
　　金沢市立中村記念美術館ニュース　34号

　大名家の婚礼調度として、化粧道具・文房具・香道具・茶道

具・膳椀類・厨子棚などと共に、統一した文様で揃えられる蒔絵

調度の一種で 十 
じゅっ

 種  香  箱 とよばれる香道具です。図版右奥の二段の
しゅ こう ばこ

箱に内容品がすべて納まります。箱の前の円筒形の容器５個は、

後列右が 炭  団 入、左が
た どん

 重 
じゅう

 香  合 、 聞  香  炉 ２個、前の１ 札  筒 、
こう ごう きき こう ろ ふだ づつ

中央最前が火道具および火道具建、図版左奥に大形の 香 
こう

 包 が納ま
づつみ

る長方形の箱、その前左は 折  据 が納まる小箱、右は絵入りの香包
おり すえ

が納まる二段の小箱、その前は左から折据と絵入りの香包、その

前は大形の香包です。炭団入は聞香炉に使う炭団を入れます。聞

香炉は灰の中に熱した炭団を埋め、形を整えた灰の上に 銀  葉 とい
ぎん よう

う薄い 雲  母 の板を置き、その上に香木１片を乗せて連客に回しま
うん も

す。重香合は銀葉を入れる３段の容器で下段に香木の� や使用

済みの銀葉を入れます。札筒は客が香名を 香  札 という木製の小札
こう ふだ

で回答するとき、それを入れます。長方形の箱は底に指穴があり、例えば香札箱のような容器が入っていたのかも知れません。左の小箱には折据１０枚が

びったり入っています。右の小箱には絵入りの香包２袋のみが入っています。折据は客が香名を墨で 記  紙 に書いて回答するときそれを入れます。絵入り
き がみ

の香包は紙に絹の 裂 と金箔を貼り、若松と草花が彩色で描いてあり、名香を包むための趣向を凝らしたものです。大形の香包は松図、桜図、橋図、無文
きれ

の４袋あり、中に無地の香包が１０～２０包入っています。 杏 
ぎょう

 葉  紋 は杏葉という馬の装飾具を図案化した家紋で、武家の鍋島氏、大友氏、公家の 中  御  門 氏、
よう もん なか み かど

浄土宗の寺院など、少なからず用いられています。

がらたき
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梅庵 の た よ り

杏葉紋蒔絵十種香箱　幅１９.８　奥行１７.５　高１６.７㎝

中列が 個が
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　 催　　事　　名　　　　　開催期間・開催日　　　　　内　　　　　　　容

　企画展　器の楽しみ　平成２３年１２月１２日席～平成２４年４月１５日隻
　特別展　－『金沢闡秘録』から１００年－明治の元勲が見た金沢伝来の茶道具　４月２２日隻～６月２４日隻
　旧中村邸 春の座敷飾り　４月２８日析～５月１３日隻
　企画展　香道具名品展・前期　７月１日隻～８月１９日隻
　企画展　香道具名品展・後期　８月２４日昔～９月３０日隻
　平成２１年に金沢の志野流香道指南橋本一枝氏から寄贈いただいた香道具、香木、香席を飾る掛軸、文献資料からなる「橋本香道コレクション」を前
期、後期に分け、前期では春から夏の歳時記、後期では秋から正月の歳時記をテーマに総数１３０点を公開します。

　第２１回　市民聞香席　７月１日隻
　旧中村邸を会場に、志野流香道指南橋本一枝先生のご指導により、聞香席（数種の香を聞き、香りを当てる遊戯）を開催します。初めての方も先生が
分かりやすく教えてくださいますので、お気軽にご参加ください。香席に続いて茶道遠州流石川支部による呈茶があります。１席４０人、全５席開催。

　第１０回　親子で楽しむ茶道入門　７月２８日析
　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、①茶道の歴史や作法についてのお話、②茶会の実演見学、③参加者による茶会
の３部構成により行います。初心者の方もお気軽にご参加ください。１席９０分、２５人、全３席開催。

