
金沢市立中村記念美術館ニュース  32号

　高さわずか18㎝弱の箪笥の中に香道具一式を収めてい 
ます。内訳は、図版の後列左が箪笥の蓋、右が箪笥の枠、 
前列左から火道具を入れる畳紙が入った引出、香札が入っ 
た引出、硯箱、六角形の香炉、火道具および火道具建、札 
筒、その前が香盆、香盆の前が銀

ぎんようばん

葉盤となっています。収 
納の仕方は、畳紙の引出・硯箱・銀葉盤の３点が下から順 
に重なって枠の下段に、香炉・火道具建・札筒が板に乗っ 
て中段に、その上の段に香盆、最上段に香札の引出が収ま 
ります。中段の右には、香

こうづつみ

包などが入る小形の引出が５段 
あります。素材は、箪笥の天板、地板が桑、内部の縦横の 
仕切板は黒柿ですが、箪笥の蓋、天板の表、箪笥の側面、 
引出など外から見える部分には鉄

た が や さ ん

刀木、硯箱の底は桐など 
様々な木材が使われています。鉄刀木の表面には繊細な植 
物文や幾何学文が蒔絵で表されており、植物文は梅・桜・ 
牡丹・桐・萩・桔梗・菊・紅葉・水仙と種類も豊富で香盆 
には桐に鳳凰が表されています。両掌に乗るほど小さな箪 
笥とその中の様々な道具の繊細な細工を鑑賞しながら香を 
楽しむことができます。橋本一枝氏から寄贈いただいた香 
道具を主とするコレクションの中の１点です（３頁参照）。 草花蒔絵香箪笥　幅17.2 奥行8.7 高17.8㎝
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平成22年度催事予定

展　示　名 開催期間 内　　　　　容

春 季 展 館蔵名品展
−新指定文化財を中心に−

２月28日（日）

～

５月27日（木）

　昨年、重要文化財になった「平家重懐紙」と「藤原重輔懐紙」、金沢市指定文化財になっ
た「唐物蒲生肩衝茶入」「唐物利休小肩衝茶入」「小堀遠州共筒茶杓」の５点を中心に、館
所蔵の近世絵画、茶道具、加賀蒔絵、古九谷など50点を展示。

旧中村邸　春の座敷飾り
４月24日（土）

～

５月５日（水）

　旧中村邸の１、２階に館所蔵の絵画、工芸30点を飾り公開します。期間中は、旧中村
邸～同庭園～茶室梅庵（公開）～本館庭園～茶室耕雲庵（公開）～本館１階の範囲を無料
で回遊できます。また、本館呈茶席の生菓子付茶券（500円）を販売します。

夏 季 展 屏風絵と鑑賞陶磁
６月３日（木）

～

７月４日（日）

　加藤遠沢「祇園祭礼図」、岸岱「山水図」、佐々木泉玄「四季花鳥風俗図」、紺谷光俊「四
季草花図」ほか「波に千鳥図」、「虎図」など館所蔵の屏風絵８点と古九谷と中国陶磁を主
に大形の鑑賞陶磁20点、そのほかあわせて40点。

特 別 展
−寄贈記念−

大樋長左衛門展
７月11日（日）

～
９月９日（木）

　長年、金沢で伝統的な飴釉の大樋焼をはじめ唐・宋磁、和蘭陀陶など多彩な様式の茶
陶から大形の造形作品まで幅広い領域に創造性豊かな作陶を展開してこられた大樋長左
衛門氏（芸術院会員・文化功労者）からの作品の寄贈を記念して開催する特別展です。

企 画 展
−生誕120周年記念−

紺谷光俊展
９月19日（日）

～

12月23日（木）

　大正から昭和の戦前まで金沢で活躍し、繊細優雅な美人画の名手として著名な紺谷光
俊（1890 ～ 1945）の生誕120周年を記念し、館所蔵の氏の代表作で総延長50ｍにおよぶ

