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EXHIBITION 
 第 23 回桜ヶ丘ミュージアム美術展 

 

令和元年６月２１日(金)～６月３０日(日) 
 

この展覧会は、郷土にゆかりのある作家の作品を展示し、市民展に出品する 

方々などの制作の参考にしていただくために、平成８年度から開催しているも 

のです。 

絵画・彫刻、写真、書道、陶芸の４つの部門があり、出品者は豊川市民展審 

査員と地元を中心に活躍する作家で、豊川市民展で優秀な成績を収めた方や、 

各審査員の推薦を受けた方などが出品します。 

今回は、９７名の作家が出品を予定しており、当地域の美術作品が一堂に展 

示されます。様々なジャンルの作品が揃うこの機会に、ぜひご覧下さい。 

------展 覧 会 詳 細---------------------------------------------------------------------- 

 

◆会 期：６月１５日(金)～２４日(日)／月曜休館 

◆時 間：午前９時～午後５時 

◆入場料：無料 

◆出品予定者（９７名） 

【絵画・彫刻の部】第１展示室 

安形千賀子 荒木敏雄 磯部和久 伊藤昌德 大林賢三 壁谷文子 小山美好 榊原康範 佐原泰彦 志摩じゅん 

清水規由 菅沼鉄王 鈴木幸一 鈴木春雄 高畑郁子 田口貴久 竹本昭子 竹本鉄夫 土屋敦資 寺田栄次郎  

中尾正明 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ 中山和子 宮城照己 宮嶋政穂 村上有一 村田千秋 山口雅英 山本須美雄 吉倉章雄 

若月陽子 

【陶芸の部】第２展示室 

青山正敏 後田和孝 梅田恭子 追平陶吉 金田貴子 川手久治 榊原幸子 清水みち恵 白井章弘 竹境德武 

竹本政一 中村雅知 尾藤博信 藤井哲夫 松井芳二 山口みどり 

【写真の部】第３展示室 

赤川仲男 伊藤康治 小田庄一 小野正和 小林政央 近藤祥 藤田道雄 松井 修 村松茂治 八木史子 

山本順一 吉岡三司 吉田孝次 

【書道の部】第４展示室 

市川朱葉 伊藤美幸 伊奈美峰 今村冴里 岩瀬祥苑 大武英子 落合玉泉 金田英硯 神谷幸穂 河原彩雲 

小石 順 権田穂園 権田節子 権田拓朗 白井珠紅 杉田翠風 鈴木海星 鈴木石峰 鈴木瑞象 田中美景 

角田和泉 戸谷草風 内藤栖朴 西川佳江 長谷川完一郎 林 浩司 林 翠葉 林田虎峰 古川昇史 古川侃司 

星川双嶺 前原篠雨 三浦玉泉 村田華穂 村田華泉 山川孝子 山﨑泰環 （50音順） 

※名前の表記は一般漢字に変換しています 

------ミュージアムコンサート----------------------------------------------------------------- 
 

♪日 時：６月２３日（日） 

①１１:００～ ②１３:３０～ (演奏時間 約４０分) 

♪会 場：桜ヶ丘ミュージアム1階 

♪費 用：無料 

♪出 演：片山美沙(フルート)、松井彰子(フルート) 

谷口哲(ピアノ) 

♪演奏予定曲：風笛、Summer、ニューシネマパラダイス 他 

 ※席には限りがございますので予め御了承ください。 

 ※曲目は変更する場合がございます。 

                                  片山美沙(フルート)  松井彰子(フルート)     谷口哲（ピアノ） 
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EXHIBITION 

 豊川海軍工廠展 
 

令和元年７月２０日(土)～９月１日(日) 
 
 近年、戦争体験の風化が叫ばれるなか、当館では豊川海軍工廠の歴史 

や戦争のことを知っていただき、私たちの街にもあった戦争について考え 

ていただこうと、毎年夏季に「豊川海軍工廠展」を開催しています。 

 この展覧会は、豊川市が市民の皆さまから寄贈を受けて保管している 

豊川海軍工廠関係資料や、豊川海軍工廠で命がけの思いをした方々の 

体験画を順次公開するものです。会期中には学芸員による展示解説も 

行ないます。 

 

information 

宝飯中学校に関する資料を探しています 

 

明治１４年（1881）９月、三河で初めての中学校「宝飯中学校」 

が誕生しました。これは、尾張地域に設立されていた愛知県中学 

校に対して、三河地域でも中学校開校の機運が高まり、宝飯郡国 

府村に郡立中学校として開設されたものです。 

ところが、明治１９年（1886）の中学校令の制定により、宝飯中 

学校は廃校（宝飯郡立第一高等小学校へと改変）になってしまいま 

した。足掛け６年という短い期間で役目を終えた“まぼろし”の 

宝飯中学校に関する資料をお持ちの方は、ご一報ください。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 〒442-0064 愛知県豊川市桜ケ丘町79-2 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 

