラス
の美と技を文様に託さ
れた吉祥の意味とともに
ご覧ください。
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能登島ガラスコレクション 作品紹介

これまでの展覧会・イベント（令和2年度事業報告）

主なイベント活動（令和2年度事業報告）／トピック①おうちでワークショップ／学芸員のおすすめ図書

令和2年度 ガラ美の足あと（事業報告）／令和3年度の活動によせて／トピック②臨時休館中の美術館／これ見て！スタッフおすすめコレクション作品

これからの展覧会（令和3年度事業予定）／石川県七尾美術館で開催される令和3年度の主な展覧会

美術館ボランティア募集中／ガラ美のおすすめ利用サービス／編集後記／美術館インフォメーション

Notojima Glass Art Museum : NEWSLETTER
発行／令和3年3月25日
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　「Blooming（ブルーミング）」というタイトル
のとおり、満開の花をイメージして作られた作品
です。花脈を思わせる線が、作品の中心から外に向
かっていくつも伸びています。
　ガラスを長時間加熱すると、結晶化して透明さを
失う現象が起こります。これは「失透」と呼ばれ、
本作に見られる放射状に広がる線模様は同現象によ
るものです。作家は、失透によってガラスが変化す
る姿を見て、ガラスを生命を持つ物質と捉え、その
生命力を作品に表現しようとしています。ガラスに
浮かび上がる無数の線が、エネルギーをいっぺんに
放出するような勢いと力強さを感じさせます。

　ガラスは、結晶構造を持たない「Amorphous（アモルファ
ス）」と呼ばれる物質です。見た目は固体、けれど分子レベ
ルでは液体と同じで、その配列は不規則です。熱を加えると
粘性が高くなり、外部からの力を受けて自在に形を変化させ
ます。
　作家は、このようなガラスの可塑性を生かして成形するホ
ットワークの技法を用いて作品を制作しています。高温で溶
けて粘り気を帯びたガラスを、四方八方に伸ばして曲げて絡
ませて作られた本作。まさに固体とも液体ともいえるガラス
の流動的な性質を見事に視覚化しています。

Blooming ／姜旻杏／2015年

Amorphous19-1／横山翔平／2019年

◆観覧料
高校生以上
20名以上の団体
中学生以下　

800円
700円
無　料

＊障害者手帳をお持ちの方は手帳のご提示で観覧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（祝日の場合はその翌日）
年末年始（12月29日～1月1日）
展示替え、館内整備期間
＊展示替え休館日等は当館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
＊入館は閉館時間の30分前まで。

〒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）

◆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、「能越自動車道」和倉IC
　　　　　　　　から約20分
富山方面から･･･ 「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
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

◆公式ブログ
http://notojima-garabi.cocolog-nifty.com/blog/

◆公式Facebook
https://m.facebook.com/notojimaglassartmuseum/

◆公式ＨＰ
https://www.nanao-af.jp/glass/

美術館インフォメーション

●ミュージアムグッズの販売

ガラ美のおすすめ利用サービス
●ガラ美のわくわくシート
　（子ども向けセルフガイド）

美術館の受付で、展覧会図録のほかコレクシ
ョン作品の絵ハガキや一筆箋などのオリジナ
ルグッズを販売しています。今年度は新たに
中国清朝ガラスのメモ帳がラインナップに加
わりました。クリアファイルとあわせてどうぞ。

●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。能登観光
や、美術館・博物館めぐりが好きな方におススメです。

【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、中島お祭り資料館・中島お祭
り伝承館、明治の館

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
緒に考えることで、作品鑑賞
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。

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

　美術館活動をサポートし
てくださる方を募集していま
す。当館のボランティアは登
録制です。お気軽にお問合せ
ください。

美術館ボランティア
募集中

募集対象／高校生以上で説明会にご参加いただける方
　　　　　（説明会は随時開催）
活動内容／①イベント・ワークショップの補助
　　　　　②団体鑑賞サポート
　　　　　③広報物、図書整理
活動時間／１回につき２～３時間程度
　　　　　＊１回の活動につき当館招待券を２枚進呈
受付期間／令和3年3月1日（月）～令和4年2月28日（月）

これからの展覧会（令和3年度事業予定）

巡回展

会期／令和4年３月12日（土）～７月10日（日）
　　  前期　3月12日（土）～５月８日（日）
　　  後期　５月14日（土）～７月10日（日）

創立50年記念 日本のガラス展

　「日本のガラス展」は、日本ガラス工芸協会会員
による多様な表現方法とコンセプトを持つ新作が
出品される展覧会で、その質の高さから国内外
で高く評価されています。今回15回目となる本展
では、創立50年記念として協会功労者による「ガ
ラスアートの先輩たち」展を同時開催し、全国４カ
所を巡回。当館では前期と後期にわけて作品を
展示します。 ’18 Monument／山田輝雄／2018年

