
■南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ作品設置場所一覧 2020年1月現在
区分 № 作品名 作者 作者出身地 設置場所

1 友情 マケーラ ディムビッシ カメルーン共和国 井波芸術の森公園
2 トーテム･ポール ライル ウイルソン カナダ 南砺市立井口小学校
3 ノーコア･ハードコア№１，№２ マーチン エリック アンデルセン デンマーク王国 －
4 ピース オブ メン ウルリケ エンデルス ドイツ連邦共和国 －
5 鐘楼 チャースィ フェレンツ ハンガリー 閑乗寺公園
6 トランシルバニアの門 ペーテルフィ ラースロー ハンガリー －
7 自然＋人間 金 光宇（キム グァンウ） 大韓民国 －
8 悲願のキリスト ブラダス ラクッキス リトアニア共和国 南砺市井波総合文化センター
9 人類 バーリングス レンガニ カウンダ マラウイ共和国 －
10 鯨にのった先祖 リキ ヘナーレ マニュエル ニュージーランド 南砺市井波総合文化センター
11 ピエタ ヘンリック ボグダン ワグナー ポーランド共和国 －
12 木の霊性 石川 隆 日本（栃木県） 閑乗寺公園
13 Ｎ ＆ Ｋ 伊藤 晃二 日本（千葉県） －
14 土から大空へ 宇津 孝志 日本（富山県富山市） －
15 むこぅさきみず 岡崎 星秀 日本（富山県富山市） －
16 ＡＮＥＲ＋ＧＵＮＥ 吹田 哲二郎 日本（京都府） －
17 ＯＮ ＴＨＥ ＧＬＯＢＥ 辻 徹 日本（北海道） －
18 求世観音の意 松尾 秀麿 日本（山梨県） 道の駅井波 いなみ木彫りの里創遊館
19 遙かな風貌 鷲崎 直子 日本（東京都） －
20 龍 グループ木楽 日本（富山県南砺市） －
21 風門 夢限 日本（富山県南砺市） －
22 木彫中国京劇顔譜－包公相 賀 中令（ホゥ ツォンリン） 中華人民共和国 －
23 コギス人の宇宙観 ブルーノ ブリエバ コロンビア共和国 －
24 チェコの牧夫 ヤロスラフ ブンツコ チェコ共和国 －
25 龍とバイキング:バイキング（共同制作） バーンド ホボーム デンマーク王国 －
26 龍とバイキング:龍（共同制作） クラウス スピイズ ドイツ連邦共和国 －
27 シーソー ヴァス タマーシュ ハンガリー －
28 母の愛 ニル チャチャラ インド －
29 ＣＯＵＰＬＥ－１９９５ イネス インドリスワリ ソーカント インドネシア共和国 大門川河川公園(一部のみ)
30 偉大なる誕生 申 鉉丞（シン ヒョンスン） 大韓民国 大門川河川公園
31 アイデンティティー “帰属意識” ローリー ニコラス ニュージーランド －
32 ２人の婦人像 パブロ マヒナイ フィリピン共和国 －
33 出会い ボクダン マルコフスキー ポーランド共和国 あずまだち高瀬
34 男と女 ワレンチーン イワーノヴィチ オンスクリ ロシア連邦 －
35 樹天刻祈（じゅてんこくき） 高橋 貞夫 日本（長野県） 南砺市井波社会体育館
36 ＯＭＯＴＥ－´９５ 藤田 皓子 日本（東京都） －
37 大地の椅子 村上 九十九 日本（茨城県） －
38 アウトサイダー 藤井 治紀 日本（富山県砺波市） －
39 山野遥想 殿村 和司 日本（富山県朝日町） －
40 音のゆりかご 増田 感 日本（スペイン在住） －
41 四神 青龍 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） －
42 四神 白虎 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） －
43 四神 朱雀 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） －
44 四神 玄武 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） －
45 森の詩 グループ遊木眠 日本（富山県南砺市） －