　企画展　絵画と鑑賞陶磁　１０月７日隻～１２月２４日席
　伝狩野探幽「帝鑑図」、伝池大雅「渓上馬市図」、与謝蕪村「農家飼馬図」、円山応挙「祖師問答図」、酒井抱一「立雛図・桃花・貝籠図」、雲谷等顔
「西湖図屏風」、加藤遠沢「祇園祭礼図屏風」、「古九谷山水図丸紋平鉢」「古九谷青手山水図平鉢」「法花蓮池水禽文大香炉」など５０点を公開。

　企画展　館蔵茶道美術名品展　平成２５年１月５日析～３月３１日斥
　夢窓疎石「墨蹟」など重文３点、伝卒翁筆「布袋図」、伝李安忠筆「鶉図」、「青井戸茶碗銘雲井」「砧青磁平水指銘青海波」「唐物蒲生肩衝茶入」「唐
物利休小肩衝茶入」など市指定文化財８点をはじめ館所蔵の茶道具の名品６０点を公開します。

　第１３回　新春百人一首の集い　平成２５年１月５日析
　旧中村邸を会場に、石川県かるた協会の皆さんのご指導により、①小講演、②有段者による模範試合、③参加者によるかるた取りの３部構成により
行い、上位者に賞品を贈呈します。最後に暖かい葛湯のおもてなしがあります。かるた取りの見学だけもできます。お気軽にご参加ください。

　第２３回　春の市民茶会　平成２５年３月２０日積
　旧中村邸を会場に、表千家同門会石川県支部の主管により、美術館所蔵の茶道具を使用して開催します。１席４０分、４０人、全１２席開催。

　企画展　平成の寄贈作品・前期　平成２５年４月７日隻～６月３日席
　企画展　平成の寄贈作品・後期　平成２５年６月９日隻～８月５日席
　年号が平成に替わり、はや四半世紀を迎えますがこの間、当館には「中林茶道コレクション」「橋本香道コレクション」「大樋長左衛門作品コレク
ション」をはじめ、４４人の作家、所蔵家の方から約５００点の美術品を寄贈していただきました。この中から１２０点を前期・後期に分けて公開します。

平成24～25年度催事予定

※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。�����������	
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　休館日　平成２４年６月２５日～６月３０日、８月２０日～８月２３日、１０月１日～１０月６日、１２月２５日～平成２５年１月４日、４月１日～４月６日、６月４日～６月８日
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４．企画展「茶器－形と文様－」後期

　６月２５日析～８月２８日隻
　前期の展示５２点のうち１２点を収蔵、後期
では、初代西村松逸の手桶形・貝桶形・木
瓜形など珍しい形の茶器、文様は秋草、鉄
線、瓢、富士など、新収蔵の松田権六作
「松蒔絵平棗」など１２点が加わり、多彩な
内容になりました。

平成23年度事業報告

３．第２０回市民聞香席

　６月１９日隻、旧中村邸２階を会場に、志
野流香道指南橋本一枝氏のご指導により
「桃太郎」をテーマに「犬」「猿」「雉」「桃
太郎」と名付けられた４種の香木の香りの
違いを判別しました。続いて１階呈茶席で
遠州流茶道石川支部松原宗江社中による
呈茶がふるまわれました。

２．笹山和紀氏から「漆絵四方膳」が寄贈

　富山市在住の薬品会社社長笹山和紀氏
から、氏の出身地金沢の伝統文化振興のた
めと、個性的な作風で知られる江戸末～明
治の漆芸家柴田是真作「漆絵四方膳」５脚
を寄贈いただきました。６月１６日斥感謝状
を贈呈し、１２月からの企画展「器の楽しみ」
で公開しました。

１．企画展「茶器－形と文様－」前期

　平成２３年４月１７日隻～６月２０日席
　形は大・中・小の棗・平棗・中次・雪吹、
素材は漆器・陶磁器・木竹、文様は春の芽
張柳・桜、夏の牡丹・波、秋の萩・蜻蛉・
蟋蟀、冬の鴛鴦、吉祥文、幾何学文、年代
は桃山から近現代まで、多種多彩な薄茶器
５２点を展示しました。

