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－今号のご案内－（2021.2） 

● Exhibition  第56回豊川市民展･･･････････････････････････････････････P２ 

● Exhibition  没後15年 平川敏夫展･･･････････････････････････････････P３ 

● Exhibition  美術常設展Ⅰ 東三河の風景 ･････････････････････････････P３ 

■ Review  特別展 金魚美抄2020～金魚を描くアーティストたち 開催報告･･P４ 

■ Review  現代美術 in 豊川 長井朋子展 開催報告････････････････････････P４ 

■ Review  特別展 いにしえの響き 開催報告････････････････････････････P５ 

● Exhibition  歴史資料のさまざま展･･･････････････････････････････････P５ 

▼ Information 各種募集案内･･･････････････････････････････････････････P６ 

▼ Information 展覧会情報･････････････････････････････････････････････P７ 
 
〈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 
 第 56 回豊川市民展 

 

 

令和 3 年 2 月 23日(火)～3 月 14日(日) 
 

今年で56回目となる豊川市民展を、2月23日(火)より開催します。 

 この展覧会は15才以上（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・彫刻部」「写真の部」「書道の 

部」「陶芸の部」があり、１週間ごとに展示する部門が変わります。 

 この機会に、出品される皆さんの日ごろの創作活動の成果をご覧ください。 

・入賞者には直接通知し、3月14日(日)午後２時より表彰式を行います。 

・入賞者は、3月14日(日)の表彰式後に、講評担当審査員より作品の講評があります。 

＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第では、表彰式及び講評会を急遽中止する場合がございます。 

 

出品作品を募集しています（１部門１点まで） 

 部門によって申し込み期間や搬入日が異なります（下記参照） 

募集要項は豊川市役所、市内各支所、生涯学習課（音羽庁舎）、各公民館中央図書館などで配

布しています。なお、出品料は無料です。優秀作品には各賞の授与があり、また各賞を重ねて

受賞されると桜ヶ丘ミュージアム美術展の出品資格を得られます。 

 

部 門 申込み期間 搬 入 搬入場所 

書道の部／陶芸の部 2 月 2日（火）～2月 14日（日） 2月 21日（日） 桜ヶ丘ミュージアム 

第２実習室 

(午後 1 時～午後 5 時) 
絵画・彫刻の部 2 月 2日（火）～2月 21日（日） 2月 28日（日） 

写真の部 2 月 2日（火）～2月 28日（日） 3月 7日（日） 
 
★申込みは「〒442-0064 豊川市桜ケ丘町79-2／豊川市桜ヶ丘ミュージアム(豊川市市民部文化振興課)／

Tel.0533-85-3775 Fax.0533-85-3776」へ、直接、もしくは郵送、ファックスでご提出ください。 

※搬入は「豊川市桜ヶ丘ミュージアム第２実習室へ」へ、直接作品をお持ちください。郵送に

よる作品の搬入は受付できません。 

※搬出は「豊川市桜ヶ丘ミュージアム２階市民ギャラリー」へ、直接受け取りにきてください。 
 

◎募集要項は、市ホームページからダウンロードすることができます。 

 http://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/bunka/tenrankai/55shiminten.html 

◎各部門の出品規格等については、募集要項もしくは市ホームページよりご確認ください。 

◎新型コロナウイルス感染症の状況によっては、内容の変更や中止をさせていただく 

場合がございますので、予めご了承ください。 

変更、中止が生じる場合は、市ホームページ等により周知いたします。 

 

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 （日曜日は午後 4時まで） 

開催会場 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 
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EXHIBITION 
 

令和２年度 美術常設展Ⅳ 

没後 15 年 平川敏夫展 
～令和 3 年 3 月 28 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBITION 
 

令和３年度 美術常設展Ⅰ 

東三河の風景 
令和 3 年 4 月 6 日(火)～8 月 1 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  期 令和 3年 3月 28日（日）まで ※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 美術常設展示室 

観 覧 料 無料 主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 

会  期 令和 3年 4月 6日（火）～8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 美術常設展示室 