46 コート、カバン、靴 アブデラ メリアニ モロッコ王国 大門川河川公園
47 Ｆｌｙ Ｌｉｋｅ ａ Ｒａｂｂｉｔ 浅井 健作 日本（東京都） －
48 フィリピンの家族 マニュエル バルデモア フィリピン共和国 閑乗寺公園
49 マラウイの母１９９９ ルイス グレイ ディモワ マラウイ共和国 －
50 幸福の使者 ゴトブ ツォグバイヤル モンゴル国 特別養護老人ホームいなみ
51 Ｆｒｅｅ Ｓｔｙｌｅ－Ｐｏｅｔｒｙ ｉｎ Ｍｏｔｉｏｎ マシュー ハーディング オーストラリア連邦 いなみ交流館ラフォーレ
52 悲嘆 バルブロ ヘッドストロム スウェーデン王国 －
53 進化と退化 霍 波洋（フォ ボーヤン） 中華人民共和国 井波芸術の森公園
54 道標（上昇） 笠原 鉃明 日本（茨城県） 南砺市井波文化緑地
55 作業日記９８－１５（音） 金 東昱（キム ドンウク） 大韓民国 －
56 麦の収穫をする少女 マリア コモルニチャック ポーランド共和国 南砺市立井波小学校
57 羊飼い ベーラ モーナシュ ハンガリー －
58 １個体を構成する1,000の要素 マルク デ ローバー ベルギー王国 －
59 火の女神 アルギマンタス サカラウスカス リトアニア共和国 大門川河川公園
60 命の美しい旅 ファビアン リベラ サンタマリア コロンビア共和国 大門川河川公園
61 平和への祈り 嶋田 秀男 日本（東京都） 南砺市井波社会体育館
62 人生の樹 ビタリー シンチュック ウクライナ －
63 Ｈｏｗ Ｈｉｇｈ ｔｈｅ Ｓｋｙ Ｉｓ 菅谷 真理子 日本（千葉県） －
64 おらのかくれが閑乗寺－’９９ 富山 省三 日本（富山県魚津市） －
65 風による舟 山本 清 日本（富山県富山市） －
66 「あしたへ･･･。」 ＨＯＲＩ-ＢＥ（井波美術協会） 日本（富山県南砺市） 閑乗寺公園
67 欄間（十二支の図） 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波彫刻総合会館前
68 エンフェントロ（出会い） ファン アルフレッド ペンシバル アルゼンチン共和国 井波芸術の森公園
69 クロコダイル アントン マクマリ オーストラリア連邦 井波芸術の森公園
70 生命の歌 洪 涛（ホン タオ） 中華人民共和国 南砺市南山見交流センター
71 王様 フランティシェーク ベツニク チェコ共和国 井波芸術の森公園
72 人の行路 オルマル タム エストニア共和国 井波芸術の森公園
73 男と女 ヤノシュ ドリエニョフスキ ハンガリー 南砺市高瀬交流センター
74 もう一つの星座から アイリーン マクドナ アイルランド 井波芸術の森公園
75 自己を見つめて アロン デメツ イタリア共和国 井波芸術の森公園
76 觀－現代人 羅 玹（ナ ヒュン） 大韓民国 －
77 ツイン アイバルス スチューデンツ ラトビア共和国 井波芸術の森公園
78 豊穣 アンジェロ ダイロ バルデモル フィリピン共和国 井波芸術の森公園
79 家族 ペトロ マトル ウクライナ 井波芸術の森公園
80 違った道から同じ目的地へ リー チャールス イモネン アメリカ合衆国 －
81 その子はあなたの未来 シクリレ プレシャス シバンダ ジンバブエ共和国 井波芸術の森公園
82 思い出についてⅢ 高野 浩子 日本（埼玉県） 井波芸術の森公園
83 下肢の考察 関 直美 日本（神奈川県） 井波芸術の森公園
84 発芽 東山 秀誠 日本（富山県砺波市） 井波芸術の森公園
85 風のしおりⅣ 加藤 雅也 日本（富山県富山市） 井波芸術の森公園
86 扉 －二河白道－ 笹川 育也（井波美術協会） 日本（富山県南砺市） 井波芸術の森公園
87 扉 －時の語り手－ 横山 丈樹（井波美術協会） 日本（富山県南砺市） 井波芸術の森公園
88 花鳥の塔 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 南砺市井波交通広場

