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１． 展覧会事業 

当館の母体となった美術館を設立した中村栄俊氏（1908-1978）が収集した茶掛・茶碗・

茶入をはじめとする茶道具、古九谷や加賀蒔絵などの工芸品、近世以降の屏風や掛軸をコ

レクションの柱に据え、それらコレクションを中心に美術工芸作品の趣向を凝らした展覧

会を企画・開催することにより、金沢市の文化振興の一助となるよう努めている。 

 

（１） 平成 27年度展覧会一覧 

展  覧  会  名 開催期間 開催日数 入館者数 
一日平均入
館者数 

企画展「茶道具の次第」 3/8～5/31 61/85日 3,813人  62.5人 

企画展「器の楽しみ」 6/6～8/30 86日 4,359人 50.7人 

企画展「茶道美術名品展」 9/9～11/29 82日 8,119人 99.0人 

企画展「伝統工芸の技法」 12/6～2/28 79日 3,647人 46.2人 

開館50周年記念特別展Ⅰ  
「中村コレクション名品展－絵画・工芸編－」 

3/6～4/17 26/43日 2,043人 78.6人 

合   計 334日 21,981人 65.8人 

 

 

（２） 展覧会記録 

① 展覧会名：企画展「茶道具の次第」 

開催期間：平成 27 年 3月 8日（日）～5 月 31日（日） 

概  要：茶会における楽しみの一つに茶道具の鑑賞がある。多くの茶道具の中から評判

が高く優れたもの、位の高い著名な人物が所有し愛でたものなどには、箱書が

記され、来歴や譲状、鑑定家による極札などが添えられ、茶道具のみならず、

その付属品にも茶人たちは価値を見いだし鑑賞の対象とした。本展では、多く

の茶人が愛した茶道具を次第とともに展示した。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

1   漆工 青貝唐子文香合   明（17C） 

2   陶磁 交趾菊蟹香合   明（17C） 

3 △ 陶磁 扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C） 

4   書跡 墨跡 兀庵普寧 鎌倉（13C） 

5 ◎ 書跡 墨跡 偈頌 夢窓疎石 室町・貞和 5 年（1349） 

6 △ 絵画 布袋図 伝 卒翁、癡絶道冲 賛 
南宋・淳祐 4-5 年（1244-

1245） 

7 △ 絵画 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C） 

8   絵画 鍾馗図 雪舟等楊 室町（15C） 

9   陶磁 古伊賀耳付花生   桃山-江戸（16-17C） 

10   陶磁 青磁砧形花生 伝 修内司窯 南宋（12-13C） 

11   金工 古銅耳付四方花生     

12   陶磁 狂言袴茶碗   李朝（15C） 

13   陶磁 堅手茶碗 銘 寒紅梅   李朝（16C） 

14 ○△ 陶磁 青井戸茶碗 銘 雲井   李朝（16C） 

15   陶磁 釘彫伊羅保茶碗 銘 花緑   李朝（17C） 

16   陶磁 瓢文赤茶碗 山本与興 江戸・文化 11 年（1814） 

17   陶磁 赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C） 

18   陶磁 斗々屋茶碗 銘 青苔   李朝（17C） 
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