７．金沢市営発電事業９０周年記念特別展「金沢・石川の伝統工芸」

　９月４日隻～１０月１３日斥　金沢市企業局が昭和から平成にかけて市営発電事業の利益
により取得し、金沢市の文化施設に寄託されている美術工芸品の中から人間国宝１１人の
名作２０点を中心に当館、２１世紀美術館、安江金箔工芸館、卯辰山工芸工房の所蔵品５５点
を公開しました。また、４枚の大形パネルにより市営発電事業の歴史、水力発電のしく
み、発電所の所在地などを紹介。犀川水系にある５ヶ所の水力発電所で年間１億４千万
kwh､一般家庭４万戸分の発電が行われていることを説明し、身近な自然エネルギーにつ
いて考えていただく機会にもなりました。

６．博物館実習

　金沢文化振興財団の主催により８月６
日析～１１日斥、安江金箔工芸館、前田土佐
守家資料館など５館で大学生１１人を対象
に博物館実習が実施されました。当館では
８月９日惜美術工芸品の取扱を担当し、掛
軸の取扱、箱や仕覆からの茶碗の取出、収
納などを行いました。

５．第９回親子で楽しむ茶道入門

　７月３１日隻、茶室耕雲庵を会場に、裏千
家茶道教授大島宗翠氏のご指導により、茶
道についてのお話の後、大島社中の皆さん
によるお茶会の実演を見学、最後に参加者
全員で仲睦まじく和やかな雰囲気でお茶
会を行いました。１回９０分で３回開催しま
した。
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１０．開館４５周年記念特別展・鈴木大拙館開館協賛「禅語－茶掛に見る禅の名言－」

　１０月１８日惜～１２月４日隻　当館の開館４５周年を記念し、１０月１８日、当館近くに開館し
た世界的な禅の研究者鈴木大拙の記念館開館に協賛し、禅と茶道の接点とも言える「禅
語」をテーマに特別展を開催。館内外からの出品により室町時代の夢窓疎石、桃山時代
の春屋、江戸時代の清巌、玉室、沢庵、江月、玉舟、宙宝、隠元、木庵など１７人の禅僧
と茶人の掛物２５点、あわせて茶入、茶杓、高麗茶碗、水指、釜など侘寂の中に禅の境地
が伝わる茶道具２７点を展示しました。新装なった大拙館とは徒歩３分ほどの遊歩道で結
ばれ、両館を往来する人々の活気にあふれました。

９．金沢漆芸会会員所蔵品閲覧会

　１０月３日席、金沢漆芸会会員１３名の参加
により閲覧会を開催しました。これまでも
年１回、硯箱、加賀蒔絵の酒器など、当館
所蔵の漆芸品を観覧してもらいましたが、
今回は「椀」をテーマに金沢の大垣昌訓、
笹田月暁、松村紫雲、京都の中村宗哲らの
作品を出品しました。

８．ホームページを更新

　見やすくすっきりした画面、内容の充実
を指針に、７月から３ヶ月の制作期間をへ
て当館のホームページを更新、１０月に開設
しました。概要・館内案内・展覧会・イベ
ント・利用案内・所蔵品・出版物・館報・
友の会の７項目による豊富な情報をリア
ルタイムに提供しています。

１４．企画展「器の楽しみ」

　１２月１２日席～平成２４年４月１５日隻
　陶磁器は唐三彩、古九谷、伊万里、仁清、
乾山、楽、漆器は明代の堆朱、加賀蒔絵、
柴田是真など、多種多彩な酒器、食器、菓
子器、煎茶器７２点を展示。あわせて展示品
の器に料理や菓子を載せて撮影した大形
写真２５点を掲示しました。

１３．特別展「禅語－茶掛に見る禅の名言－」
　　ギャラリートーク

　１２月４日隻、寒い中でしたが多くの方々
の参加をいただき、６頁の「解説書」をも
とに２５点の掛軸に書かれた禅語を解説し
ました。１０月１８日惜に開会以来、好評いた
だいた本展は盛況の内にこの日、終了しま
した。