「竹取物語絵巻」全５巻をはじめ、所蔵家からの出品を主に90点を３期に分け公開。

旧中村邸　秋の座敷飾り
10月30日（土）

～

11月７日（日）

　旧中村邸の１、２階に館所蔵の絵画、工芸30点を飾り公開します。期間中は、旧中村
邸～同庭園～茶室梅庵（公開）～本館庭園～茶室耕雲庵（公開）～本館１階の範囲を無料
で回遊できます。また、本館呈茶席の生菓子付茶券（500円）を販売します。

冬 季 展 伝統工芸の技法
１月４日（火）

～

３月27日（日）

　工芸技法に理解を深めていただくことを目的に、陶芸（青磁・染付・色絵・金彩…）、
漆芸（塗・蒔絵・沈金…）、金工（鋳金・鍛金・彫金…）、染織、木竹工、人形などの技法
40種についての分かりやすい解説とともに初公開の新収蔵品を含めて60点を展示。

新春百人一首の集い １月８日（土） 　旧中村邸の広間を会場に、百人一首のかるた取りを楽しんでいただきます。

春の市民茶会 ３月21日（祝） 　旧中村邸の広間を会場に、館所蔵の名品を使用して開催します。

※都合により展示名、開催期間、内容を変更することがあるかもしれませんがご了承ください。http://www.kanazawa-museum.jp/nakamura/
　休館日　5月28日～6月2日､7月5日～7月10日､9月10日～9月18日､10月20日～10月22日､11月24日～11月26日､12月24日～1月3日､3月28日～4月2日
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春季展「名碗の見所」

香道具等124点が寄贈

外国人観光客のための茶道体験

夏季展「香道具名品展」

旧中村邸春の座敷飾り

所蔵の懐紙２点が重要文化財に

友の会文集創刊号発刊

親子で楽しむ茶道入門

　井戸茶碗のカイラギなど、見所となる 
部分の大形写真を添え、館所蔵の茶碗37 
点を展示。井戸・長次郎・織部の三者三 
様の対比も見所になりました。同時開催 

「春の宴」では華やかな季節の絵画４点 
とともに加賀蒔絵の椀、楽焼の向付など 
酒器、食器32点を展示しました。

　５月25日、金沢在住の志野流香道指南 
橋本一枝氏から香道具を主とするコレク 
ション124点を寄贈いただきました。橋本 
氏は54歳で香道入門、９年後に指南とな 
られ、89歳を迎えられた現在もお元気で 
子弟を教授しておられます。益々のご活 
躍をお祈りし、厚く御礼申し上げます。

　主にアメリカからの観光客の方を対象 
に、茶室「耕雲庵」ほかを会場に４月か 
ら11月までの間に１回約１時間の茶道体 
験を34回実施しました。外国の方からは 
大変、喜んでいただき、お世話いただい 
た裏千家、表千家、博物館実習生の方か 
らも好評でした。

　橋本一枝氏から寄贈いただいた香道具 
・香席に飾る書画・香木・金沢の香会の 
記録などの文献類を前期・後期に分けて 
初公開しました。開催中の６月21日（日） 
旧中村邸で橋本氏が開かれた香会には名 
古屋から志野流家元蜂谷宗玄様が来席さ 
れ、「香道具名品展」を鑑賞されました。

　美術館の所蔵品30点を展示して旧中村 
邸を公開。あわせて茶室「梅庵」「耕雲庵」 
を公開し、本館呈茶席では生菓子付抹茶 
を提供しました。また、ボランティアス 
タッフによる展示品解説を初めて実施し、 
12日間でのべ22人の方にご活躍いただき、 
来場された方々から好評でした。

　平成21年３月19日、文化審議会の答申 
により、重要文化財に指定されることに 
なった当館所蔵の「平家重懐紙」と「藤 
原重輔懐紙」の２点が同年７月10日、重 
要文化財に指定されました。これを記念 
し、今年５月27日（木）まで春季展「館蔵 
名品展」で公開しています。