19   陶磁 御所丸茶碗   李朝（17C） 

20 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 利休小肩衝   南宋-明（13-15C） 

21 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 蒲生肩衝   南宋-元（13-14C） 

22   漆工 利休在判棗   桃山（16C） 

23   漆工 宗旦在判棗   江戸（17C） 

24 ○△ 陶磁 砧青磁平水指 銘 青海波 龍泉窯 南宋-元（12-13C） 

25   陶磁 南蛮四耳水指   16-17C 

26   陶磁 祥瑞花鳥文平水指 景徳鎮窯 明（17C） 

27   金工 姫瓜釜 辻与次郎 桃山-江戸（16-17C） 

28   金工 古芦屋香図釜   室町（16C） 

29   金工 古天命猿摘釜   室町（16C） 

30   金工 乙御前釜 初代 宮崎寒雉 江戸・明暦 3 年（1657） 

31   金工 霰形釜     

32   金工 瓢形釜     

33   金工 宮島釜     

34   その他 茶杓・筒 
茶杓：伝 珠徳 

筒：久田宗也 

室町（15-16C） 

江戸（18C） 

35   漆工 楓蒔絵平棗   江戸 

36   漆工 菊水蒔絵大棗     

37   漆工 松蒔絵棗 松田権六 昭和（20C） 

38   その他 共筒茶杓 四組 大谷句仏  大正-昭和（20C） 

39   陶磁 赤楽百合皿 楽家四代 一入 江戸（17C） 

40   陶磁 飴釉荷葉向付 楽家十三代 惺入 大正-昭和（20C） 

41   漆工 鶴亀蒔絵雑煮椀 五代 中村宗哲 江戸・享和 2 年（1802） 

42   陶磁 色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C） 

43   その他 共筒虫喰茶杓・替筒 
千利休 

替筒：随流斎宗左 

桃山（16C） 

江戸（18C） 

44   その他 共筒茶杓  小堀遠州 江戸（17C） 

45   陶磁 古九谷山水文水指   江戸（17C） 

46   漆工 竹一重切花生 小堀遠州 江戸（17C） 

 

 

② 展覧会名：企画展「器の楽しみ」 

開催期間：平成 27 年 6月６日（土）～8 月 30 日（日） 

概  要：我々の生活の中で欠かすことのできない“器”。古来より器は食べ物を食すため

に供せられてきた。素材は焼き物と木製品が中心となるが、絵付や蒔絵など加

飾技法の発達に伴い、見て美しく、使って楽しい器が食卓を彩るようになって

きた。本展では、食器、菓子器、酒器などを中心に展示するほか、実際に料理

などを盛った、器として使われる姿を写真 20枚により紹介した。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

1   陶磁 朝鮮唐津徳利   桃山-江戸（17C） 

2   陶磁 唐白磁酒注   唐（7-9C） 

3   陶磁 古染付瓢形徳利   明（17C） 

4   陶磁 古九谷桜川瓢形徳利   江戸（17C） 

5   陶磁 古九谷瑠璃瓢形徳利   江戸（17C） 

6   陶磁 吉田屋六角瓢形徳利 吉田屋窯 江戸（19C） 
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