１２．十代大樋長左衛門氏文化勲章
　　受章記念金沢市所蔵品特別公開

　１０月２９日析～１１月３０日戚
　１０月２５日惜、十代大樋長左衛門氏の文化
勲章受章が決定しました。これを記念し、
当館、安江金箔工芸館、卯辰山工芸工房の
３館共催により氏の作品計３０点、うち当館
では茶碗１６点を展示しました。

１１．「禅語展」解説書を作成

　禅僧が遺した名言とも言える「禅語」に
は、自然の恵みや人の心が清らかであるこ
との大切さを教え、人生の指針、心の糧と
なる深い内容が示されています。「清風払
明月」「松樹千年緑」「春来草自生」など２５
の禅語をA４判６頁の解説書を作成し分か
りやすく解説しました。
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１８．第１２回新春百人一首の集い

　平成２４年１月７日析、旧中村邸を会場に
石川県かるた協会役員の方々のご協力に
より、小講演に続き、有段者２人の対戦に
よる素晴らしい模範試合を見学。次に４～
５人の５つのグループに分かれ、参加者に
よるかるた取り。最後に暖かい葛湯をおも
てなししました。

１７．イヴの茶会

　１２月１８日隻、COOL KANAZAWA実行委
員会主催によるイヴの茶会が５回目を迎
え、耕雲庵小間の濃茶席の道具を当館が担
当。旧中村邸の薄茶席は床に書家表立雲氏
の墨象と造形作家伊藤公象氏の「多軟面
体」と呼ばれる個体が無数に並ぶモダンな
空間構成が印象的でした。

１６．「金沢・茶道子ども塾」を担当

　未来の茶道文化の担い手育成を目的に
金沢市文化政策課の主催で平成２２年に始
まった「金沢・茶道子ども塾」が２期目を
迎え、１２月１７日析、カリキュラムの６回目
「茶道具に触れてみよう」を当館が担当、
旧中村邸を会場に館所蔵の茶道具４０点を
前に説明を行いました。

１５．企画展にあわせて器を販売

　企画展「器の楽しみ」の開催に並行して
１階の特設コーナーで陶磁器、漆器、金工
の酒器、食器、茶道具など、器の販売を行
いました。卯辰山工芸工房を修了した若手
作家から伝統工芸作家まで１２人の方から 
１７０点を出品いただき、来館された方から
７６点を購入していただきました。

２２．第２２回春の市民茶会

　３月２０日積、春分の日恒例の「春の市民
茶会」を旧中村邸を会場に裏千家淡交会石
川支部の主管により開催しました。昨年の
大樋長左衛門氏の文化勲章受章を記念し
氏の水指、茶�５点をはじめ木庵「客来茶
当酒」一行、「御所丸茶碗」など館所蔵の
茶道具２６点を使用しました。

２１．金沢市工芸展併催大樋長左衛門展

　３月１日斥～３月５日席
　めいてつ・エムザ催事場で開催された第
６８回金沢市工芸展に併催し、「文化勲章受
章記念大樋長左衛門展」が開催されました。
金沢市工芸協会からの依頼により、当館か
ら花器、水指、茶�など２２点を特設会場に
出品しました。

２０．旧中村邸の雛飾り

　２月２７日席～３月９日昔
　中村家旧蔵の「七段飾雛人形雛道具」を
中心に、京都の人間国宝林駒夫作「立雛」、
床に酒井抱一筆「立雛・桃花・貝籠」三幅
対、違棚に下口宗美作「木彫加彩人形・雅
韻」、佐々木泉玄筆「花鳥図小屏風」、婚礼
衣装２点を飾りました。

１９．燈火で見る屏風絵鑑賞と銅鑼の音を聴く会

　１月２０昔・２１日析、旧中村邸を会場に江
戸時代の「波に千鳥図屏風」「金地虎図屏
風」、床に紺谷光俊「不動明王」を飾り、
１３本の燈火に浮かぶ金屏風の輝きの幽玄
な境地を鑑賞。続いて人間国宝初代魚住為
楽の会心作「砂張銅鑼銘和鳴」の浄らかな
音色を鑑賞いただきました。
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平成23年度の新収蔵品
取得方法制作年作 者 名作　品　名分　類
寄贈（匿名）昭和