撮影：福田稔　前回JGAA賞受賞

企画展

会期／令和3年9月11日（土）～12月12日（日）

吉祥文様
中国清朝のガラス（仮）

青地黄被花鳥文瓶／中国（清朝）／18世紀
石川県能登島ガラス美術館蔵

撮影：岡村喜知郎

テーマ展

会期／令和3年12月18日（土）～令和4年3月6日（日）

リフレクション

　光や音の反射、投影などを意味する「リフレクション（reflection）」は、ガラ
スの最大の特徴のひとつです。ガラス作家は外界の事象によって心に刻まれ
た印象を、ガラス素材を通じて表現します。現象そのものを表現したものか
ら、さらに内面や思考を表現したものまで、当館の現代ガラスコレクションを通
じて、作家の心に刻まれた印象や思考、時
代性を文字どおり投影するメディアとして
のガラスを考察します。

Layers of Light -Moon- #6（部分）
小島有香子／2010年／石川県能登島ガラス美術館蔵

撮影：岡村喜知郎

※詳細は石川県七尾美術館まで
　（TEL：0767－53－1500）

会期／令和3年4月24日（土）～5月23日（日）

き

　「みること」をテーマに鏡を用いたインタラクティブな作品
を発表している本郷仁の個展。鏡の反射によって外界の風
景を取り込んだ作品は、私たちの認知を揺さぶり、普段何
気なく行っている「みる」という行為をあらためて意識させ
る装置となります。内側と外側の境界が曖昧になり、人や物
との距離感がわからなく
なるような非日常的な視
覚体験と、日常的な行為
や風景との間を行き来し
ながら、世界との関わり
方を探ります。

特別展

会期／令和3年6月5日（土）～9月5日（日）

本郷仁　風景装置

外のうちと内のそと／本郷仁／2018年
作家蔵

長谷川等伯展
～動物表現と北陸初公開作品を中心に～

会期／令和3年7月31日（土）～9月12日（日）

黄金期の浮世絵
歌麿とその時代展
美人画と役者絵

会期／令和3年9月18日（土）～10月24日（日）

能登のいのり
～ゆかりの美をとおして～
※同時開催　じんぶつ百態

会期／令和3年5月28日（金）～6月20日（日）

第77回現代美術展
七尾展

会期／令和3年11月6日（土）～12月12日（日）

2021イタリア・ボローニャ
国際絵本原画展

ガラ美から車で30分！

石川県七尾美術館で
開催される令和3年度の
主な展覧会

ともに撮影：岡村喜知郎

かみゃく

しっとう

編　集　後　記
　今年度は新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受け
ての臨時休館から始まり、展覧会・イベントの中止等々、ウイ
ルスに振り回されましたが、「with コロナ」の時代に美術館は
何ができるかを真剣に考えた１年でもありました。こんな時だか
らこそ、皆さんにとっての憩いの
場、リフレッシュの場になれれば、
と思います。これからもガラ美をよ
ろしくお願いします！

（学芸員　米田晴子）
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　新型コロナウイルス感染症の影響で自由に外へ
遊びに行けない日々が続きました。そのような中、
自宅でも楽しみながら学べるワークショップを提案
しようと、過去の展覧会関連プログラムなどから、
身近にある材料や道具を使ってできるものを選び、
美術館ホームページと公式Facebookに公開しま
した。ぜひご覧ください。

これまでの展覧会・イベント（令和2年度事業報告）

学芸員のおすすめ図書

　私たちは自分の顔を鏡でしか見ることができませんが、鏡の世界は実在の世界の完全なコピーに見えても、
触って確認することができません。それどころか偽りの像を作ることもあります。しかし、鏡は肉眼で届かない範囲
のものを映し出したり、視覚的な想像力を広げてくれたりもします。見えているものを疑う、見えないものを想像す
る。鏡という不思議な存在と「見ること」について、様々な観点から考えさせてくれる刺激的な一冊です。

（学芸員　米田晴子）

おうちでワークショップ
トピック

①

テーマ展

色とりどりの
会期／令和2年2月22日（土）～8月30日（日）
開館日数／148日間（4月11日～5月19日臨時休館）　　入館者数／11,585人
主催／石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）

