
富山県博物館協会　表彰者

　協会独自の表彰制度として設けられた富山県博物館
協会表彰規定は平成元年7月7日から施行され、平成2年
度の総会で第1回表彰を実施。平成20年度には第二代
と第三代の富山県博物館協会会長を務められた定塚武
敏、長井真隆の両氏を特別功労表彰、同年の前期研修
会として記念講演を行っていただきました。（敬称略）

長谷川洋、神保成伍、竹沢喜美子（高岡市立美術館）
坂下顕、加野泰男（魚津水族館）
吉沢孝、土肥誠一（富山県民会館美術館）
九里道守（朝日町宮崎自然博物館）
朝倉吉彦（高岡市立博物館）
山本源太郎（二上山郷土資料館）
大森利子（魚津市立歴史民俗資料館）

山森政治、三日市俊夫
西一朗、竹中正男、田畑貢（富山県民会館美術館）
岩倉節郎（井波歴史民俗資料館）
本宮日顕（本法寺）

大谷和子、布上明美（大谷和子こども美術館）
正川勝子（富山県教育記念館）

水岡育子（㈶富山美術館）

立野紀夫、高嶋忠夫、大房友明（富山県民会館美術館）
元宮モリ子（本法寺）

米澤明子、内山愛子（富山県民会館美術館）
戸部靖子（二上山郷土資料館）
倉谷寛、布村昇、赤羽久忠、石坂雅昭、根来尚、吉村博儀、
南部久男、朴木英治、渡辺誠（富山市科学文化センター）
佐伯明子、佐伯元子、志鷹ミチ子（富山県［立山博物館］）

山本実（富山県民会館美術館）
高山茂樹（魚津水族館）
吉本敬子（富山市科学文化センター）

寺西孝好、田中三郎（富山県民会館美術館）
嶋中昭子（富山市民俗民芸村）
大坪健二、柳原正樹、片岸昭二、中川美彩緒、岩本三好

（富山県立近代美術館）

稲村修（魚津水族博物館）
大谷弓子、中島泰子（大谷和子こども美術館）
熊本昭三、浅地正代（富山県民会館美術館）
太田道人（富山市科学文化センター）
太田蓉子（富山市民俗民芸村）
久泉迪雄（高岡市美術館）
野口充子（高岡市立博物館）
小境卓治（氷見市立博物館）

澤田みや子（大谷和子こども美術館）
清水由久（富山県民会館美術館）
布村克志（富山市科学文化センター）
高橋幸四郎、山本茂行、小杉潤、石原祐司

（富山市ファミリーパーク）
安井幸子（富山市民俗民芸村）
有馬みどり（富山佐藤美術館）
白岩初志（滑川市立博物館）
森本末子（富山県［立山博物館］）

飯野満子（富山県教育記念館）
山本広志（富山県民会館美術館）
寺田昭、道山勉、多奈田功、古川隆一、高原譲、小森康子

（富山市ファミリーパーク）

塩野礼子、長田裕子（大谷和子こども美術館）
安カ川恵子（砺波郷土資料館）

坊恭子（富山県民会館美術館）
大野究（氷見市立博物館）
山崎美紀子、鹿熊あい子（百河豚美術館）
村井仁志（富山市ファミリーパーク）

谷端良子（桂樹舎和紙文庫）
杉野秀樹（富山県立近代美術館）
蒲田和志（富山県［立山博物館］）

吉井亮一（富山県［立山博物館］）
若松基（富山県立近代美術館）
平井雅晶、堀口政治、小峠拓也（富山市ファミリーパーク）
日和祐樹、坂野慶子（福岡町歴史民俗資料館）

福江充（富山県［立山博物館］）
小久保啓一（富山市郷土博物館・佐藤記念美術館）
倉田千春（富山県民会館美術館）
大久保晴子（富山県立近代美術館）

米原寛（富山県［立山博物館］）
佐伯志津子、毛利タキ子、高木清美（富山市民俗民芸村）
志波友子（富山市科学文化センター）
浅地豊、八木宏昌（富山県水墨美術館）
村井彰（黒部市吉田科学館）
稲塚展子（富山県立近代美術館）

