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特別展「いにしえの響き」より 白鳥古墳の六鈴鏡 

名古屋市博物館所蔵『尾張名所図絵 附録』所収の図 

写真提供：名古屋市博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 〈新型コロナウイルス感染症対策について〉 
新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容について急な中止・変更が生じる場合がございますので、

予めご了承ください。館内が混雑した場合は、入場を制限する場合がございます。入館時の手洗い、手指消毒の
励行をお願いします。マスクの着用、咳エチケットにご協力ください。体調がすぐれない方、発熱・風邪等の症
状がある方は、ご来館をお控え願います。 
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EXHIBITION     特別展 金魚美抄2020～金魚を描くアーティストたち～  Ｐ２ 
        美術常設展 Ⅲ 郷土の美術 
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交通案内・協賛企業 
 
   付録   10月～１月の展覧会情報 
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EXHIBITION 
 特別展 金魚美抄 2020～金魚を描くアーティストたち～ 

令和２年 10 月３日(土)～11 月８日(日) 月曜休館 

 

江戸時代から庶民に愛され続けてきた金魚は、人が創り出した 

生きる芸術とも呼ばれています。愛らしい姿は浮世絵にも登場し、 

古くから絵画や陶芸にも描かれ、現代も様々な手法で表現されて 

います。 

金魚美抄は、金魚を愛するアーティストが、それぞれの思いで 

創り出す金魚作品を一堂に集めた金魚アート展です。 

今回は、19名のアーティストで約200点の作品を展示します。 

特別展示として、金魚の一大産地・大和郡山市の箱本館「紺屋」 

が所蔵する金魚コレクションも展示します。 

この秋、これまでにない金魚アート展が豊川市にやってきます。 

あなたのお気に入りの金魚を見つけてください。 

 

◇金魚美抄とは…金魚の美をすくい取るという意味の造語 

―展覧会詳細―------------------------------------- 

開館時間：午前９時～午後５時まで（最終入場は午後４時30分まで） 
     ※初日10月３日（土）のみ午前10時30分から開場します。 

会場：桜ヶ丘ミュージアム２階第１～４展示室 

入 場 料：一般800円（700円）、小中高大生400円（300円）、未就学児は無料 ※（）内は割引料金 

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、その介助者１名は無料。 

※割引料金でのご入場は、桜ヶ丘ミュージアムＨＰの割引画面をチケット売場でご提示ください。印刷可。 

※学生は学生証の提示が必要です。※「ほの国子どもパスポート」をお持ちのお子さんは、無料で入場できます。 

 
参加アーティスト：監修 深堀隆介 網野篤子、いわたきぬよ、岩本夏樹、上田風子、川田潮、キタイミコト、空
間金魚 HIDETOSHI MINAMATA、小林美幸、谷田有似、土谷風斗、西嶋みゆき、西村はる、晴智ありさ、藤本絢子、
堀としかず、矢萩ひかる、誘牙、夜舟                            （50音順） 
 
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 
監修：深堀隆介  協力：大和郡山市 箱本館「紺屋」 

 

EXHIBITION 
 郷土の美術展  

令和２年９月 15 日(火)～12 月 20 日(日)月曜休館入場無料 

 
桜ヶ丘ミュージアムでは、平成６年の開館以来、郷土

にゆかりのある作品を中心に美術資料の収集を行ってい
ます。 
本展では、郷土の芸術振興に尽力し、後進育成に寄与

してきた作家を改めて振り返ります。東三河地方では、
鬼才・中村正義を筆頭にパンリアルの星野眞吾、創画会
の大森運夫、高畑郁子、平川敏夫や、白士会の岩原良仁
などが日本画の世界において多くの後進を育成してきま
した。一方油彩画でも、春陽会の市川晃、主体美術の畑
遼など公募団体を中心に活躍し、中部画壇を賑わした作
家も多く存在します。 
今回は郷土作家の中から、洋画、日本画、彫刻作品を

ピックアップしてご紹介します。 

 

美 術 

常 設 

展 示 室 

金魚美抄展ちらし 

《夜花》高畑郁子 
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EXHIBITION 
特別展 いにしえの響き  

令和２年11月14日(土)～令和３年1月11日(月) 
月曜休館（12月29日～1月3日は休館、1月11日（月）は臨時開館） 

古人（いにしえびと）は、主に金属を材料として振り動かす「すず

（鈴・鐸）」をあつらえ、静寂の中に金属音を響かせてきました。豊

川市内で出土した炭焼平 20号墳（豊川市東上町）の鉄鈴をはじめ、周

辺地域でも鈴を付したものが見つかっています。 

本展では、原始・古代の「すず」を三河とその周辺地域から集めて

展観し、これらが果たした役割と、人びとが求めたいにしえの響きの

世界をご紹介します。 

―展覧会詳細―--------------------------------- 

開館時間：午前９時～午後５時（最終入場は午後４時30分まで） 
     ※初日11月14日（土）のみ午前11時から開場します。 

会場：桜ヶ丘ミュージアム２階第１、２展示室 

入 場 料：一般300円（200円）、小中高大生200円（100円）、未就学児は無料 ※（）内は割引料金 

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と、その介助者１名は無料。 

※割引料金でのご入場は、桜ヶ丘ミュージアムＨＰの割引画面をチケット売場でご提示ください。印刷可。 

※学生は学生証の提示が必要です。※「ほの国子どもパスポート」をお持ちのお子さんは、無料で入場できます。 
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 

