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お問い合わせ：富山市ガラス美術館  

〒930-0062 富山県富山市西町 5-1  Tel：076-461-3100 / Fax：076-461-3310  

E-mail: bijutsukan-01@city.toyama.lg.jp （広報担当） 

 

 

展覧会名  コレクション展 ヴェネチアン・グラスと現代の作家たち 

会  期  2021 年 12 月 18 日（土）― 2022 年 5 月 15 日（日）（予定） 

会  場  富山市ガラス美術館 4 階 展示室 4、透ける収蔵庫 

開場時間  午前 9 時 30 分から午後 6 時まで 

 （金・土曜日は午後 8 時まで。入場は閉場の 30 分前まで） 

閉 場 日  第 1、第 3 水曜日および年末年始（12/29（水）～1/1（土・祝）） 

 （ただし、5/4（水・祝）は開場、5/11（水）は閉場）（予定） 

観 覧 料  一般、大学生 200 円（170 円）、高校生以下は無料 

 ※（  ）内は 20 名以上の団体料金 

 ※本展観覧券でグラス・アート・ガーデン（6F）もご覧いただけます。 

 ※企画展の観覧券をお持ちの方は、本展およびグラス・アート・ガーデン（6F） 

 もご覧いただけます。 

主  催  富山市ガラス美術館 
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概  要 今回のコレクション展では、2020 年に新たに収蔵したリノ・タリアピエトラの 

 作品を始め、ヴェネチアン・グラスの手法を取り入れながら独自の表現を展開す 

 る作家達の作品をご紹介します。 

 吹きガラスの技法を用いて制作を行うガラス作家の中には、イタリアのヴェネ 

 チアで長年育まれた、伝統的なヴェネチアン・グラスの手法を学ぶ人が少なくあ 

 りません。彼らは高度な吹きの技術によって、時には繊細な文様や装飾を取り入 

 れながら、溶けたガラスの柔らかな動きを活かして作品を形作ります。ヴェネチ 

 アン・グラスの膨大な知識と歴史を学び、自らの表現を追求する姿勢は、本拠地 

 であるムラーノ島で腕を磨いたタリアピエトラを始め、現地のガラス職人と共に 

 作品を創り上げたデイル・チフーリや藤田喬平、大平洋一、現在も精力的に活動 

 を展開するダンテ・マリオーニやニック・マウント、江波冨士子や小西潮、安田 

 泰三といった作家達にも見ることができます。自身の表現を確立した作家達の作 

 品を通して、ヴェネチアン・グラスの手法を軸に広がる多様な表現に迫ります。 

 

関連企画 見どころトーク  

 2022 年 1 月 23 日（日）、2 月 27 日（日）、3 月 27 日（日）、4 月 3 日（日）、 

 5 月 8 日（日）  各回午後 2 時より開催 

 会 場：富山市ガラス美術館 2 階 会議室 1・2 

 ※事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。 

 ※参加料無料。 

 ◎関連企画は都合により中止、または変更となる場合があります。 

 最新の情報は当館ウェブサイトをご確認ください。 

 

出品点数 27 点（会期中、一部展示替えあり） 

出品作家 リノ・タリアピエトラ、大平洋一、藤田喬平、デイル・チフーリ、 

 ニック・マウント、ダンテ・マリオーニ、安田泰三、小西潮、江波冨士子 

   （展示導線順） 

作家紹介   

リノ・タリアピエトラ  

1934 年イタリア､ムラーノ生まれ、現在同地在住。 

ヴェネチアン・グラスの本拠地であるムラーノ島に生まれ、11 歳よりガラス工房

で吹きガラスの技を磨く。職人の中でもマエストロと呼ばれる特別な称号を得た

のち、工房を指揮する制作監督として様々なデザインを生み出す。アメリカ、シ

アトルとムラーノを拠点に、各地で伝統的なヴェネチアン・グラスの手法を広め

ながら、2021 年 7 月に引退を宣言するまで精力的に制作活動を続けてきた。 
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藤田 喬平  

1921 年東京都生まれ、2004 年逝去。 

「飾筥
かざりばこ

」シリーズでガラス作家として自身の作風を確立した後、新たな表現を求

めて 1977 年にヴェネチアへと渡る。以降、毎年一定の期間ヴェネチアに滞在し、

現地の風土に馴染んだ藤田は、二つのガラス工房のガラス職人達との協同制作を

通じて、自身の感性を生かした新たな代表作を作り上げている。 

 

大平 洋一 

1946年東京都生まれ、現在東京都在住。 

桑沢デザイン研究所在学中、五木寛之の小説に感銘を受けてガラスの制作を始め

る。1973 年にヴェネチアへ渡欧したのち同地の大学で彫刻を学び、デ・マヨ社の

ガラスデザイナーを経て作家として独立する。ムラーノの優れたガラス職人達と

協同制作を行いながら、38 年間にわたりヴェネチアを拠点として活躍してきた。 

 

デイル・チフーリ 

1941 年アメリカ、タコマ生まれ、現在アメリカ、シアトル在住。 

1968 年にムラーノ島へ留学し、老舗ガラス工房であるヴェニーニ社に勤めた経験

を持つ。帰国後、チームで制作するガラス工房のスタイルを取り入れるなど、ヴ

ェネチアン・グラスの手法を継承しつつ、独自の造形を活かした大規模なインス

タレーション作品を展開する。 

 