7   陶磁 若杉色絵牡丹文仙盞瓶 若杉窯 江戸（19C） 

8   陶磁 九谷染付龍鳳凰文瓢形大徳利   江戸-明治（19C） 

9   陶磁 鶴亀蒔絵盃・祥瑞蒔絵盃台 五十嵐随甫 明治（19C） 

10   漆工 牡丹孔雀蒔絵盃・牡丹蒔絵盃台 二木成抱 大正-昭和（20C） 

11   漆工 
牡丹に孔雀蒔絵盃・石山堅田の景蒔

絵盃台 
二木成抱 大正-昭和（20C） 

12   漆工 朝昼夕蒔絵三組盃・松竹梅蒔絵盃台 沢田宗沢 明治（19-20C） 

13   漆工 花鳥蒔絵三組盃・鶴蒔絵盃台 五十嵐随甫 明治（19C） 

14   漆工 鷹蒔絵大盃・松竹梅蒔絵盃台 沢田宗沢 明治（19-20C） 

15   陶磁 松竹梅蒔絵大盃・盃台 五十嵐随甫 明治（19C） 

16   漆工 石橋蒔絵大盃・盃台 二木成抱 大正-昭和（20C） 

17   陶磁 蕪形鉢 野々村仁清 江戸（17C） 

18   陶磁 伊万里色絵檜垣文鉢   江戸（17-18C） 

19   陶磁 伊万里色絵寿字独楽形鉢   江戸（17-18C） 

20   陶磁 呉須赤絵玉取獅子文鉢   明（17C） 

21   陶磁 古赤絵獅子文鉢   明（16C） 

22   漆工 魚貝蒔絵脇取盆   明治-大正（19-20C） 

23   漆工 鳥襷蒔絵小蓋盆 米田孫六 江戸-明治（19C） 

24   漆工 松に鶴蒔絵小蓋盆   明治（19-20C） 

25   漆工 宝船蒔絵広蓋   明治（19-20C） 

26   漆工 牡丹文蒔絵提重 米田孫六 江戸-明治（19C） 

27   漆工 竹に雀蒔絵提重   江戸（17-18C） 

28   漆工 四季草花蒔絵二段重 米田孫六 江戸-明治（19C） 

29   漆工 海老蒔絵五段重   大正-昭和（20C） 

30   漆工 花丸文蒔絵五段重   昭和 17 年（1942）頃 

31   漆工 水辺蒔絵吸物膳 二木成抱 大正-昭和（20C） 

32   漆工 松鶴蒔絵吸物椀 笹田月暁   

33   漆工 稲穂蒔絵吸物椀 沢田宗沢 明治（19-20C） 

34   漆工 遠山蒔絵吸物膳     

35   漆工 茄子蒔絵吸物椀   明治（19-20C） 

36   漆工 漆絵四方膳 柴田是真 江戸-明治（19C） 

37   漆工 菊桐蒔絵飯椀・汁椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

38   漆工 宝尽蒔絵飯椀・汁椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

39   漆工 渦蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

40   漆工 花紅葉蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

41   漆工 唐橘蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

42   漆工 藻貝蒔絵菜盛椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

43   漆工 五節句蒔絵煮物椀   江戸（17C） 

44   漆工 蝙蝠蒔絵厚物椀   明治-大正（19-20C） 

45   陶磁 古九谷柏葉形小皿   江戸（17C） 

46   陶磁 黄交趾竜鳳凰文向付 永楽妙全 大正（20C） 

47   陶磁 赤楽百合皿 楽家四代 一入 江戸（17C） 

48   陶磁 飴薬荷葉向付 楽家十三代 惺入 大正-昭和（20C） 

49   漆工 平文輪彩提盤 大場松魚 昭和 54 年（1979） 

50   漆工 流水桜蒔絵四方盆 西村松逸   

51   漆工 堆朱花鳥文四方盆     

52   漆工 松ノ木盆 野口重春 昭和-平成（20C） 

53   漆工 溜塗踊桐蒔絵四方菓子盆 野口重春 昭和-平成（20C） 

54   その他 竹網代四方盆 橋本仙雪 昭和 57 年（1982） 

55   漆工 五節句蒔絵菓子盆 太田抱逸 大正-昭和（20C） 



6 

 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

56   漆工 花紅葉蒔絵食籠 魚野自醒 昭和（20C） 

57   陶磁 青磁唐子文鉢   高麗（12C） 

58   陶磁 黄交趾花唐草文鉢 永楽妙全 大正（20C） 

59   漆工 鷺草蒔絵菓子器 寺井直次 平成 4 年（1992） 

60   その他 杉素地井桁蒸籠菓子器 野口重春 昭和-平成（20C） 

61   陶磁 唐三彩盃   唐（8C） 

62   陶磁 祥瑞蒔絵馬上盃 米田孫六 明治９年（1876） 

63   漆工 四季草花蒔絵木銚子 夏・秋 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

64   漆工 菊蒔絵銚子 大垣昌訓 明治 42 年（1909）頃 

65   陶磁 九谷色絵金彩四季耕作図煎茶器  水田生山 明治-大正（20C） 

66   陶磁 赤地金襴手牡丹唐草文向付     

67   陶磁 藍和蘭陀草花文蓋付向付     

68   陶磁 武蔵野図角形蓋付向付 尾形乾山 江戸（18C） 

69   漆工 芦雁文菓子器 粟生屋源右衛門 江戸（19C） 

70   漆工 花蒔絵乾漆菓子器 寺井直次 昭和 (20C) 

 

 