 電話：0533-85-3775 ＦＡＸ：0533-85-3776 （月曜休館） 

 宝飯中学校展担当まで 

 

 

会  期 令和元年７月２０日（土）～令和元年９月１日（日） ※月曜休館 

開催時間 午前９時～午後５時 

開催場所 豊川市桜ヶ丘ミュージアム １階ロビー 

観 覧 料 無料 主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 

会期中の催し 
■当館学芸員による展示解説 

  令和元年７月２７日（土）・８月７日（水）  午後２時から 

探しているもの 

当時の写真（建物、生徒など） 

書類（入学許可証、おたよりなど） 

その他、教科書や文房具など宝飯中学校で使用されていたことがはっきりしているもの 

雷管・薬莢製作作業の様子 

宝飯中学校本館の写真 



４ 

 

EXHIBITION 
 郷土作家 竹本鉄夫展 

 

令和元年８月３日(土)～８月２５日(日) 
 

 竹本鉄夫(1956年－)は、豊川市出身の彫刻家です。 

 国府高等学校卒業後、愛知教育大学へ進学。大学院時代 

から自由美術協会展へ出品し(1983年会員推挙)現在も同会 

を拠点に制作を続けています。 

 竹本が制作する木彫は、異様に痩せた男が扉の向こうを 

覗いていたり、狭い箱の中に閉じ込めらているユーモラス 

な作品です。 

 本展では、近作約１２点をご紹介します。 

 

――――展覧会関連企画（いずれも参加無料です）―――――――――――――――――――――――――――― 

◆作家による作品解説会 

 ①８月３日(土)１０：３０～  ②８月１７日(土）１４：００～ 

◆キッズワークショップ「小さな箱の中に自分が入ってみたら？」講師：竹本鉄夫 

 ８月１１日(日)13：30～15：00 対象：小学生～高校生 定員：15名  

 ☆参加希望の方は、要事前申込。７月１３日（土）9：00～窓口・電話で先着順に受付 

 

EXHIBITION 
 大集合！ おもいでの人気作品展 

 
 

令和元年７月１６日(火)～９月８日(日) 
  
毎回様々なテーマを設け、美術作品をご紹介してきた美術常設展。 

会期中にお客様アンケートを毎回実施し、展示に対するご意見をいただくと同時 

  に“印象に残った作品”・“好きな作品”を回答していただきました。 

本展では、お客様のお声を参考に過去の美術常設展で人気の高かった作品を 

  ご紹介します。 

【出品予定作家】(予定) 

岩原良仁 大森運夫 高畑郁子 中根強司 中村正義 平川敏夫 八島正明 

※出品作家は都合により予告無く変更する場合がございます米表記名は常用漢字を使用しています 

                                                                                                           「雲行く窓辺」岩原良仁 1991 

会 期 令和元年８月３日（土）～８月２５日（日）※月曜休館、ただし８月１２日(月)は開館 

時 間 午前９時～午後５時 

会 場 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 第５，６展示室 

観覧料 無料 主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 

後 援 豊川市教育委員会、東愛知新聞社、東海日日新聞社 

会 期 令和元年７月１６日（火）～９月８日（日）※月曜休館、ただし８月１２日(月)は開館 

時 間 午前９時～午後５時（入場は午後４時３０分まで） 

会 場 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 第１～６展示室 

観覧料 無料 主 催 豊川市 

美 術 

常 設 

展 示 室 

箱に閉じ込められた男 2010 面(つら)を盗られた男 2018 
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EXHIBITION 

 島田卓二、黒田清輝とその周辺 
 

令和元年８月１６日(金)～９月２２日(日) 
 