　５月31日に発刊した「友の会文集創刊 
号」は、俳句４件、随筆・料理など文章 
16件、小説１件の投稿によりＡ４判36頁、 
図版６点の予想以上に充実した内容とな 
りました。単色版を会員全員に配布し、 
カラー版を実費頒布しました。カラー版 
は、まだ残部が若干あります。

　茶室「耕雲庵」を会場に裏千家茶道教 
授大島宗翠先生のご指導により、茶道に 
ついてのお話の後、お茶会の実演を見学、 
最後に参加者全員でのお茶会を行い、抹 
茶とお菓子をいただきました。１回90分 
で３回開催し、大変、親しみやすく分か 
りやすいと好評でした。
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秋季展「茶道具の次第」

伝統工芸創作人形展ギャラリートーク

博物館実習

伝統工芸創作人形展ワークショップ

表千家同門会青年部会員による 
外国人観光客のための茶道体験

旧中村邸秋の座敷飾り

伝統工芸創作人形展

山科杏亭筆「群芳冊」画帖等６点が寄贈

　仕覆・箱・文書類など茶道具本体に付 
属する一切のものをまとめて次第と呼び、 
由緒ある茶道具ほど、この次第に趣向が 
凝らされています。館所蔵の40点の茶道 
具の次第を本体とともに展示し、来館さ 
れた方からは見る機会の少ない珍しいも 
のが見られたと好評でした。

　10月29日・林駒夫氏（重要無形文化財保 
持者・日本工芸会人形部会長）、11月１日 
・秋山信子氏（重要無形文化財保持者）、 
６日・芹川英子氏（前人形部会長）、15日 
・紺谷力氏（人形部会常任幹事）、20日・ 
中村信喬氏（人形部会副会長）を講師に開 
催され、５回で201人の参加がありました。

　７日間で、年紀の解読・和歌の検索・ 
調書作成・取扱・写真撮影・市内博物館 
見学・外国人観光客茶道体験のための茶 
室清掃などを実施しました。当館では入 
館者の高齢化が進んでいますが、実習を 
通して若い世代の優れた感性に接しなが 
ら、いつも頼もしく思っています。

　「豆人形を作って、親子で抹茶を！」 
をテーマに、極小人形頭に和紙を切って 
衣装を着せるワークショップの後、美術 
館の呈茶席で抹茶を楽しんでいただきま 
した。11月１・15日の２回で57人の参加 
があり、「人形展」は31日間で2,886人の 
入館により活気に溢れました。

　茶道を学ぶ若い方々に一期一会のもて 
なしを体験していただこうとボランティ 
アを募集し、説明会に17人、10月中３回 
の準備と実施の計６日間に31人の参加が 
ありました。露地の清掃にも汗を流して 
いただき、有り難うございました。

　旧中村邸に32点の美術館所蔵品を展示、 
のべ28人のボランティアの方に解説をし 
ていただき、茶室「梅庵」「耕雲庵」を公 
開、本館呈茶席で生菓子付き抹茶を提供 
しました。「伝統工芸創作人形展」や「友 
の会茶会」の盛会と重なり９日間で1,270 
人の来場がありました。

　日本工芸会の主催で、東は群馬、西は 
佐賀まで１都２府13県の人形作家による 

「光」をテーマにした新作62点、現在ま 
での人間国宝の作品７点が揃う、金沢で 
は初めての全国規模の人形展となりまし 
た。開会式に続き、県文化財保護審議会 
委員東澄子氏の記念講演が行われました。 

　８月27日、神奈川県藤沢市在住の宮岡
滋子氏から、日本画家で金沢市文化賞受
賞者山科杏亭の画帖、短冊など６点を寄
贈いただきました。これらは滋子氏の夫
の母にあたり東京女子美術学校で日本画
を学ばれた白山市笠間出身の操氏が愛蔵
されたものです。厚く御礼申し上げます。
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所蔵品３点が金沢市指定文化財に