穴田美佳、金子篤（富山市ファミリーパーク）
亀谷哲史（富山県民会館美術館）
石須秀知（魚津埋没林博物館）
麻生恵子（富山県立近代美術館）

今村郁子（砺波郷土資料館）
尾山章（南砺市立福光美術館）
飯田肇（立山カルデラ砂防博物館）
新谷秀夫（高岡市万葉歴史館）
坂野弘幸（富山県民会館美術館）
角波学（富山県［立山博物館］）
門田信幸（魚津水族博物館）
瀬尾千秋（高岡市美術館）

｜永｜年｜勤｜続｜表｜彰｜

▼平成 2年度

▼平成 11年度

▼平成 12年度

▼平成 13年度

▼平成 14年度

▼平成 15年度

▼平成 16年度

▼平成 17年度

▼平成 18年度

▼平成 19年度

▼平成 20年度

▼平成 3年度

▼平成 4年度

▼平成 5年度

▼平成 6年度

▼平成 7年度

▼平成 8年度

▼平成 9年度

▼平成 10年度
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富山県美術館・博物館
研究補助／研修助成
　「富山県美術館博物館学芸員等研究補助」は県内の
美術館・博物館または館員の共同研究に対し研究補助
を行い、芸術文化活動の拠点としての美術館・博物館活
動の充実をはかるためのもので、平成7年度に実施要項
が定められ、同年から施行されています。研究の概要・
成果は毎年の研修会で発表されているほか、協会ウェブ
サイトに「電子紀要」として掲載されています。「富山県
美術館博物館学芸員等研修助成」は専門的知識及び技
術の向上をはかるための研修に対して助成し、その資質
の向上を図るもので、同じく平成7年度に実施要項が定
められ、同年から施行されています。（敬称略）

富山市科学文化センター／坂井奈緒子
西田美術館／高木正一

富山市科学文化センター／朴木英治
富山美術館／小久保啓一

富山市科学文化センター／赤羽久忠
高岡市美術館／舟塚雅恵

富山市科学文化センター／南部久男
下山芸術の森発電所美術館／長繩宣

富山佐藤美術館／水岡育子
砺波市美術館／末永忠宏
富山市科学文化センター／朴木英治
富山県民会館美術館／麻生恵子

魚津歴史民族博物館／麻柄一志
富山市科学文化センター／太田道人
富山県［立山博物館］／福江充

富山県［立山博物館］／吉野俊哉
セレネ美術館／中村賢一
富山県立近代美術館／稲塚展子
富山市科学文化センター／根来尚

富山県［立山博物館］／吉井亮一
立山カルデラ砂防博物館／飯田肇
富山市科学文化センター／南部久男、坂井奈緒子

富山県立近代美術館／杉野秀樹
富山市民俗民芸村／坂森幹弘

富山県［立山博物館］／野口安嗣
魚津水族博物館／高山茂樹
富山市ファミリーパーク／村井仁志
富山市科学文化センター／林忠史

定塚武敏（第二代富山県博物館協会長）
長井真隆（第三代富山県博物館協会長）

橘美恵子（富山市科学博物館）
梶良枝（高岡市万葉歴史館）
山本成子（高岡市美術館）
竹中慎一（富山県立近代美術館）
木村昌弘（富山市民俗民芸村）
水戸茂樹（富山県民会館美術館）

田村晴彦、田村玲香（大楽寺）
伊藤博（富山県民会館美術館）
渡邊一美、諸江丈治（南砺市立福光美術館）
坂森幹浩（富山市郷土博物館・佐藤記念美術館）
岸原剛、高久滋（富山市ファミリーパーク）
鈴木博喬（富山県水墨美術館）
丸山多美子（富山県立近代美術館）
坂井奈緒子（富山市科学博物館）

加藤達行（富山市郷土博物館）
兼子心（富山市民俗民芸村）
高橋輝男、高橋麻里子、加藤朋美（富山市ファミリーパーク）
桐井昇子（富山県水墨美術館）

中村賢一（黒部市宇奈月国際会館セレネ美術館）
幸林理恵（黒部市美術館）
檜谷文彦（魚津埋没林博物館）
渡辺希利子（富山県立近代美術館）
神保孝造、橋本 正春、高梨清志（富山県埋蔵文化財センター）
藤井素彦（㈶高岡市民文化振興事業団）