キャンプ'91
（第1回）

キャンプ'95
（第2回）

キャンプ'99
（第3回）

キャンプ'03
（第4回）



区分 № 作品名 作者 作者出身地 設置場所
89 ファースト･キッス～一期一会～ スティーヴン トーマス キング オーストラリア連邦 井波芸術の森公園
90 ワルツを踊るバレリーナとWachauの葡萄 ハインツ ケルナ― オーストリア共和国 大門川河川公園
91 イーグル･ハウスの先祖の富 マイク ダンジェリ カナダ 大門川河川公園
92 悟･語－窓１ 鮑 海寧（ホウ カイネイ） 中華人民共和国 福光福祉会館
93 音楽的作品 ミハイ ボロディ フランス共和国 －
94 成長 カタリン レジョニャ ハンガリー 大門川河川公園
95 米の叫び 李 康錫（イ カンソク） 大韓民国 南砺市役所　城端行政センター
96 リトアニアの聖カシミール ライモンダス パスコリアス リトアニア共和国 大門川河川公園
97 愛をこめて美を招く アルテミオ モラレス ヒンツゥ メキシコ合衆国 井波芸術の森公園
98 はかない命 ポール ポペスク ルーマニア 南砺市立利賀小学校
99 ウールの靴下 デルヤ オズシェン トルコ共和国 南砺市平ふれあい健康センター
100 ウクタンギラ･テクフィカ うさぎと亀 フリント チャンディア ザンビア共和国 南砺市クリエイタープラザ　桜クリエ
101 生命（いのち）のちから 城所 啓二 日本（和歌山県） 大門川河川公園
102 タイム 佐藤 忠博 日本（富山県砺波市） 大門川河川公園
103 月華―いのり― 丹羽 建生 日本（神奈川県） 特別養護老人ホーム「福寿園」
104 自然＋α 森 美佐子 日本（富山県富山市） 南砺市役所　井口行政センター
105 霄影 井波美術協会 日本（富山県南砺市） 井波芸術の森公園
106 立雛 ～早春の香り～ 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波彫刻総合会館前
107 私を見つめる マイケル ブルース ニコールズ オーストラリア連邦 南砺市立利賀小学校
108 出会い リリヤ ヴェセリノワ ポボルニコワ ブルガリア共和国 あずまだち高瀬
109 木の精 オスバルド ぺーニャ ムニョス チリ共和国 大門川河川公園
110 他人の受け売り 林 志民（リン ジミン） 中華人民共和国 市道谷今町線
111 出会い―ボートに乗って カミラ ホウソヴァー ミゼロヴァー チェコ共和国 南砺市立井波中学校
112 変形 リスト エリャス イモネン フィンランド共和国 南砺市立福光東部小学校
113 午後2時30分 セーリ ヴァルガ ゲ－ザ ハンガリー 南砺市立中央図書館
114 慈悲深いマリア様 トマス スタンブラウスカス リトアニア共和国 南砺市民病院
115 知恵の光 フェット ウィリヤ タイ王国 南砺市立中央図書館
116 天空より舞い降りる天使 山下 清 日本（愛知県） 南砺市立福光南部小学校
117 月の明かり 池川 直 日本（鹿児島県） 南砺市立福光中部小学校
118 龍頭蓋骨 中山 孝司 日本（富山県小矢部市） 南砺市立中央図書館
119 Ｎａｔｕｒｅ ｆｏrｃｅｓ 辻 和志 日本（富山県砺波市） 南砺市立福野小学校
120 rebirth 木村 正和（井波美術協会） 日本（富山県南砺市） 岩手県遠野市役所
121 鳳凰の塔 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波六角堂交差点