観 覧 料 無料 主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 

大正13（1924）年に宝飯郡小坂井町（現：豊川市）に生まれた平川は、独

学で日本画を習得して活躍した郷土を代表する日本画家です。戦後、創造

美術展に初入選して以降、新制作日本画部、創画会を中心に活躍を続け

雅趣に富んだ作品を発表しました。 

台風の影響で樹皮や葉をはぎ取られ白骨化した樹木が翌年には力強く

再生する姿に感動して描いた《白樹》以降、自然の生命力を樹や塔、波間

に見出して生涯のテーマとました。朱を基調として燃え立つような姿を情熱

的に描いたのち、独自の白抜きの水墨世界へと華麗に画風を変遷させな

がら、常に一線で活躍し画壇を牽引しました。 

本展では、郷土で制作活動を続け平成18（2016）年5月に逝去された平

川敏夫の没後15年を節目として開催するもので、初期から晩年まで素描等

を交えながら当館所蔵品で回顧します。 
 

 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家を中心とした作品の収集を継続

的に行っています。 

 本展では、収蔵品の中から東三河の風景を描いた作

品を選出して紹介します。豊川市内の街並み、名所、

お祭りの様子など懐かしい郷土の情景をお楽しみくだ

さい。 

  

【出品予定作家】 

岩原良仁、斎藤吾朗、島田卓二、竹原城文、森緑翠ほか 

（50音順／敬称略／都合により変更する場合があります） 

※毎年開催していた「新収蔵品展」は都合により開催を見
合わせています。令和２年度に新たに収蔵した作品は、公
開準備ができ次第お知らせいたします。 

《豊川河畔竹叢》1999年 

斎藤 吾朗 

《市田の火まつり》 

1999年 

森 緑翠 

《小坂井バイパス小景》 

1997年 

竹原 城文 

《阿吽》    1999年 
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EXHIBITION 
REVIEW 

事業報告 特別展（美術） 

金魚美抄 2020～金魚を描くアーティストたち～ 報告 
会期 令和 2年 10月 3日(土)～11月 8日(日) 

 

 金魚美抄展は、美術家の深堀隆介氏が監修に入り、19名の金魚を 
愛するアーティストがそれぞれの思いで創り出した金魚作品を一堂 
に集めた金魚のアート展です。洋画、水彩、ミニチュア、羊毛フェ 
ルト、ガラス、映像など200点以上の金魚アートが集結し、約1ヶ月 
間で9,149名の方にご来場いただきました。 
本展の目玉である、ニューヨークから里帰りした深堀隆介の大作 

〈方舟２〉は、まるで生きた金魚をそのまま閉じ込めたようなリア 
ルさで来場者を圧倒しました。会場からは「樹脂の中の金魚がアク 
リル絵の具で描いた絵なんて、間近で見ても信じられません！」と 
驚きの声。ロビーには〈金魚絵大行灯〉はじめ撮影可能な作品もあり、 
それらは SNSを通じて広まり、SNSの投稿を見て展覧会を知る人も多 
い印象でした。会期中は深堀氏によるワークショップ、サイン会のほ 
かに、豊川バラを PRする「花すくい」(農務課協力)、夜間開館、金 
魚展をイメージした和菓子の販売(立花屋協力)などを行いました。 
中でも新型コロナウイルス対策として「金魚マスク販売」(豊川市シ 
ルバー人材センター協力)は大変好評でした。 
コロナ禍でも、来場した方にとって忘れられないひとときをお届 

けできていたら幸いです。皆さんのお気に入りの金魚は見つかりま 
したか？金魚美抄展の様子は豊川市ホームページで公開しています 
ので、そちらもぜひご覧ください。          （岡田） 
（※「美抄」とは金魚の美をすくい取るという意味の造語です。） 

 

EXHIBITION 
REVIEW 

事業報告 現代美術 in 豊川 series6 

長井朋子展 ～天国より淡くまぶしい、そして～ 報告 
会期 令和 2年 12月 12日(土)～令和 3年 1月 24日(日) 

 

この展覧会は平成27年１月に開催した愛知トリエンナーレ地域展開
事業「豊穣なるもの 現代美術 in 豊川」の流れを汲む、地方から現代
美術を発信しようとする取り組みです。同展以降、毎年冬場の一般貸
出の少ない時期を活用して１階の市民ギャラリーで開催しています。 
６回目を迎える今回は、豊橋出身で東京で活躍する長井朋子（1982