③ 展覧会名：企画展「茶道美術名品展」 

開催期間：１期=平成 27年 9月 9 日（水）～10月 4 日（日） 

2 期=平成 27年 10月 5日（月）～11 月 1日（日） 

3 期=平成 27年 11月 2日（月）～11 月 29 日（日） 

概  要：当館所蔵品の約半数を占める茶道具。その中から厳選した茶碗や茶器などの名

品を風炉の名残、晩秋の炉、初釜、初風炉のそれぞれの道具の取り合わせと、

掛軸と花入の取り合わせなどテーマごとに照会した展覧会。古美術から現代の

茶道具の名品を展示した。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 
展示 

期間 

1   書跡 四行 松花堂昭乗 江戸（17C）  

2   陶磁 染付草花文花生   李朝（18C）  

3   漆工 独楽塗香合      

4   金工 瓢形釜 横川九左衛門 江戸  

5   金工 欠風炉 宮崎寒雉 江戸  

6   陶磁 信楽耳付水指   大正-昭和（20C）  

7   漆工 秋草蒔絵棗   江戸（19C）  

8   陶磁 萩茶碗 銘 昔語   江戸（19C）  

9   漆工 春慶塗曲建水 二代 鈴木表朔 昭和（20C）  

10   漆工 四方菓子盆 十三代 飛来一閑 大正-昭和（19-20C）  

11   書跡 新古今和歌集切 伝 慈円 鎌倉（13C）  

12   陶磁 青磁砧形花生 伝 修内司窯 南宋（12-13C）  

13   陶磁 交趾鴨香合      

14   金工 繰口丸釜 伝 辻与次郎 桃山（16C）  

15   陶磁 備前火襷水指   江戸（17C）  

16   金工 モール建水 十代 中川浄益 大正-昭和（19-20C）  

17   陶磁 大樋飴秞茶碗 銘 侘の友 五代 大樋長左衛門 江戸（18-19C）  

18   陶磁 高取瓢形茶入      

19   書跡 一行「萬歳楽」 宙宝宗宇 江戸（19C）  
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 
展示 

期間 

20   陶磁 染付高砂花生 三浦竹泉    

21   その他 ぶりぶり香合 野口重春 平成（20-21C）  

22   金工 塩屋釜 十二代 宮崎寒雉 昭和（20C）  

23   漆工 高台寺蒔絵炉縁 上棚宗左 （19-20C）  

24   その他 杉素地捻梅透風炉先屏風 野口重春 平成（20C）  

25   漆工 真塗長板 沢本秀岳 昭和-平成（20C）  

26   陶磁 
松之絵皆具（水指・杓立・蓋置・

建水） 
二代 中村梅山 平成２年（1990）  

27   漆工 鶴蒔絵棗 寺井直次 昭和（20C）  

28   陶磁 内不二絵黒茶盌 十代 大樋長左衛門 平成 10 年（1998）  

29   その他 共筒茶杓 銘 日々栄 表千家十三代 即中斎 昭和（20C）  

30   漆工 曲輪造網代菓子器 小森邦衛 平成 22 年（2010）  

31   書跡 一行「仁風弥四表」 隠元隆琦 
江戸・寛文 12 年 

（1672） 
 

32   陶磁 青瓷鳳凰耳付花瓶 三代 諏訪蘇山 昭和（20C）  

33   金工 松地紋真形釜 十三代 宮崎寒雉 平成 3 年（1991）  

34   金工 唐銅道安風炉 十三代 宮崎寒雉 平成 3 年（1991）  

35   その他 溜塗腰桐板踊桐透風炉先屏風 野口重春 平成（20C）  

36   その他 江岑好桐四方棚 伊藤伊斎 昭和（20C）  

37   陶磁 色絵紅毛水指 十代 大樋長左衛門 平成 21 年（2009）  

38   漆工 梅果蒔絵棗 十代 中村宗哲 明治-大正（19-20C）  

39   陶磁 赤楽茶碗 銘 谷陰 楽家十二代 弘入 明治-昭和（19-20C）  

40   その他 共筒茶杓 銘 清風 表千家九代 了々斎 江戸（19C）  

41   陶磁 黄交趾花唐草文鉢 永楽妙全 大正（20C）  

42   陶磁 色絵三葉形蓋置 吉田屋窯 江戸（19C）  

43   金工 古銅耳付四方花生      

44   陶磁 青磁鯉耳花生 龍泉窯 明（16-17C）  

45   陶磁 染付唐草文竜耳花生 景徳鎮窯 明（15-16C）  

46   絵画 梅花図自画賛 千宗旦 江戸（17C）  

47   書跡 一行「竹密不妨流水過」 玉舟宗璠 江戸（17C）  

48   書跡 一行「入水見長人」 天室宗竺 江戸（17C）  

49   絵画 山水図 狩野探幽、江月宗玩 賛 江戸（17C）  

50   書跡 源氏物語切 伝 伏見天皇 鎌倉-室町（14C）  

51 ◎ 書跡 熊野類懐紙 平家重 
鎌倉・正治 2 年（1200）

頃 
 

52   陶磁 染付山水文柑子口花生   明（17C）  

53   陶磁 鉄絵花文花生   金-元（12-13C）  

54   陶磁 古伊賀耳付花生   
桃山-江戸 

（16-17C） 
 

55 ◎ 書跡 熊野類懐紙 藤原重輔 
鎌倉・正治 2 年（1200）

頃 
 

56   書跡 春日懐紙 中臣祐有 鎌倉・仁治 2 年（1241）  

57   陶磁 色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C）  

58   漆工 堆漆瑞鳥茶器 音丸耕堂 平成 4 年（1992）  

59   漆工 桜蒔絵平棗   江戸（18-19C） １期 

60   漆工 菊水蒔絵大棗     ２期 

61   漆工 楓蒔絵平棗   江戸時代中期 ３期 

62   漆工 芽張柳蒔絵棗 十三代 飛来一閑 明治（19-20C）  

63   漆工 波に車蒔絵棗 柚木尾雪雄    

64   金工 古天命猿摘釜   室町（16C）  
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 
展示 