宮崎千夏（黒部市吉田科学館）
菊川茂（立山カルデラ博物館）
関正恵（富山県民会館美術館）
久々忠義（富山県埋蔵文化財センター）
関隆司（高岡市万葉歴史館）
宝田陽子、仁ヶ竹亮介（高岡市美術館）
大谷智子（氷見市立博物館）

島瑞穂（朝日町立ふるさと美術館）
坊公秀（富山県民会館美術館）
林忠史（富山市科学博物館）
山内洋（富山市ファミリーパーク）
浅野豊、兼本正、吉田めぐみ、高橋一臣、神戸敏成、
橋屋誠、大原隆明、栗林信夫、志内利明、山下寿之

（富山県中央植物園）
野積正吉（射水市新湊博物館）
末永忠宏、杉本積（砺波市美術館）

｜研｜究｜補｜助｜

｜特｜別｜功｜労｜表｜彰｜

▼平成 7年度

▼平成 8年度

▼平成 9年度

▼平成 10年度

▼平成 11年度

▼平成 12年度

▼平成 13年度

▼平成 14年度

▼平成 15年度

▼平成 16年度

▼平成 20年度

▼平成 21年度

▼平成 22年度

▼平成 23年度

▼平成 24年度

▼平成 25年度

▼平成 26年度
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富山県［立山博物館］／寺島禎一
大島町絵本館／西小百合
富山市科学文化センター／朴木英治