122 向こう側 ファビアン ラウル ルッコ アルゼンチン共和国 大門川河川公園
123 香る壷 マーカス ロデリック タットン オーストラリア連邦 南砺市クリエイタープラザ　桜クリエ
124 望 モウ シンション 中華人民共和国 大建工業株式会社井波工場
125 抽象的な頭部 ヤクブ フレッジャ- チェコ共和国 －
126 自然の道 デチャント アンタル ハンガリー 市道谷今町線
127 偉大な母親 ロベルト メロット イタリア共和国 南砺市福野おひさま保育園
128 待つ ヒョン チャンヨン 大韓民国 いのくち椿館
129 モンテネグロ･ウロボロス マルコ ペトロビッチ ニェゴシュ モンテネグロ 大門川河川公園
130 昇華 モハメッド エル アディ モロッコ王国 市道谷今町線
131 人生の喜びと幸運 アンドレアス シャラー スイス連邦 南砺市立井波にじいろ保育園
132 夢の塔 アイラ トゥラン ベイサラ― トルコ共和国 大門川河川公園
133 絆宙(はんちゅう) 中澤 達彦 日本（長野県） 大門川河川公園
134 Pray 2015 石田 陽介 日本（京都府） －
135 さるだんご 与島 雪 日本（富山県富山市） 南砺市立福野ひまわり保育園
136 少女と鳥 野村 修三 日本（富山県砺波市） 南砺市立城端さくら保育園
137 悠久の郷（ゆうきゅうのさと） 井波美術協会 日本（富山県南砺市） 道の駅上平ささら館
138 龍 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波別院瑞泉寺境内
139 ゲレデー仮面と双子 セバスティアン ボコ ベナン共和国 井波芸術の森公園
140 静水 陳 東明 中華人民共和国 南砺市立城端さくら保育園
141 軽騎兵と和服の女性 ドゥディチ ルイザ ハンガリー 閑乗寺公園
142 ・・・そしてまた翔ぶ アリアンナ ガスペリーナ イタリア共和国 大門川河川公園
143 雄牛 ドルジスレン レハゲワドルジ モンゴル国 井波芸術の森公園
144 生長 マリオ ロペス ポルトガル共和国 大門川河川公園
145 木々の鏡 コスミン ヒリスティア ルーマニア 閑乗寺公園
146 月の声が聴こえる パトリック グレースウッド アメリカ合衆国 大門川河川公園
147 紡ぐ 岡本 和弘 日本（愛知県） 井波芸術の森公園
148 時空を超えて 木霊 光 日本（北海道） 井波ショッピングセンターアスモ店内
149 Spring 平田 昌輝 日本（富山県富山市） 大門川河川公園
150 芽ぶき 安達 陽子 日本（富山県砺波市） 大門川河川公園
151 ～令和の御座～『薫風』 井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波彫刻総合会館
152 和らぎの風 谷戸　守（井波美術協会） 日本（富山県南砺市） 閑乗寺公園
153 「桃太郎」　「金太郎」　「げんき」 片岡鶴太郎＆井波彫刻協同組合 日本（富山県南砺市） 井波彫刻総合会館･南砺市立井波小学校

　2020年1月現在の作品配置場所です。作品は移動する場合もありますので、ご了承ください。

　休館日・会館時間は、各施設のHP等でご確認ください。

キャンプ
2015
（第7回）

キャンプ
2019
（第8回）

※網掛けは、一般公開しておりません。設置場所欄｢－｣の作品は腐食のため撤去。

キャンプ
2011
（第6回）

キャンプ'07
（第5回）