期間 

65   金工 古芦屋香図釜   室町（16C）  

66   金工 霰棗釜 初代 宮崎寒雉 江戸  

67   陶磁 祥瑞花鳥文平水指 景徳鎮窯 明（17C）  

68 ○△ 陶磁 砧青磁平水指 銘 青海波 龍泉窯 南宋-元（12-13C）  

69   陶磁 古九谷山水文水指   江戸（17C）  

70   漆工 紅花緑葉竜文梅花形盆   
明・万暦年間（1573-

1620） 
 

71   漆工 堆朱樹下人物図四方盆   明（16-17C）  

72   漆工 長生の器 松田権六 昭和 15 年（1940）  

73   漆工 菊蒔絵硯箱   江戸（18-19C）  

74   漆工 竜田川蒔絵硯箱   江戸  

75   漆工 吉野山蒔絵文台・硯箱   江戸（17C）  

76   漆工 日本三景蒔絵文台・硯箱 五十嵐香甫 江戸（19C）  

77 ◎ 書跡 恵慶集 下 藤原定家・伝 民部卿局 鎌倉（13C） 2 期 

78   書跡  附 恵慶集 上 
烏丸光広・中院通村・

小堀遠州・松花堂昭乗 
江戸（17C）  

79   漆工  附 檜文蒔絵歌書箱   江戸（17C）  

80   陶磁 赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C）  

81   陶磁 黒織部沓茶碗   
桃山-江戸 

（17C） 
 

82   陶磁 黄瀬戸筒茶碗   桃山（16C）  

83   陶磁 雲鶴平茶碗   高麗（12-13C）  

84   陶磁 斗々屋茶碗 銘 青苔   李朝（17C）  

85   陶磁 御所丸茶碗   李朝（17C）  

86   陶磁 堅手茶碗 銘 寒紅梅   李朝（16C） 1 期 

87   陶磁 釘彫伊羅保茶碗 銘 花緑   李朝（17C） 2 期 

88 ○△ 陶磁 青井戸茶碗 銘 雲井   李朝（16C） 3 期 

89   漆工 松喰鶴蒔絵沈箱 伝 五十嵐道甫 江戸（17-18C）  

90   陶磁 交趾菊蟹香合   明（17C）  

 

1 階展示 「近代の金沢の茶道具」 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 陶磁 朱秞飴茶盌 銘 寿山 十代 大樋長左衛門 平成 13 年（2001） 

2 陶磁 幾何文黒織部茶盌 十代 大樋長左衛門 平成 9 年（1997）  

3 漆工 住吉蒔絵平棗 初代 西村松逸 昭和（20C） 

4 漆工 胡蝶文合子 寺井直次 昭和 43 年 (1968) 

5 漆工 海松貝蒔絵唐人笠莨入 初代 西村松逸 昭和（20C） 

6 金工 三人形蓋置 蓮田修吾郎 昭和-平成（20C） 

7 漆工 平文国花盤 大場松魚 平成 8 年（1996） 

8 漆工 蒔絵秋の花盆 清水英姿 昭和 62 年（1987） 

9 金工 加賀象嵌建水 銘 絃 高橋介州 昭和（20C） 

10 金工 砂張水指 大王松 三代 魚住為楽 平成 11 年（1991） 

 

 

④ 展覧会名：企画展「伝統工芸の技法」 

開催期間：平成 27 年 12月 6日（日）～平成 28年 2月 28日（日） 

【年末年始休館：12月 29 日（火）～1 月 3日（日）】 
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概  要：連綿と受け継がれてきた伝統工芸には、我々の想像を遙かに超える労力と高度

な技量が込められている。本展では、制作過程で用いられる技法を紹介するこ

とにより、伝統工芸品への一層の理解が深まり、作品との出会いにおいても新

たな感動を見いだすことができるよう、40 種を超える工芸技法を 71 点の作品

を通してご覧頂いた。 

 