 島田卓二（1886-1946年）は、愛知県宝飯郡大木村（現：豊川市

大木町）に生まれた洋画家です。県立第四中学校（現：時習館高校）

を卒業後、画家を目指して上京します。黒田清輝の門を叩き、書生

となって白馬会の葵橋洋画研究所に学びました。第６回文展に入選

するほか、第13回白馬会展や初期の光風会展に出品し、国民美術協

会の設立にも参加しています。黒田門下7名で光瀾社を創設し発表

するほか、婦人雑誌の口絵なども手がけるようになりますが、大正

13年の関東大震災で小田原の自宅が崩壊し、愛知県豊橋市へ帰郷し

ました。 
 

その後は豊橋や名古屋松坂屋での個展など郷土での活動が中心と

なり、豊橋洋画協会の設立に中心的立場で関わる一方、郷里の高校

等で教鞭をとり、後進の育成にも尽力しました。 

作風は新派（紫派）と呼ばれた黒田譲りの明るい外光派の色彩を

踏襲しながら、屋外での制作を重んじ、渥美半島や湯谷渓谷、蒲郡

などに出向いては景勝地等をよく描いています。画廊や個人に絵を

販売するほか、鉄道会社に絵を売り込み駅に景勝地の風景画を飾る

などして、当地の画壇に大きな影響を与えましたが、公募団体に所

属せず、晩年は中央画壇とも距離を置いたため、これまで本格的な

評価や回顧がなされてきませんでした。 

 本展では、彼が遺した日記を読み解きながら、黒田清輝や交流の

あった画家らの作品を比較展示することで、その影響力を検証します。 

また、明治期からの近代日本洋画壇の一端を、中央と地方の関係性にも着目しながら紹介いたします。 

 

★前期と後期で展示替えを行います。（《湖畔》が鑑賞できるのは８月１６日～８月２９日まで） 

会  期 
令和元年８月１６日（金）～令和元年９月２２日（日） ※月曜休館 

ただし、９月１６日（月）は開館します 

開催時間 午前９時～午後５時（最終入場・午後４時３０分） 

開催場所 豊川市桜ヶ丘ミュージアム ２階 第１～４展示室 

観 覧 料 一般８００円(７００円) 小中高大生４００円(３００円) ※()は前売・割引価格 

主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム、中日新聞社 

後 援 愛知県教育委員会、豊川市教育委員会、東愛知新聞社、東海日日新聞社 

会期中の催し 

■当館学芸員による展示解説（ご参加には、当日の観覧券が必要です） 

  令和元年８月２１日（水）、９月７日(土) 午後２時から 

■記念講演会 聴講無料・予約不要・先着順・定員５０名 

講師：塩谷 純氏 

  令和元年８月２４日(土) 午後１時３０分～ 桜ヶ丘ミュージアム会議室にて開催 

■講演会 聴講無料・予約不要・先着順・定員５０名 

講師：森田靖久（当館学芸員） 

  令和元年９月１４日(土) 午後１時３０分～ 桜ヶ丘ミュージアム会議室にて開催 

■キッズワークショップ「ペインティングナイフで絵を描こう」 

講師：画家 鈴木 善晴氏 

  令和元年９月１５日(日) 午後１時３０分～午後３時まで 

  対象：小学生～高校生 定員：１５名 

※要事前申込 ８月１０日(土)午前９時から先着順に受付します。 

《崖》島田卓二 1983年 

《湖畔》黒田清輝（画像提供・東京文化財研究所）東京国立博物館蔵 
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桜ヶ丘ミュージアムでは、子どもを対象としたワークショップを開催しています。 

アーティストや学芸員とふれあいながら様々な体験をすることができます！ 

参加はすべて無料です★ぜひご参加ください♪ 

 

６月２３日（日）「スプレーで抽象画に挑戦！」       講師：宮嶋 政穂 

（事前参加申込開始日・５月１８日(土)9：00～）対象：小学生～高校生 １５名 

７月２８日（日）「蚊取り線香をつくろう」         講師：当館学芸員 

（事前参加申込開始日・６月８日(土)9：00～）対象：小学生～高校生 １５名 

８月１１日（日）「小さな箱の中に自分が入ってみたら？」  講師：竹本 鉄夫 

（事前参加申込開始日・７月１３日(土)9：00～）対象：小学生～高校生 １５名 

９月１５日（日）「ペインティングナイフで絵を描こう」   講師：鈴木 善晴 

（事前参加申込開始日・８月１０日(土)9：00～）対象：小学生～高校生 １５名 

１０月１３日（日）「テンペラって何？古典技法で絵を描こう」 講師：加藤 鉦次 

（事前参加申込開始日・９月１４日(土)9：00～）対象：小学生～高校生 １５名 

 

＊ご参加には、事前の申込が必要です。定員になり次第募集を締め切ります。 

＊汚れてもいい服装でお越しください。 
 

 

 ミュージアムサポーター(ボランティアスタッフ)募集 

桜ヶ丘ミュージアムでは、当館の活動に関心を持っておられる方々に、文化芸術を親しみながら、ミュー

ジアムの活動をサポートしていただける「ミュージアムボランティア」を募集中です。(報酬等や交通の支給

はございません) 

〈活動内容〉 

①イベント（キッズワークショップ・ミュージアムコンサート・講演会等）準備、運営補助 

②施設周辺（茶室「心々庵」庭園等）の草木手入れ、作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recruitment 

 
 ミュージアムボランティア 

Recruitment 

 
 キッズワークショップのお知らせ 

ワークショップの準備 

 
詳細は桜ヶ丘ミュージアム

までお問合せください！ 

本格的なコンサートも開催！ 
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展覧会 Information 