～）さんを取り上げました。初日のオープニングセレモニーのあとに
は、長井さんが尊敬して止まない医師の稲葉俊郎さんとの対談がセッ
ティングされ大変な好評を博しました。稲葉さんは山形ビエンナーレ
の芸術監督をつとめるなど芸術にも造詣が深く、人体と芸術に関する
バランスについてなど分かりやすくお話し頂きました。 
また、今回は長井さんの知人やファン以外にも県内外から美術関係

者が数多く来館され、長井さんの注目の高さを改めて認識させられま
した。アンケートには、多くの方がその作品の素晴らしさを称えると
ともに、今後の活躍を望む声が多くあり、まさに「時のひと」といっ
た感触を受けました。 
なお本展覧会枠では、子供たちに現代美術を一緒に作り上げて頂き

たいと、ワークショップを市内小学校（今回で12校目）と当館で必ず
開催しています。今回のテーマは「コラージュ」でしたが、既存の発
想に留まらず画用紙に立体を張り付けたり、縫い付けたり、種や羽毛を巻き散らしたりと、想像力豊か
な作品が多く生まれました。現役作家の指導は毎年好評で、今年も作業の手が止まらない子供たちが続
出！生きた芸術の発想や感覚を伝える素晴らしさを改めて現場で味わうことが出来ました。この体験が
子供たちの未来を拓く、豊かな情操教育の一助になればと願っています。 
作品は、海外をはじめ多くのコレクションに収まっており、今後これだけの作品が集まることは無い

だろうと思われます。会場はオンラインビューイングで、バーチャル展示室を詳細にご覧いただくこと
が出来ます。当館の長井朋子展ＨＰにリンクがありますので、是非一度ご覧ください。（森田） 

▲児童と作品について話す長井さん 

（市内桜町小学校5年生） 

▼会場風景、大作も並んだ 

「方舟２」を見つめる深堀隆介氏 

２階ロビー設置「金魚絵大行灯」 
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EXHIBITION 
REVIEW 
 
 

事業報告 特別展（歴史） 

いにしえの響き 報告 
会期 令和 2年 11月 14日(土)～令和 3年 1月 11日(月・祝) 

 

 特別展「いにしえの響き」は、三河と周辺地域の古人 
があつらえた音、とりわけ「すず」に文献史学・考古学 
の両面から迫る展覧会でした。内容は、弥生時代の銅鐸 
から古墳時代の鈴を付した鏡や馬具までで「すず」が共 
同の祭器から権力者の威信材へと変容していく様を感じ 
ていただき、八代神社(三重県神島町)に奉献された国指 
定重要文化財の鈴や多度大社の金銅五鈷鈴などで、古墳 
時代以降の展開にも触れました。 
豊川市域の鈴は、数は少ないですが個性的な物ばかり。 

江戸時代の文献にしか見られない(しかも贋造品！)鈴鏡、 
「国府町諏訪林」(どこでしょう？)のものと伝わる馬具・ 
三鈴杏葉、そして東上町の炭焼平20号墳で出土した珍しい 
鉄製の鈴。さらに愛知県指定文化財の千両銅鐸・広石銅鐸と、郷土の宝が一堂に会しました。 
また、いにしえの音をテーマにした展覧会ということで、会場では特別に許可をいただいて収録した

鈴の音を流しました。静寂を保つ展示室に響くいにしえの鈴の音は、やや低音でどこか素朴さを感じさ
せながらも、凛として心地よいものでした。万葉集などで「小鈴もゆらに」と印象的に描写されるのも
うなずけます。ましてこれらの鈴があったのは金属がまだ珍しい世。その響きは現代人が感じるよりも
特別で清らかなものと捉えられたのではないでしょうか。 
本展はコロナ禍に開催された展覧会でした。それ故、三密回避を意識した会場づくりを検討し、展覧

会会場では様々なコロナ対策を講じたほか、関連イベントのハンドベルコンサートや講演会への参加は
事前予約とさせていただきました。例年行なっていた展示説明会はできませんでしたが、代わりに展覧
会ガイドやワークシート作成するなどして、観覧の一助となるものを充実させました。会場にいらした
方には、ルーペで資料を観察したり模写をしたりと、熱心な方がお見えになる一方で、遠方からの来場
者は少なかったですが図録のお問い合わせなどをいただくなど、関心を寄せていただきました。 
本展開催にあたり、春先から多くの機関や個人の皆様に資料調査に応じていただきました。誰もが経