●特別展「生けるガラス―中川幸夫の花器」
ギャラリートーク
開催日時／令和2年11月22日（日）、12月13日（日）14：30～15：00

主なイベント活動（令和2年度事業報告）

　全館を使って、ガラスの色をテーマに当館収蔵作品を紹介。「配色の妙」「色と光の関係」「皇
帝が愛したガラス」「芸術家のデザインによるガラス」と各室でテーマを設け、異なる観点からガラ
スの色を楽しんでもらう構成としました。
　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令を受けての臨時休館、および5月からの企画展
の中止により、5月10日までの会期を8月30日まで延長しての開催となりました。

テーマ展

探求と創作
会期／令和2年12月19日（土）～令和3年5月23日（日）　　開館日数／143日間
主催／石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）

　反射と透過、脆さと硬さ、透明と不透明、無色と有色。ガラスは、そのように相反する性質が矛
盾なく同居している不思議な素材です。本展では、素材の性質に焦点をあて、作家達が思索と試
作を繰り返すなかで導き出したかたちと、その多様な表現を紹介。光との関係性によって生まれる
表現や、自在に形を変えたり、多彩な色を発色したりと、素材のもつ魅力を引き出して作られた作
品をご覧いただきました。あわせて、近年収蔵となった作品８点もお披露目しました。

特別展

生けるガラス ― 中川幸夫の花器
会期／令和2年9月5日（土）～12月13日（日）　　開館日数／97日間　　入館者数／11,356人
主催／石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）
協力／あーとらんどギャラリー、浦上蒼穹堂、富山県美術館、日本女性新聞社、有限会社フォトス、
　　  や和らぎ たかす　※50音順

後援／七尾市教育委員会

　既存の華道流派に属することなく、独自の花の表現を追求した孤高のいけばな作家・中川幸夫
（1918-2012年、香川県丸亀市生まれ）の個展を開催しました。花が生きて死ぬまでの姿を見つ
め、命そのもののありようを花で表現したいけばなの写真作品19点と、自身のいけばなのために制
作したガラス器56点を展示することで、中川幸夫の造形思考を紹介する展覧会となりました。

　今年度特別展の関連プログラムとして、担当学芸員による
ギャラリートークを11月22日と12月13日の2回にわたって開催し
ました。
　いけばな作家である中川幸夫が、自身のいけばなのために
ガラス職人と協働して作品を制作していた様子など、皆さん熱
心に学芸員の解説に耳を傾けてくださいました。特に、代表作
である写真作品「聖なる書」と「花
坊主」と、作中と同タイプのガラス器
が展示されているコーナーでは、器
と一体化した花の生々しさに、いけ
ばなの固定概念を覆そうとしていた
中川の反骨の精神を感じておられ
たようです。
　本展の展示風景は美術館ホーム
ページでも公開しているので、ぜひ
ご覧ください。

●教育普及事業
わいわい能登島ふれあいまつり パネル展示
開催日時／令和2年11月１日（日）～11月３日（火・祝）
会　　場／能登島地区コミュニティセンター

　地域の文化振興に寄与することを目的に毎年参加している
「わいわい能登島ふれあいまつり」（主催：能登島地域づくり協
議会）。今年は「おうちでワークショップ」を紹介するパネルを展
示しました。４枚のパネルと制作見本を展示し、期間中400人近
くの来場者にご覧いただきました。

●教育普及事業
冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験
開催日時／令和2年12月から令和3年2月までの毎土・日曜日、祝日
　　　　 土曜日　　　 ①13：30～ ②14：15～ ③15：00～
　　　　 日曜日、祝日　①10：00～ ②10：45～ ③11：30～

　ガラス器の内側に下絵を
貼り付け、外側から電動ルー
ターで線をなぞり、ガラスを
削って完成させる、誰でも気
軽にできる工芸体験です。
　冬季限定で開催するワー
クショップとして、人気がありま
す。今年は開催時間を区切っ
て定員を設け、道具の消毒を
徹底するなど、感染対策をと
りながら開催しました。

　石川県能登島ガラス美術館は、県内唯一のガラ
ス専門美術館として、令和3年で開館30周年を迎え
ることとなりました。新型コロナ禍で難しい運営を迫
られる中、引き続き最善の工夫をしながら事業を企
画してまいります。
　まず特別展では、空間をひとつのアートとして表現
する本郷仁氏の個展、また企画展としては、中国清
朝時代のガラスの美と技を駆使した「吉祥文様 中
国清朝のガラス（仮）」、3
年に一度開催される「日
本のガラス展」等々、心惹
かれる展覧会を開催する
予定です。ぜひご来館し、
風光明媚な能登島の景
観とあわせてご堪能くださ
れば幸いです。

