
ご挨拶

　富山県美術連合会では、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真
の6部門に所属する作家が毎年秋、部門を超えて互いに切磋琢磨
する場として「富山県芸術祭　美術連合展」を富山県民会館にお
いて開催しております。
　また、これまで富山県美術館（1階TADギャラリー）では、富
山を代表する作家たちの意欲的な作品の数々で県内美術の諸相を
紹介することを目的とし、6連盟より各1名ずつ推薦された作家
による「富山県美術連合会作家展（3つのシンフォニー）」を平
成30年3月から毎年開催してきました。
　そして、このたび当連合会は創立70年を迎え、富山県美術館
との主催により、各連盟10日間ずつ、連盟から推薦された作家
陣の近作、代表作を展示する「創立70年記念　富山県美術連合
会作家展2021－美の響き－」を開催いたします。
　それぞれの分野において独自の境地を切り拓かれた各作家の世
界観を、この会場で感じていただければと思っております。
　本展を開催するにあたり、ご協力をいただいた関係の皆様に心
より感謝申し上げます。

令和3年10月1日  　　　　　　　
富山県美術連合会会長　西藤　哲夫

富山県美術連合会からのお知らせ
県民芸術文化祭2021参加　第70回富山県芸術祭　創立70年記念

美術連合展　 富山県民会館　＜入場無料＞

令和3年11月27日（土）～ 11月30日（火）
午前10時～午後5時
（但し、初日開会式10時開始（予定）、最終日は午後3時まで）

●巡回展　新川展　新川文化ホール
　　　　　　　　　令和3年12月2日（木）～ 12月6日（月）
　　　　　　　　　午前10時～午後6時
　　　　　砺波展　砺波市美術館
　　　　　　　　　令和3年12月11日（土）～ 12月26日（日）
　　　　　　　　　午前10時～午後6時
　
主催：富山県、（一社）富山県芸術文化協会、富山県美術連合会
　　　（日本画家連盟、洋画連盟、彫刻家連盟、工芸作家連盟、書道連盟、写真連盟）、
　　　（公財）富山県文化振興財団新川文化ホール、
　　　（公財）砺波市花と緑と文化の財団・砺波市美術館
共催：魚津市、魚津市教育委員会、砺波市、砺波市教育委員会
後援：北日本新聞社、　　　　　　　　、北日本放送、富山テレビ放送、

チューリップテレビ、富山エフエム放送、となみ衛星通信テレビ、
　　　エフエムとなみ、となみ芸術文化友の会

創立70年記念
富山県美術連合会作家展2021　ー美の響きー
会期：令和3年10月1日（金）～ 12月18日（土）
会場：富山県美術館1F　TADギャラリー

第1期　彫刻家連盟　10月  1日（金）　  ～ 10月11日（月）
第2期　写 真 連 盟　10月14日（木）　  ～ 10月24日（日）
第3期　書 道 連 盟　10月28日（木）　  ～ 11月  7日（日）
第4期　洋 画 連 盟　11月11日（木）　  ～ 11月21日（日）
第5期　日本画家連盟　11月23日（火・祝）～ 12月　4日（土）
第6期　工芸作家連盟　12月  7日（火）　 ～ 12月18日（土）

富山県美術館
開館時間　9：30～ 18：00（入室は17：30まで）
休 館 日　毎週水曜日、11/4（11/3は開館）
主　　催　富山県美術連合会、富山県美術館

アクセス

●JR富山駅　新幹線改札口（富山駅南口）から
　徒歩：約17分／タクシー：約10分
　バス：7番のりばより乗車、「富山県美術館」下車すぐ
●あいの風とやま鉄道　改札口（富山駅北口）から
　徒歩：約15分／タクシー：約3分
　バス：1番のりばより乗車、「富山県美術館」下車すぐ
●富山空港から…タクシー・車：約20分（渋滞なしで）※約9ｋｍ
●北陸自動車道より…富山I.C.から国道41号経由：約15分（渋滞なしで）
※美術館及び環水公園利用の方は、駐車場が2時間無料です。
※美術館の駐車場（8：00－22：30）は限りがあり、土日や祝日等は混雑
が予想されます。

　お越しの際はなるべく公共交通機関をご利用いただくか、満車の際は恐
れ入りますが周辺駐車場をご利用ください。

ご来館時のお願い

●館内では、動植物の持ち込みを禁止しています（身体障がい者補助犬は
入館可能です）。館内への祝い花等の持ち込み、郵送でのお贈りはご遠
慮ください。
●新型コロナウイルス感染防止のため、ご来館の際はマスクの着用や咳エ
チケットなどにご協力いただきますようお願いいたします。