2019.6→2019.10 
展 覧 会 名 会 期 展 示 室 料金 

新収蔵品展 ～7/8 美術常設展示室 無料 

和紙ちぎり絵豊川サークル 

6/4～6/9 

第１展示室 〃 

第14回豊川十彩展 第４展示室 〃 

第18回趣味の作品展(旧熊谷組悠友会) 第５・６展示室 〃 

能書会展 6/15・16 第１・２展示室 〃 

第23回桜ヶ丘ミュージアム美術展 6/21～6/30 第１～４展示室 〃 

第43回(公社)中部日本書道会東三河支部展 7/9～7/14 第１～４展示室 〃 

夏休み企画 大集合！おもいでの人気作品展 7/16～9/8 美術常設展示室 〃 

豊川海軍工廠展 7/20～9/1 １階ロビー 〃 

 第24回ふれあいみんなの芸術祭 

 「第28回豊美展」 
7/23～7/28 第１～４展示室 〃 

第20回陶芸クラブ作品展 7/30～8/4 第１展示室 〃 

郷土作家 竹本鉄夫展 8/3～8/25 第５・６展示室 〃 

島田卓二、黒田清輝とその周辺 8/16～9/22 第１～４展示室 有料 

楽篆会 
9/21・22 

第５展示室 無料 

 清泉会 第６展示室 〃 

 第24回ふれあいみんなの芸術祭 

 「一葉会展」 

10/1～10/6 

第１展示室 〃 

 第24回ふれあいみんなの芸術祭 

 「豊彩会展」 
第２・３展示室 〃 

第24回ふれあいみんなの芸術祭 
「豊川作陶展」 

第４展示室 〃 

書道教室 Sakura作品展 第５展示室 〃 

第34回風景の会絵画展 愛知を描く～平成の残したい風景 10/8～10/20 第１～３展示室 〃 

アートを楽しむ編み物展 
10/8～10/13 

第４展示室 〃 

浅葱の会 第５展示室 〃 

一宮アート水彩画展 10/15～10/20 第４展示室 〃 

無相展 

10/22～10/27 

第１展示室 〃 

写郵会「なごり」写真展 第２展示室 〃 

白倉正彦個展 第３展示室 〃 

三河陶芸展 第４展示室 〃 

小中書写展 10/26・27 第５・６展示室 〃 

パッチワークキルト展 

10/29～11/3 

第１～３展示室 〃 

第24回ふれあいみんなの芸術祭 

「三河書芸展」 
第４展示室 〃 

悠友クラブ写真展 第５展示室 〃 

＊ゴシック表示は、館主催展覧会です。 

＊展覧会の名称・会期等は主催者の都合により、取り消しや変更となる場合があります。 
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2019.5.30 現在 



８ 

 

 

 

 

【豊川市桜ヶ丘ミュージアムのご案内】 

〒442-0064 

愛知県豊川市桜ケ丘町 79-2 

電話：0533-85-3775／FAX:0533-85-3776 

開館時間：9：00～17：00 

入場無料 

〈交通案内〉 

電車：JR 飯田線「豊川」駅、名鉄豊川線「豊川稲荷」 

   下車徒歩約 15 分 

 車：東名高速「豊川 I.C」から約 10 分 

駐車場約 100 台・無料（公園と共用） 

※土日は混雑が予想されるため、公共交通機関 

  の利用や乗り合わせにご協力ください。 

 

 

 

   

〈豊川市桜ヶ丘ミュージアム協賛企業〉   

 

医療法人桃源堂後藤病院 

株式会社ハクヨコーポレーション 

とよかわ羅針盤、株式会社ＡIＨＯ、石国産業株式会社 

有限会社イズミフレーム、カフェギャラリー栄知村 

ギャラリー花棕櫚（はなしゅろ）、共和印刷株式会社、有限会社さんぽ道 

CCNet豊川局、株式会社オンワードムラタ、株式会社東雲座カンパニー 

鈴木工芸社、豊川信用金庫、株式会社トヨテック、ホンダカーズ東愛知 

宮地総合保険、有限会社寺部組、YT産経株式会社     ＊協賛金口数50音順 
 

 

 

編集･発行：豊川市桜ヶ丘ミュージアム  令和元年６月１日 

ミュージアムだより 郵送サービスについて 

事前に郵便切手を頂くことでミュージアムだよりを郵送することができます。 

92円切手×10月、2月発行分＝184円を添えて事務所にお申込み下さい。 

また、年度途中からの申込みも受け付けています。詳しくは桜ヶ丘ミュージアム事務所まで 

お問合せ下さい。 