◆会期中の関連イベント
担当学芸員によるギャラリートーク
開催日時／令和2年11月22日（日）、12月13日（日） 14：30～15：00
会場／展覧会場
参加費／無料
参加者数／18人

臨時休館中の美術館
　新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大
により、当館も４月11日（土）から臨時休館する
ことに。「やった、お休みだー」と、そんなことには
もちろんならず。感染防止を考慮し、消毒液を館
内各所に設置、密を避けた順路を設定するなど、
職員一丸となって粛々と準備を整え、5月20日
（水）に無事再開することができました。まだまだ
油断できない状
況が続きますが、
皆様に安心してご
来館いただけるよ
う努めたいと思い
ます。

トピック
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令和2年度  ガラ美の足あと（事業報告）

令和3年度の活動によせて

［教育・普及］
6月19日（金）
美術館HPと
Facebookで

「おうちでワーク
  ショップ」公開
7月25日（土）、26日（日）

「ガラ美感謝祭2020」
入館者全員に美術館オリジナルはがきセットを
プレゼント（両日）
七尾市民無料デーには入館先着100名様に
限定グッズをプレゼント（7／26のみ）
8月７日（金）～9月6日（日）

「第34回全国手づくりガラス展」協力
（石川県地場産業振興センター本館１階 
「じばさんギャラリー」）
解説シート提供および会場内パネル監修
9月16日（水）
リクエストワークショップ

（飛騨市立河合・宮川小学校）
参加者数／11人
9月25日（金）
リクエスト
ワークショップ

（県政バス  穴水
  女性団体協議会）
参加者数／18人

10月21（水）
リクエストワークショップ

（県政バス　野々市市公民館女性の会）
参加者数／21人
10月30（金）
リクエストワークショップ

（松本市立大野川中学校）
参加者数／6人
11月1日（日）～3日（火・祝）
ワークショップのパネル展示

（わいわい能登島ふれあいまつり
@能登島地区コミュニティセンター）

「簡単☆万華鏡づくり」「ビーズでヒンメリ」
「ハーバリウムづくり」「アジアン結び」
11月22日（日）
特別展「生けるガラス―中川幸夫の花器」
ギャラリートーク
参加者数／8人
12月2日（水）
リクエストワークショップ

（石川県立七尾特別支援学校高等部）
参加者数／19人
12月13日（日）
特別展「生けるガラス―中川幸夫の花器」
ギャラリートーク
参加者数／10人

令和3年2月10日（水）
能登島小学校3年生への出張授業
参加者数／18人
※2/17のワークショップの内容説明と準備
2月17日（水）
リクエストワークショップ（能登島小3年生）
参加者数／18人

令和2年12月～令和3年2月の毎土日・祝日・振休
「冬はガラ美でほっこり！ガラス彫刻体験」
参加者数／101人

（12月 45人、1月 16人、2月 40人）

［収集・保存／調査・研究］
貸出2点（令和2年1月22日～9月24日、横尾
忠則現代美術館）
　「愛ー手」「エクスタシー」
　（ともに1972年、エジディオ・コスタンチーニ
　 ［横尾忠則のデザインにもとづいて］、寄託
　 作品）
コレクション作品撮影　16点

觀田健治館長

『鏡という謎  その神話・芸術・科学』
（リチャード・グレゴリー 著、鳥居修晃・鹿取廣人・望月登志子・鈴木光太郎 訳、2001年、新曜社）

スタッフおすすめコレクション作品

　嗅ぎタバコをご存知でしょうか？タバコの葉を乾燥させ粉状にしたものを鼻から吸い込んだり、
鼻腔内にこすりつけたりして楽しむものです。そして、これは鼻煙壺（びえんこ）と呼ばれる嗅ぎ
タバコ入れです。ふたには耳かきのようなさじが付いていて、これで1回分をすくいます。鼻煙壺
は手のひらサイズの小さなものですが、面白いデザインが多く、並べると楽しくなります。今回は
使い方も紹介するために、ふたを取って展示してみました。5月23日まで展示しています。

雪片ガラス地赤被梅花文鼻煙壺／中国（清朝）／19世紀

撮影：柳原良平

4月11日（土）～5月19日（火）新型コロナウイルス感染拡大により臨時休館
5月20日（水）～再開、通常開館

これ見て！