高岡市美術館／藤井素彦
魚津市埋没林博物館／石須秀知
富山県中央植物園／大原隆明

魚津水族博物館／高山茂樹
高岡市美術館／山本成子
氷見市立博物館／大野究
小矢部ふるさと博物館／安念幹倫

魚津水族博物館／稲村修
立山カルデラ砂防博物館／米谷正広
氷見市立博物館／廣瀬直樹

富山市科学博物館／田中豊
砺波郷土資料館／安カ川恵子
氷見市立博物館／小谷超

富山市郷土博物館／萩原大輔
氷見市立博物館／大野究
高岡市万葉歴史館／田中夏陽子
高岡市美術館／瀬尾千秋

氷見市立博物館／廣瀬直樹
富山市民俗民芸村／能川志保
富山市科学博物館／増渕佳子
富山県水墨美術館／鈴木博喬

富山県「立山博物館」／加藤基樹
氷見市立博物館／小谷超
富山市科学博物館／林忠史
立山カルデラ砂防博物館／丹保俊哉

滑川市立博物館／白岩初志
氷見市立博物館／大野究
砺波郷土資料館／安カ川恵子
魚津水族博物館／不破光大
富山市科学博物館／藤田将人

氷見市立博物館／廣瀬直樹
黒部市吉田科学館／久保貴志
立山カルデラ砂防博物館／後藤優介
南砺市立福光美術館／渡邊一美

井波歴史民俗資料館／山森伸正
高岡市立博物館／野口充子
福光美術館／諸江丈治

井波歴史民俗資料館／山森伸正
高岡市立博物館／野口充子、瀬尾千秋

富山市科学文化センター／根来尚
富山県立近代美術館／麻生恵子
高岡市美術館／舟塚雅恵

朝日町立ふるさと美術館／天内恵子
魚津歴史民俗博物館／塩田明弘
富山県水墨美術館／丸山多美子

富山市科学文化センター／南部久男

高岡市美術館／山本成子、宝田陽子
富山市科学文化センター／坂井奈緒子

水橋郷土史料館／神屋恵子
高岡市美術館／宝田陽子
魚津水族博物館／加野泰男

高岡市美術館／篠原秀幸

富山市科学文化センター／市川真史
井波歴史民俗資料館／山森伸正
富山県立近代美術館／渡辺希利子

小矢部ふるさと博物館／本田和宏
富山県埋蔵文化財センター／境洋子

魚津水族博物館／稲村修
西田美術館／柳原奈緒
高岡市美術館／宝田陽子

富山県立近代美術館／渡辺希利子

高岡市立博物館／仁ヶ竹亮介
富山市民俗民芸村／能川志保

富山市科学博物館／増渕佳子
富山市民俗民芸村／能川志保

高岡市美術館／仁ヶ竹亮介
滑川市立博物館／近藤浩二

滑川市立博物館／近藤浩二

富山市ファミリーパーク／酒井義孝
高岡市立博物館／藤井恵里

高岡市立博物館／藤井恵里
｜研｜修｜助｜成｜

▼平成 17年度 ▼平成 9年度

▼平成 18年度 ▼平成 10年度

▼平成 19年度 ▼平成 11年度

▼平成 12年度

▼平成 13年度

▼平成 14年度

▼平成 15年度

▼平成 16年度

▼平成 19年度

▼平成 20年度

▼平成 21年度

▼平成 22年度

▼平成 23年度

▼平成 24年度

▼平成 25年度

▼平成 26年度

▼平成 20年度

▼平成 21年度

▼平成 22年度

▼平成 23年度

▼平成 24年度

▼平成 25年度

▼平成 26年度

▼平成 7年度

▼平成 8年度

研究発表（平成23年度研修会）
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富山県博物館協会規約

第１章　総　　　則
（名　称）
第１条　本会は、富山県博物館協会という。
（事務所）
第２条　本会の事務所は、会長の所属する館園におく。
（目　的）
第３条　本会は、富山県内にある博物館とこれに類す

る施設が相互の連絡連携をとり、博物館事業の普及
発展をはかることを目的とする。

（事　業）
第４条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業

を行う。
　⑴　研究会、講演会、鑑賞会、理事会等開催、出版

物の刊行及び各館友の会の交歓
　⑵　県民への普及啓発活動
　⑶　その他必要な事業

第２章　組　　　織
（種　別）
第５条　本会は、富山県内にある博物館及びこれに類

する施設によって組織する。（本会を組織する施設に
属する職員は、すべて本会の事業に参画できる。）

（会　費）
第６条　本会に入会した館園は年額5，000円の会費を

納するものとする。
（入　会）
第７条　本会に入会する館園は、入会申込書を会長に

提出し理事会の承認を得なければならない。

第３章　役　　　員
（種　別）
第８条　本会に、つぎの役員をおく。
　会　長　　１名
　副会長　　１名
　理　事　　若干名
　幹　事　　若干名
　監　事　　２名
２　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
（選　任）
第９条　会長、副会長は、理事の互選による。
３　理事及び監事は、総会において選任する。
４　幹事は、会長が委嘱する。
（職　務）
第10条　会長は、本会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは

その職務を代行する。
３　幹事は、庶務、会計等会の事務を分担する。
４　監事は、会計監査を行い、その結果を総会に報告

する。

（任　期）
第11条　役員の任期は２年とする。ただし、役員が欠

けた時は、後任者をもって充て、任期は前任者の残
任期間とする。

２　役員は、再任を妨げない。

第４章　会　　　議
（種　別）
第12条　本会の会議は、総会、理事会とし、会長が召

集する。
２　総会は毎年１回開催し、理事会の決定事項並び

に役員の改選等について審議する。ただし、会長は、
必要に応じて臨時総会を開くことができる。

３　理事会は、会務の処理、議案の審議その他重要事
項を審議する。

第５章　会　　　計
（経　費）
第13条　本会の経費は、会費、寄付金その他をもって

これにあてる。
（予算及び決算）
第14条　本会の予算は理事会の承認を経なければなら

ない。
２　本会の決算は、監事の会計監査を経て総会の承認

を経なければならない。
（会計年度）
第15条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、

翌年３月31日に終わる。

第６章　　規約の変更
（規約の変更）
第16条　この規約は、総会の承認がなければ変更する

ことができない。
　　附則　本規約は、昭和44年４月１日から施行する。
　　附則　本規約は、昭和46年４月１日から一部改正

施行する。
　　附則　本規約は、昭和54年６月22日から一部改正

施行する。
　　附則　本規約は、昭和62年５月21日から一部改正

施行する。
　　附則　本規約は、平成6年５月20日から一部改正

施行する。
　　附則　本規約は、平成16年４月22日から一部改正

施行する。
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