験のないコロナ対策に翻弄される中、快くご協力いただきましたご皆様には感謝してもしきれません。
展覧会はたくさんの方のご協力とご厚意によって開催できるものであることを改めて実感しました。 
 ところで、年明けに初詣に出かけましたら、神社の鈴を鳴らす鈴尾がコロナ対策の一環でどこも撤去
されていました。この１年で日常が一変し、いまも日々状況が変わっていきますが、この鈴の音が再び
鳴らされ響き渡るとき、平穏な日々が戻ってきたと実感できるのでしょう。（菅沼） 

  

EXHIBITION 
 

歴史ミニ企画展 

歴史資料のさまざま ― 近世期 絵馬
エ マ

 i n
イン

 a
ア

 million
ミ リ オ ン

 ― 
 

令和２年３月９日(火)～３月 21 日(日) 

 豊川市桜ヶ丘ミュージアムでは、豊川地域の歴史と文化について広く紹介し、理解を深めていただく

ために、資料の収集に努めるとともに、市民の皆様からご寄贈･ご寄託いただいたさまざまな資料につ

いても保管･活用しています。 

 今回は、当館が収蔵する絵馬の一部を「近世期 絵馬 in a million

（江戸時代のかけがえのない絵馬）」と題して紹介します。当時の人

びとの暮らしや信仰について少しでも思いを馳せていただけたらと思

います。 

 

 

 

会  期 令和３年３月９日(火)～３月 21日(日) 

開催場所 １階第５展示室 

開催時間 午前９時～午後５時 

観 覧 料 無料 主 催 豊川市桜ヶ丘ミュージアム 
船絵馬 明和９年（安永元年：1772） 

西島神社所蔵、当館寄託 
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Information 

 
 各種募集案内 

桜ヶ丘ミュージアム協賛企業大募集！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊協賛企業についての問合せは、メール：bunka@city.toyokawa.lg.jp でも受付しております。 

 

 

桜ヶ丘ミュージアムボランティアスタッフを随時募集しています   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュージアム Twitter で、文化の情報を GET！ 

 

 

 

 

 

 

 

協賛期間：2021年4月1日～2022年3月31日（以降1年更新） 

協 賛 金：一口10,000円～ 

申込期間：随時受付 

申込方法：申込票に記入後、桜ヶ丘ミュージアムへ直接もしくは郵送、 

FAX 等で提出してください。後日、協賛金の振込用紙(納入通 

知書)を郵送します。申込票は桜ヶ丘ミュージアム窓口ほか、 

市ホームページからダウンロードできます。 

問合せ先：豊川市桜ヶ丘ミュージアム 電話：0533-85-3775 

 

【！６つの特典！】 

① 桜ヶ丘ミュージアム正面入口に協賛企業名を掲出 

② 当館のホームページに協賛企業名を掲出 

③ 機関紙「ミュージアムだより」の送付及び協賛企業名を紙面

へ掲載（本紙巻末に協賛企業を掲載） 

④ 館主催の有料企画展の招待券を進呈（一口：10 枚程度） 

⑤ 企画展開場式へご招待 

⑥ 館で発行される印刷物（チラシ､ポスター等）を送付 

企画展やワークショップ、ロビーコンサートなど桜ヶ丘

ミュージアムでは様々なイベントを開催しています。会

場設営や受付などをするボランティアスタッフを募集し

ます。活動は、土日が多いです。高校生～70代まで幅

広い年齢の方が活躍しています。 

詳細は桜ヶ丘ミュージアムへお問合せください。 

 

桜ヶ丘ミュージアム Twitter をご存じですか？ 

広報、市ホームページへの情報掲載とは違う 

親しみやすい文章や写真で文化の情報をお届けして

います。 

ぜひ、フォローしてください☺ 

アカウントは＠toyokawa_museum です！ 

mailto:bunka@city.toyokawa.lg.jp
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展覧会 Information 2021.2→2021.5 