紺谷光俊
双　六　１幅絵画

昭和神　籬　１幅
笹山和紀氏寄贈江戸～明治柴田是真漆絵四方膳　５脚漆芸
購　入昭和松田権六松蒔絵平棗

漆絵四方膳　５脚　柴田是真　兎図

平成23年度の展示開催について
入館者数（人）開館日数（日）開催期間展　　示　　名

38623年度 10
１月６日斥～

 
４月１０日隻

伝 統 工 芸 の 技 法企画展

3,17068
４月１７日隻～

６月２０日席
茶器－形と文様－・前期企画展

2,08265
６月２５日析～

８月２８日隻
茶器－形と文様－・後期企画展

2,58440
９月４日隻～

１０月１３日斥

金沢市営発電事業90周年記念特別展

金沢・石川の伝統工芸

4,24648
１０月１８日惜～

１２月４日隻

開館45周年記念特別展・鈴木大拙館開館協賛

禅語－茶掛に見る禅の名言－

4,05823年度 104
１２月１２日席～

４月１５日隻
器 の 楽 し み企画展

16,526335

平成23年度の行事等の開催について
入場（参加）数開催数開催期間（開催日）行　事　名
238人６席６月１９日隻第２０回市民聞香席
65人３回７月３１日隻第９回親子で楽しむ茶道入門
42人１回１２月４日隻「禅語－茶掛に見る禅の名言－」ギャラリートーク
32人１回平成２４年１月７日析第１２回新春百人一首の集い
186人６回１月２０日昔・２１日析燈火で見る屏風絵鑑賞と銅鑼の音を聴く会
791人１２日２月２７日席～３月９日昔旧中村邸の雛飾り
511人１２席３月２０日積第２２回春の市民茶会

1,865人

燕図 水辺に小鳥図

海老図 鶴図
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松蒔絵平棗　松田権六

双六　紺谷光俊 神籬　紺谷光俊

１．見て歩こう会 

　４月２５日席、郷土史家横山方子氏を講師
に野田山、前田家墓所を見学しました。歴
代藩主、その正室、重臣の墓所を尋ね、そ
の人物像や葬儀に関わる詳しいお話の
数々をお伺いし、昔、移設のため墓が掘ら
れたときの当事者のリアルな逸話など、興
味が尽きませんでした。

２．旅　　行

　５月１６日席、岐阜県郡上市を訪問しまし
た。午前は町並と郡上八幡城の２コースに
分かれ、町並散策では古い家並や重厚な商
家の外観、蝋細工の食品見本を製造販売す
るサンプル工房なども見学。午後は発掘整
備された中世の城主東氏の庭園跡、文学館
などを見学しました。

会員数（人）　　５６３（継続４９０・新規７３　石川５０３・富山３８・福井８・東京・神奈川・
　　　　　　　　　千葉・兵庫 各２・福島・新潟・埼玉・岐阜・大阪 各１）