「文様の世界展」ミニ検定テキスト発刊

冬季展「文様の世界」

「文様の世界展」ミニ検定

イヴの茶会

春の市民茶会

新春百人一首の集い

中浜松香一門画帖等17件が寄贈

　金沢の茶道史を語る茶道具の名作で本 
多家伝来「唐物肩衝茶入 蒲生肩衝」、同 

「小堀遠州共筒茶杓」、横山家伝来「唐物 
肩衝茶入 利休小肩衝」の３点が平成21年 
12月５日、金沢市指定文化財になりまし 
た。図版は審議会の答申後、開催された 
内覧会の模様です。

　様々な文様を動物・植物・年中行事・ 
人物・器物・文字・吉祥・幾何学文・文 
学芸能・風月山水の小テーマに分け、129 
種の文様をＡ４判28頁、104点のカラー図 
版と解説により詳しく紹介しました。「ミ 
ニ検定」の問題は主にこのテキストから 
出題しました。

　安江金箔工芸館との共同企画により、 
両館で150点を展示。この展示をもとに開 
催する「ミニ検定」を前提に12頁の「ご 
鑑賞の手引」（中村記念美術館）や10頁の 

「解説シート」（安江金箔工芸館）、「ミ 
ニ検定テキスト」を作成し、解説を充実 
しました。

　３月14日、石川県立図書館県民交流室 
を会場に、回答５択式100問、90分の検定 
を２回実施し、申込された方45人のうち 
36人の受検がありました。80点以上の合 
格者は14人、うち90点以上の方は４人、 
最高点は94点、平均点は72.9点でした。 
問題ごとの正解率は11.1 ～ 100％でした。

　３回目となった「イヴの茶会」（同実行 
委員会主催・当館共催）が12月20日、耕雲 
庵（濃茶）、旧中村邸（薄茶・紅茶）を会 
場に開催されました。旧中村邸２階の薄 
茶席は白と黒を基調にしたモダンな空間 
構成が印象的でした。茶会をはさんで声 
楽とギターの演奏も行われました。

　旧中村邸を会場に裏千家淡交会石川支 
部の主管で、高来宗吾先生を席主に、十 
二代宮崎寒雉「塩屋釜」、十代大樋長左衛 
門「色絵紅毛写水指」など館所蔵の茶道 
具20点を使用して開催しました。時々小 
雨が降る寒い日でしたが、水屋もお茶席 
も大勢の方々の熱気に溢れました。

　旧中村邸を会場に県かるた協会常任理 
事山崎英夫６段の講演、山崎６段と同会 
員で金沢大学３年の道慎太郎４段による 
実演に続き、同会理事長横山外茂二７段 
を読手に、５つのグループに分かれ、か 
るた取りを行いました。上位者５人に記 
念品贈呈のあと桜湯をお出ししました。

　３月23日、東京都在住の北海道大学大 
学院教授越澤明氏から、明治・大正期に 
金沢で活躍した画家で越澤氏の曾祖父に 
あたる中浜松香、松香の父龍淵、そのゆ 
かりの人々の絵画と書の掛軸、画帖、色 
紙、短冊、絵ハガキなど17件50点を寄贈 
いただきました。厚く御礼申し上げます。
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平成21年度の展示開催について 平成21年度の新収蔵品