展 覧 会 名 会 期 展 示 室 料金 

没後15年 平川敏夫展 ～3/28 美術常設展示室 無料 

小山豊写真展 
2/2～2/7 

第２展示室 〃 

第21回写友「SORA」写真展 第４展示室 〃 

あいちアール・ブリュット・サテライト展 2/9～2/14 第１～６展示室 〃 

豊川子ども美術展・教職員展 
2/18～2/21 

第１～５展示室 〃 

キュパティーノ市･無錫市新呉区子ども作品展 第６展示室 〃 

第56回豊川市民展（書道の部、陶芸の部） 2/23～2/28 第１～４展示室 〃 

第56回豊川市民展（絵画・彫刻の部） 3/2～3/7 第１～４展示室 〃 

豊川のカワセミ写真展 3/2～3/7 第６展示室 〃 

第56回豊川市民展（写真の部） 3/9～3/14 第１～４展示室 〃 

歴史ミニ企画展 歴史資料のさまざま 3/9～3/21 第５展示室 〃 

二人展 3/9～3/14 第６展示室 〃 

郷土芸術作家展 

3/16～3/21 

第１・２展示室 〃 

KOZYアート作品展 第３展示室 〃 

吉田孝次個展と写ガール展 第４展示室 〃 

第24回ビクトリー美術研究所作品展 3/20・3/21 第６展示室 〃 

トールペインティング 3/23～3/28 第３展示室 〃 

キッズ☆アート展 3/27・3/28 第４展示室 〃 

原爆と戦争展 3/26～3/28 第６展示室 〃 

第53回三河書芸展 
3/30～4/4 

第１～４展示室 〃 

笑顔展2021 第６展示室 〃 

美術常設展Ⅰ 東三河の風景 4/6～8/1 美術常設展示室 〃 

さくら会展 

4/6～4/11 

第１展示室 〃 

山本小夜子個展 第２展示室 〃 

ステンドグラス立体主義 第３展示室 〃 

追平陶吉陶人形展 第５展示室 〃 

中日写真協会豊川支部展 

4/13～4/18 

第１展示室 〃 

白倉正彦個展 第３展示室 〃 

編み物展 第４展示室 〃 

日本習字 梅の会 4/24・25 第１展示室 〃 

木目込み人形展 
4/20～4/25 

第４展示室 〃 

ゆみ水彩画クラブ展 第５・６展示室 〃 

第21回日本画彩楽会展 4/27～5/2 第１・２展示室 〃 

一葉会展 
5/4～5/9 

第１～３展示室 〃 

河戸紅陽展 第４展示室 〃 

第32回砥尚印會てんこく展 5/21～5/23 第１展示室 〃 

西陣美術織平山郁夫シルクロード展 5/19～5/23 第４展示室 〃 

第６回豊川アート展 
5/25～5/30 

第１～３展示室 〃 

鳳墨会作品展 第４展示室 〃 

＊ゴシック体表記は、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。 

＊新型コロナウイルス感染症の影響により展覧会が急遽中止、延期する場合がございます。 

＊５月１１日（火）～５月１６日（日）は整理休館をいただきます 

次号のミュージアムだよりについて 

令和３年度よりミュージアムだよりの発行回数を２回に変更させていただきます。 

（６月、１２月予定） 
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当館の運営にご協賛いただき、誠にありがとうございます 
 

(株)ハクヨコーポレーション      とよかわ羅針盤 
(株)ＡＩＨＯ              石国産業(株) 
伊藤医院              （有）イズミフレーム 
(株)オンワードムラタ         カフェギャラリー栄知村(えじそん) 
ギャラリー花棕櫚(はなしゅろ)     共和印刷(株) 
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）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) 
鈴木工芸社             （有）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）トヨテック 
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ愛知東       宮地総合保険 
ＹＴ産経(株)                   ＊協賛金口数／五十音順／敬称略 

 

 

 

 
◆開館時間 

 ・歴史常設展示室・美術常設展示室  

  午前９時～午後５時 

 ・市民ギャラリー 

  展覧会により開館時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。 

◆休館日 毎週月曜日 

◆観覧料   

歴史常設展示室・美術常設展示室◇無料 

市民ギャラリー◇展覧会により、有料の場合もあります。 

◆交通機関 

【電車】JR飯田線「豊川」駅・名鉄豊川線「豊川稲荷」駅下車徒歩約 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合せにご協力ください。 
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協賛企業のご紹介 

ミュージアムツイッター 

QRコードです 