ダンテ・マリオーニ 

1964年アメリカ、ミル・バレー生まれ、現在アメリカ、シアトル在住。 

ガラス作家である父をはじめ、タリアピエトラやベンジャミン・ムーアといった

作家から吹きガラスを教わる。若い頃から高度なヴェネチアン・ガラスの技を体

得し、古代の瓶や器など様々なイメージを取り入れて、研ぎ澄まされた形と美し

さを兼ね備えた作品を制作し続けている。 

 

ニック・マウント       

1952年オーストラリア、アデレード生まれ、現在オーストラリア、リーブルック

在住。吹きガラスやモザイク・ガラスに長けた作家として知られる、リチャード・

マーキスの元でアシスタントを務める。作家自身もヴェネチアン・グラスの手法

を基礎とした作品を手掛け、異なる素材と技法を組み合わせた新しいイメージを

もつ作品などを創り出している。 
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安田 泰三           

1972年兵庫県生まれ、現在富山県在住。 

富山ガラス造形研究所の 1 期生として、1991 年より造形科と研究科でガラスを学

ぶ。卒業後、富山ガラス工房のスタッフを経て、1997 年岩瀬に Taizo Glass Studio

を設立（2014 年法人化）。自ら会社を立ち上げガラス作家としての道を切り拓い

てきた。作家は、ヴェネチアン・グラスを始めとする従来の制作方法を見直して

おり、独自の作品を制作するなかで現在もなお新しい展開を見せている。 

 

小西  潮                               

1964年千葉県生まれ、現在神奈川県在住。 

アメリカのピルチャック・グラス・スクールでガラス講座を受講し、1993 年に富

山ガラス造形研究所を卒業。アメリカのチャダムグラスカンパニーで勤務後、

1998 年神奈川県三浦市に「ガラス工芸潮工房」を設立。作家は吹きガラスの技を

極めながら、現在はレースガラスを用いた日本の茶器や酒器といったうつわの形

を持つ作品を制作している。 

 

江波  冨士子                      

1968年埼玉県生まれ、現在神奈川県在住。 

多摩美術大学のガラスコースを卒業後、1994 年まで富山ガラス造形研究所でガラ

ス制作を学ぶ。アメリカのチャダムグラスカンパニー勤務後、1998 年神奈川県三

浦市に「ガラス工芸潮工房」を設立。在学中に出会った二人のアメリカ人作家か

らモザイク・ガラスの技法を教わり、独自のムッリーネを用いて身の回りの自然

の姿を映し出した作品を制作している。 

 

 

 

 

広報用画像の貸出しについて 

p.5 の画像 1～7 を広報用に貸出しいたします。 

ご希望の方は、p.6 の画像貸出し申請書の使用条件をご確認いただき 

E メールか FAX にて富山市ガラス美術館広報担当へ申請書をお送りください。 

E-mail：bijutsukan-01@city.toyama.lg.jp FAX：076-461-3310 
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出品作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．リノ・タリアピエトラ《アフリカ》 

2014 年 撮影：末正真礼生 

２．藤田喬平《ヴェニス花瓶》2000 年 3．藤田喬平《縄文》1997 年 

撮影：斎城卓 

4．大平洋一 

（左）《モザイク・ガラス「輪」》1996 年 

（右）《モザイク小ガラス瓶「謝肉祭のマント」》1996 年 撮影：末正真礼生 

6．安田泰三《レース文様花入》2006 年 撮影：岡村喜知郎 

5．ダンテ・マリオーニ《Vessel Display》 

2010 年 撮影：斎城卓 

7．江波冨士子《水》2014 年 

撮影：末正真礼生 

※全て富山市ガラス美術館蔵の記載をお願いします。 
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年  月  日 

 

（宛先）富山市ガラス美術館長 

 

担当者：               

Ｔｅｌ：     Ｆａｘ：      

Ｅ-ｍａｉｌ：                    

住所：                               

団体名：                             

 

富山市ガラス美術館 画像貸出し申請書 

 

次のとおり、掲載用素材として 

「コレクション展 ヴェネチアン・グラスと現代の作家たち」の画像を申し込みます。 

 

1. 掲載（放映）媒体名：                                          

 

2. 媒体種別：TV 新聞 雑誌 フリーペーパー 電子書籍 WEB サイト 携帯媒体 

その他（                ）                             

 

3. 掲載の趣旨 

別紙のとおり（媒体資料を添付してください）                                                                             

 

4. 掲載（放映）日時：                                         

 

5. ご希望の画像番号：                                       

 

〇作品に文字やほかのイメージを重ねることはできません。キャプション等の文字が写真にかぶらないようご配慮をお

願いします。また、縦横比の変更やトリミングはご遠慮ください。 

〇作品掲出には指定するキャプションを必ず入れてください。 

〇作品画像の２次使用はご遠慮ください。 

※同一記事の再掲載や再放送等については再申請が必要となります。また、画像が使用できる期間は展覧会期間内のみとなります。  

〇商品のＰＲ等の商業利用に関しては画像の提供は出来ません。 

〇校正ゲラの段階で情報の確認をさせてください。 

〇記事が掲載された場合は DVD、掲載紙、誌を一部ご寄贈いただきますようお願いします。 

申請書送付先：富山市ガラス美術館広報担当  E-mail: bijutsukan-01@city.toyama.lg.jp  Fax：076-461-3310 

 