平成21年度の行事等の開催について

展　示　名 開催期間 開館日数（日） 入館者数（人）

春季展 名 碗 の 見 所 ３月１日（日）

～

５月31日（日）
９２ ３，９２０

同時開催 春　 の　 宴

夏季展

寄贈記念
−遊戯湯社コレクション−
香道具名品展・前期

６月６日（土）

～

７月13日（月）
３８ ２，０３０

寄贈記念
−遊戯湯社コレクション−
香道具名品展・後期

７月18日（土）

～

８月30日（日）
４４ １，７３９

秋季展 茶 道 具 の 次 第
９月９日（水）

～

10月24日（土）
４６ ２，９８９

伝統工芸創作人形展
−日本工芸会正会員による− 

（主催：日本工芸会・金沢市）

10月29日（木）
～

11月29日（日）
３２ ２，８８６

冬季展 文 様 の 世 界
12月６日（日）

～

２月21日（日）
７２ １，７７２

３２４ １５，３３６

分　類 作　品　名 作 者 名 数 量 取得方法
絵　画 薬玉図 土佐光文 １幅 橋本一枝氏寄付

源氏香図帖 高桑小夜子 １冊
ほか絵画13点、計15点

書　跡 和歌懐紙 豊原統秋 １幅
ほか書跡11点、計12点

陶磁器 青磁一重口香炉 銘 麓の里 １口
ほか陶磁器７点、計８点

漆　工 草花蒔絵香箪笥（表紙掲載） １具
杏葉文蒔絵十種香箱
ほか漆工13点、計15点

染　織 志野袋花結十二箇月 １組
ほか染織２点、計３点

金　工 菊文透吊香炉 １合
ほか金工14点、計15点

木　工 木彫彩色松竹梅文吊香炉 １合
ほか木工17点、計18点

その他 呉越香武者人形 １対
盤物一式（競馬香など４種） １式
ほかその他22点、計24点
前田家伝来名香五種 １揃
ほか香木４点、計５点

文　献 金沢商家香会記録 １件
ほか文献８点、計９点

絵　画 「群芳冊」画帖（P3掲載） 山科杏亭 １冊 宮岡滋子氏寄付
資　料 短冊など５点 山科杏亭
絵　画 柘榴に鸚鵡図 中浜龍淵 １幅 越澤明氏寄付

松樹長春花図 中浜松香 １幅
中浜松香一門画帖（P4掲載） 中浜松香ほか10人 １冊
ほか絵画10点、計13点

資　料 色紙・短冊など４件37点
漆　工 平文富士日月盤 大場松魚 １枚 金沢市企業局寄託
陶磁器 色絵紅毛水指 十代大樋長左衛門 １口 購　入
漆　工 長生の器 松田権六 １合

沈金棗「渚」 前　史雄 １合
網代亀甲盆 小森邦衛 １枚
蒔絵箱「野辺の風」 清水英姿 １合

金　工 砂張水指 三代魚住為楽 １口
人　形 「花洛風流」木芯桐塑紙貼 林　駒夫 １体

行　事　名 開催期間（開催日） 開催数 入場（参加）数
外国人観光客のための茶道体験 ４月５日（日）～ 11月５日（木） 34回 524人
旧中村邸春の座敷飾り ４月25日（土）～５月６日（水） 12日 1,136人
親子で楽しむ茶道入門 ８月９日（日） ３回 62人

博物館実習 9月21日（月）～27日（日）･10月12日（月） ７日 3人/1日
旧中村邸秋の座敷飾り 10月31日（土）～11月８日（日） ９日 1,270人
新春百人一首の集い 平成22年１月９日（土） １日 34人

「文様の世界展」ミニ検定 ３月14日（日） ２回 36人
春の市民茶会 ３月21日（祝） １日 473人
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薬玉図　土佐光文