【講演会のお知らせ】 

《会場は豊川市文化会館、要事前予約！定員は各回先着70名、11月14日(土)から電話で受付開始です》 

➀銅鐸の謎 令和２年12月19日(土)14：00～ 豊川市でも出土した銅鐸の謎に迫ります！ 
●講師：加藤 安信さん（元愛知県埋蔵文化財調査センター所長） 

②東海としての鈴鏡 令和３年１月10日(日)14：00～ 古墳時代の鈴を配した特殊な鏡のお話 
●講師：赤塚 次郎さん（名古屋経済大学特任教授） 

 

EXHIBITION 現代美術 in 豊川 series6 

長井朋子展 ～天国のように淡くまぶしい、そして～ 

令和２年12月12日(土)～令和３年1月24日(日) 

月曜休館（12月29日～1月3日は休館、1月11日（月）は臨時開館） 
 

長井朋子(1982 年～)は愛知県豊橋市出身で、愛知県立芸術大学卒業後、東京

を拠点に活動する現代美術作家です。作品には、たくさんの動物や小さな子ども

たち、色とりどりの木や花、キノコなどが森や部屋を背景として散りばめられ、

豊かな色彩で夢のような世界を展開させていきます。本展は、初出となる幅５メ

ートルの巨大絵画など、代表作から新作まで展示。郷里では初の個展です。 
 

 開館時間：午前９時～午後５時 ／ 入場無料 

会    場：桜ヶ丘ミュージアム１階第５、６展示室 

 ★クロストーク（長井朋子氏[美術作家]×稲葉俊郎氏［医師･山形トリエンナーレ2020芸術監督］） 

  12月12日(土)10時30分～、予約不要、直接展示室へ 

 ★ワークショップ「コラージュで絵を描こう」 

  12月13日(日)13時30分～、小中高生対象、要予約、11/14(土)から電話･窓口で受付開始 
 

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 

協力:小山登美夫ギャラリー、株式会社東京スタデオ／助成：公益財団法人野村財団 

炭焼平20号墳出土鉄鈴 

《長い間待ってる》 

©Tomoko Nagai  
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EXHIBITION 第 56 回 豊川市民展 

令和３年 2 月 23 日(火)～3 月 14 日(日) 

市では、今年で56回目となる豊川市民展を、2月23日(火)から開催します。これに先立ち12月1日から

募集要項の配布を開始します。この展覧会は、15歳以上（中学生を除く）であればどの地域の方でも出

品できる公募展です。部門は「絵画・彫刻の部」「写真の部」「書道の部」「陶芸の部」があり、１週間

ごとに部門が変わります。普段から創作活動を行っている方は、この機会に出品を検討してみませんか。   

出品料は無料ですので、多くの方々の参加をお待ちしています。 

会  期 

書道、陶芸の部：２月２３日(火)～２月２８日(日) 

絵画・彫刻の部：３月 ２日(火)～３月 ７日(日) 

写 真 の 部   ：３月  ９日(火)～３月１４日(日) 

開催時間 午前 9時～午後 5時 各会期の日曜は午後 4時まで 

開催場所 豊川市桜ヶ丘ミュージアム ２階市民ギャラリー 

観 覧 料 無料 

豊川市民展の出品作品を募集します 

（募集要項は１２月1日より配布開始、受付は２月２日開始です！） 
 

 

【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〉 ＊協賛金口数50音順 敬称略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集･発行：豊川市桜ヶ丘ミュージアム  令和２年１０月１日 

 

株式会社ハクヨコーポレーション 

豊川の地元情報誌とよかわ羅針盤 

株式会社ＡIＨＯ 

石国産業株式会社 

有限会社イズミフレーム 

伊藤医院 

株式会社オンワードムラタ 

カフェギャラリー栄知村 

ギャラリー花棕櫚 

共和印刷株式会社 

熊谷組悠友会豊川支部 

ケイフードサービス（割菊屋） 

CCNet豊川局、 

株式会社東雲座カンパニー 

末広総合保険 

末広ライフパートナーズ株式会社 

鈴木工芸社 

有限会社寺部組 

医療法人桃源堂 後藤病院 

豊川商工会議所 

豊川信用金庫 

株式会社トヨテック 

Honda Cars 愛知東 

宮地総合保険 

YT産経株式会社 
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展覧会 Information 

2020.10→2021.1 
展 覧 会 名 会 期 展 示 室 料金 

郷土の美術 ～12/20 美術常設展示室 無料 

特別展 金魚美抄2020 
 ～金魚を描くアーティストたち～ 

10/3～11/8 第１～２展示室 有料 

第16回やまぼうし作品展 10/6～10/11 第５・６展示室 無料 

能書会展 10/17・10/18 第５展示室 〃 

豊川高校美術、書道展 公募展（受賞作品） 10/24・10/25 第５・６展示室 〃 

傘寿写真二人展 

11/10～11/15 

第３展示室 〃 

第25回ふれあいみんなの芸術祭 

「中日写真協会豊川支部写真展」 
第４展示室 〃 

 第25回ふれあいみんなの芸術祭 

 「三河寿書展」 
第５・６展示室 〃 

特別展 いにしえの響き 11/14～1/11 第１・２展示室 有料 

第25回ふれあいみんなの芸術祭 

「第17回彩由会展」 

11/24～11/29 

第４展示室 〃 

第25回ふれあいみんなの芸術祭 

「第18回クロッキー会素描展」 
第５展示室 〃 

第25回ふれあいみんなの芸術祭 

つるし飾り「ひなクラブ」作品展 
第６展示室 〃 

久月人形学院久遊会 

第8回木目込み人形作品展 
12/1～12/6 第４展示室 〃 

 第25回ふれあいみんなの芸術祭 

 「第8回鳳墨会作品展」 
12/8～12/13 第４展示室 〃 

現代美術 in豊川 series6 

長井朋子展 
12/12～1/24 第５・６展示室 〃 

´21豊渓会書展 1/26～1/31 第1・２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。 

 

 

2020.9.30 現在 