会　費　　　　１,２００円（４～３月）　６００円（～３月）

友の会だより発行　８５号　平成２３年６月１日発行　　８６号 平成２３年９月１日発行

　　　　　　　　　８７号　平成２３年１２月１日発行　　８８号 平成２４年２月２０日発行

友の会文集発行　　３号　平成２３年８月２２日発行

参加者数（人）開 催 日内　　　　　容行　事　名

講師：郷土史研究家　横山方子氏見て歩こう会

２回　 ４７４月２５日席内容：野田山、前田家墓所見学

岐阜県郡上市旅　　　  行

１日　 ８９５月１６日席（郡上八幡町並･城跡･和歌文学館など）

講師：（有）吉はし 吉橋廣修氏実 技 教 室

１回　 ３６７月 日席内容：和菓子作り

４月２２日昔企画展「茶器－形と文様－」（前期）列 品 解 説

３回　 ４９４月２３日析

２回　 ３６６月２５日析企画展「茶器－形と文様－」（後期）

９月１６日昔金沢市営発電事業９０周年記念特別展

３回　 ４２９月１７日析「金沢･石川の伝統工芸」

１０月２２日析特別展「禅語－茶掛に見る禅の名言－」

３回　 ６９１０月２３日隻

１２月１７日析企画展「器の楽しみ」

３回　 ３８１２月１８日隻

７月１１日席講師：（株）石黒商店　石黒太朗氏美 術 講 座

２回　 ６９８月２日惜演題：「美術商若主人が古美術を語る」

講師：青木クッキングスクール校長　青木悦子氏

１回　 ４６２月２日斥演題：「金沢の食文化」

石川県立美術館企画展美 術 鑑 賞

１回　 ３１９月２８日戚「地域が育んだ美術館博物館の名品展」

となみ芸術文化友の会との交流交 流 活 動

１日　 ４６１０月２７日斥（砺波市美術館・射水市新湊博物館・ほか）

主管：表千家出村宗貞社中友 の 会 茶 会

９席　１７８１１月８日惜会場：茶室「耕雲庵」

１回　 ７０１２月２１日戚マリンバとピアノによるクリスマスミニコンサート音 楽 鑑 賞

２回　 ５３３月２３日昔鈴木大拙館と友禅作家由水十久氏の工房見学工 房 見 学

　計　８９９

平成23年度中村記念美術館友の会

５ 
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６．友の会茶会

　１１月８日惜、茶室耕雲庵を会場に表千家
出村宗貞先生のお世話により、十二代宮崎
寒雉「柏葉釜」、初代西村松逸「春日山蒔
絵棗」「斗々屋茶碗銘青苔」十二代楽弘入
「赤楽茶碗銘谷陰」、文化勲章を受章され
た十代大樋長左衛門氏の茶�３点も使用
しました。

５．となみ芸術文化友の会との交流

　秋晴れの好天の中、砺波市美術館を訪問、
公募展「砺波市美術展覧会」を観覧の後、
となみ芸術文化友の会と当館友の会の活
動について交流しました。となみ芸術文化
友の会では県内外の演奏会、演劇の鑑賞旅
行や企画展の作家との交流など、当館に無
い活動が注目されました。

４．実技教室

　７月 日席、吉はし 吉橋廣修氏を講師に
和菓子作りをご指導いただきました。予め
用意いただいた材料をもとに、餡を包んだ
り、布で絞って形を整えたり、篩で漉した
りしながら彩りも美しい本格的な上生菓
子が１５個完成。自作のお菓子とともに抹茶
をいただきました。

３．講　　座

　７月１１日席、石黒商店 石黒太朗氏を講師
に「美術商若主人が古美術を語る」と題し、
美術商の仕事の内容、美術品の見方、扱い
方、鑑定のポイントなどを実物の釜、硯箱、
茶入、掛軸を持参してお話いただきました。
申込多数により８月２日惜にも開催しま
した。

９．鈴木大拙館と工房見学

　３月２３日昔、芸術院会員の世界的建築家
谷口吉生氏の設計による鈴木大拙館は洗
練された建物内外の美観と周囲の自然と
の調和が見事でした。友禅作家由水十久氏
の工房では、しいのき迎賓館で開催された
個展の画像を鑑賞、非公開の制作現場を詳
しく案内していただきました。

８．講　　座

　２月２日斥、青木クッキングスクール校
長青木悦子氏に「金沢の食文化」と題し、
様々な郷土の食材や鯛の唐蒸、治部煮など
の郷土料理について、目の前に浮かぶよう
にお話いただき、手作りの大根鮨までいた
だきました。講演後、次々と質問が出され
盛り上がりました。

７．音楽鑑賞

　１２月２１日戚、当館１階を会場に「マリン
バとピアノのミニコンサート」と題し、若
いお二人の演奏家中林愛子さんと北林多
香子さんにクラシックやクリスマスソン
グ１１曲を演奏していただきました。楽しく
爽やかな語りと軽快なメロディーに会場
は大いに盛り上がりました。

梅庵のたより　第34号

発　行　平成２４年６月
発行所　金沢市立中村記念美術館
　　　　金沢市本多町３丁目２番２９号
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平成23年度友の会行事
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