沈金棗「渚」　前 史雄 蒔絵箱「野辺の風」　清水英姿 砂張水指　三代魚住為楽 「花洛風流」木芯桐塑紙貼　林 駒夫

長生の器　松田権六

平文富士日月盤　大場松魚 色絵紅毛水指　十代大樋長左衛門

網代亀甲盆　小森邦衛

柘榴に鸚鵡図　中浜龍淵 松樹長春花図　中浜松香

平成21年度の新収蔵品



平成21年度　美 術 館 友 の 会
平成２１年度は６５８名のご入会を頂き、ありがとうご
ざいました。金沢市を中心とする石川県の方々が６０２
名と大半を占めましたが、富山県、福井県をはじめ福
島県や香川県など遠方の方々にも入会して頂きました。
そして、高岡市万葉歴史館「万葉を愛する会」との交流
事業や美術講座、見て歩こう会、バス見学会、茶会な
どの友の会行事に多く方の参加を頂きました。
　以下、本年度行事の実施状況を、簡単にご報告申し
上げます。

◎友の会だより・文集の発行
　７７号 平成２１年 ６ 月 １ 日発行
　７８号 平成２１年 ９ 月 １ 日発行
　７９号 平成２１年１２月 １ 日発行
　８０号 平成２２年 ２ 月２０日発行
　文 集 平成２２年 ５月３１日発行
◎陶芸教室
　実施日 ４月２２・２４日、５月８日
　内　容 湯呑みなどを制作
　参加者 １５名
◎バス見学会
　実施日 ５月２６日（火）
　内　容  飛騨高山・古川（茶の湯美術館、飛騨千光寺 

の見学、飛騨古川の街並み散策）
　参加者 １４０名
◎見て歩こう会
　実施日 ６月２９日（月）
　内　容 寺町寺院群 静音の小径を歩こう
　講　師 屋敷 道明 金沢市文化政策調査員
　参加者 午前４１名、午後３０名
◎列品解説
　・ 夏季展「寄贈記念−遊戯湯社コレクション−香道具 

名品展」
　　　前期：６月１９日（金）・２１日（土）延べ３回
　　　　参加者　４９名
　　　後期：７月２４日（金）・２５日（土）延べ３回
　　　　参加者　４１名
　・秋季展「茶道具の次第」
　　　　９月１８日（金）・１９日（土）延べ３回
　　　　参加者　６５名
　・伝統工芸創作人形展
　　　　１１月２１日（土）・２２日（日）延べ３回
　　　　参加者　２６名

　・冬季展「文様の世界」
　　　　１２月１８日（金）・１９日（土）延べ３回
　　　　参加者　４１名
　・春季展「館蔵名品展−新指定文化財を中心に−」
　　　　３月１２日（金）・１３日（土）延べ３回
　　　　参加者　６０名
◎美術講座
　第１回　  ８月７日（金）県立図書館県民交流室
　　講　師　長谷川 孝徳 北陸大学教授
　　演　題　「伊勢神宮と石川の工芸」
　　参加者　４３名
　第２回　  ２月５日（金）県立図書館県民交流室
　　講　師　 清水 忠 金沢くらしの博物館館長・金沢 

都市民俗文化研究所長
　　演　題　「石川の伝統工芸」
　　参加者　３５名
◎美術鑑賞会
　実施日 ９月３０日（水）
　内　容 石川県立美術館開設５０周年記念
 「久隅守景展−加賀で開花した江戸の画家−」
 参加者　４５名
◎友の会茶会
　実施日 １１月６日（金） 
　席　主 表千家流 出村宗貞社中
　会　場 耕雲庵
　参加者 １６９名

◎高岡市万葉歴史館（万葉を愛する会)との交流事業
　実施日 １１月１２日（木）
　内　容  万葉を愛する会との交流のほか、高岡市美 

術館、瑞龍寺などを見学
　参加者 ４８名

◎音楽鑑賞
　実施日 １２月１５日（火）
　内　容 筝・尺八・琵琶による邦楽演奏
　演奏者 伊藤 美智恵（筝）、徳野 梁山（尺八）、
 藤本 旭舟（琵琶）
　会　場 旧中村邸 ２階
　参加者 ８５名

◎工房見学
　実施日 ３月２９日（月）
　内　容  九谷錦山窯（人間国宝 吉田美統氏の工房）

を見学
　参加者 午前２０名、午後２０名
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