富山県美術館（TAD）
〒930-0806  富山県富山市木場町3-20
 （富岩運河環水公園内）
TEL：076-431-2711　https://tad-toyama.jp/

富山市総合体育館

オーバード・ホール

CIC

富山城

富山県美術館

北陸自動車道

水墨
美術館

富山大橋

至金沢

至金沢

至新潟

至岐阜

富山空港

至滑川

至東京

至R8

市内電車

神通大橋

富山市ガラス美術館

市内電車

西町

高志の国文学館

とやま
自遊館

富山運河
環水公園

神
通
川

富山駅

41

41

富山
I.C.

富山赤十字病院

サンフォルテ



第1期　富山県彫刻家連盟
10月 1日（金）～10月11日（月）
休館日：10月 6日（水）

●出品作家
青山三郎 宇津孝志 大西光則 金森成子 加茂為男
川瀬木麗子 川田良樹 熊谷喜美子 齋藤尤鶴 真田達雄
島田見根夫 大丸　敏 髙橋　勇 田畑　功 中林雅代
音琴和彦 野沢みさえ 野村光雄 長谷川総一郎 林　巌石
二塚佳永子 古川鎮雄 松田真治 丸山幸一 溝口一陽
宮﨑雅司 森田一成 横山丈樹 吉澤　孝
     以上29名

第2期　富山県写真連盟
10月14日（木）～10月24日（日）
休館日：10月20日（水）

●出品作家
中尾譲治 向井俊久 髙橋鐵夫 堀田信一 一ノ谷敏治
平井勝美 石田正博 山口裕美 澤田　実 森　弘之
近藤顕子 澤田規子 長田達明 高見源彰 川向正雄
中村　環 高橋　章 島倉　讓 三國　勲 谷井　進
川堰あけみ 酒井邦雄 堀田昭三 前田二三雄 永山勝久
廣川通久 片山克己 石仙伸夫 片岸　勉 袋谷芳樹
津田由美子
     以上31名

第3期　富山県書道連盟
10月28日（木）～11月7日（日）
休館日：11月 4日（木）
※11月 3日（水・祝）は開館

●出品作家
江幡春濤 鈴木狐雲 新村暁峰 時女信子 山本文雄
阿波加蒼岳 石井克代 石井　駿 河合蘆洲 津田海仙
経澤菁汀 畠山耕雪 水口香魚 山田蒼山 大石仙岳
鍛冶大愚 黒田昌吾 朝野紅帆 有川立虹 石川知恵子
石坂加代子 大木美佳恵 大田　亘 後谷芳琴 嶋崎一翠
惣名秀峰 高田直子 武波一夫 田中晴眼 種谷柳雪
辻村桂苑 長坂石泉 中田陽子 正橋白鵞 松本燁之
三宅壮峰 山口李鳩 山﨑珠雪
     以上38名

第4期　富山県洋画連盟
11月11日（木）～11月21日（日）
休館日：11月17日（水）

●出品作家
池田佐知子 稲垣朋子 加藤順子 河合雅子 齊藤洋子
高倉隼志 平田寛子 古田恵子 本郷正典 山下ちか子
山村泰雄
　
　
　
　
     以上11名

第5期　富山県日本画家連盟
11月23日（火・祝）～12月4日（土）
休館日：11月24日（水）
　　　　12月  1日（水）

●出品作家
網谷真佐美 池田珠紀 石田敬真 稲垣敦子 今井弘子
薄波靖子 大島麻美 小原好博 西藤哲夫 財目笑子
竿下純子 坂田潤世 佐野正人 須藤和子 砂子阪政巳
善田優子 田尻栄子 田中美喜子 中島宏一 温井喜央
橋本節子 前　都志子 若崎文絵
　
     以上23名

第6期　富山県工芸作家連盟
12月7日（火）～12月18日（土）
休館日：12月  8日（水）
　　　　12月15日（水）

●出品作家
池上　猛 池上美栄子 宇野登子 大野秋次 大村弘美
織田定男 香川真有美 川原正士 木村正和 葛井保秀
徤名文一 斉藤晴之 下坂邦和 十二町　薫 谷戸　守
土田信久 殿村和司 中林雅代 西島直義 萩下雅美
林　明代 平野由美子 増沢一朗 松原百合子 吉江夕音
　
     以上25名