展示品一覧 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 陶磁 自然秞耳付花入 二代 開発文七 平成（20-21C） 

2 陶磁 鬼萩茶碗 十一代 三輪休雪 平成 4 年（1992） 

3 陶磁 白瓷三足香炉 初代 諏訪蘇山 大正（20C） 

4 陶磁 青磁茶碗     

5 陶磁 飴茶盌  十代 大樋長左衛門 昭和 54 年（1979） 

6 陶磁 黒茶盌  十代 大樋長左衛門 平成 6 年（1994） 

7 陶磁 色絵更紗魚貝文徳利 北出不二雄 昭和 56 年（1981） 

8 陶磁 黄交趾竜鳳凰文向付 永楽妙全 大正（20C） 

9 陶磁 染付山水ノ図鉢 下道良平 昭和 58 年（1983） 

10 陶磁 秞裏金彩牡丹文鉢 吉田美統 昭和 58 年（1983） 

11 陶磁 彩秞壺 三代 徳田八十吉 平成（20-21C） 

12 陶磁 彩陶 雪連山 北出不二雄 平成 10 年（1998） 

13 陶磁 峙つ 花三島飾壺 十代 大樋長左衛門 昭和 59 年（1984） 

14 漆工 曲輪造青漆金彩盛器 赤地友哉 昭和 58 年（1983） 

15 漆工 網代亀甲盆 小森邦衞 平成 21 年（2009） 

16 漆工 金胎蒔絵漆箱 美奈面 寺井直次 昭和 62 年（1987） 

17 漆工 漆皮盛器 坂下直大 昭和 56 年（1981） 

18 漆工 乾漆菓子器 岡山三州 昭和 50 年（1975） 

19 漆工 溜塗二重棚 十一代 中村宗哲 昭和（20C） 

20 漆工 蝋色塗高麗卓 沢本秀岳 平成 6 年（1994） 

21 漆工 黒塗利休形飯椀・汁椀 松村紫雲 昭和（20C） 

22 漆工 漆絵四方膳 柴田是真 江戸-明治（19C） 

23 漆工 堆朱宝尽文軸盆   明-清（17-18C） 

24 漆工 沈金漆筥 いばらと蝶 梶道幸 昭和 57 年（1982） 

25 漆工 孔雀紋手箱 小松芳光 昭和 52 年（1977） 

26 漆工 蒔絵山路箱 向井武志 平成 4 年（1992） 

27 漆工 切金箱 雨煌 江端俊雄 平成 16 年（2004） 

28 漆工 割貝桜花文椀 松田権六 昭和 38 年（1963） 

29 漆工 牡丹文盤 松田権六 昭和 59 年（1984） 

30 漆工 平文相生の棚 大場松魚 昭和 55 年（1980） 

31 漆工 平文芳苑の棚 大場松魚 昭和 54 年（1979） 

32 漆工 平文慈光平棗 大場松魚 平成 3 年（1991） 

33 漆工 つくばね文平棗 二代 砺波宗斎 平成 3 年（1991） 

34 漆工 杣田渦文中棗 田中智勝 昭和 56 年（1981） 

35 漆工 乾漆菊形棗 三池宗逸 昭和 42 年（1967） 

36 人形 人形 流れる刻 山本栄子 平成 2 年（1990） 

37 人形 人形 翠風 越浦正子 昭和 61 年（1986） 

38 人形 木芯桐塑紙貼 花洛風流 林駒夫 平成 9 年（1997） 

39 人形 木彫加彩人形 雅韻 下口宗美 昭和 58 年（1983） 

40 人形 木彫胡粉彩色人形 雲雀笛 室田芳子 昭和 53 年（1978） 

41 金工 砂張銅鑼 銘 和鳴 初代 魚住為楽 昭和 37 年（1962）頃 
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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

42 金工 桑造銅鑼架 氷見晃堂 昭和 37 年（1962）頃 

43 金工 砂張三象花入 初代 魚住為楽 昭和 19 年（1944） 

44 金工 加賀象嵌錦鶏伏香炉 高橋介州 昭和 56 年（1981） 

45 金工 小鼓謡本熨斗押 米沢弘正 明治-大正（20C） 

46 金工 象嵌花器 木菟の森 中川衛 平成 12 年（2000） 

47 金工 鍛銅象嵌四方水指 金森映井智 昭和 56 年（1981） 

48 金工 銀黒味銅打出象嵌花瓶 前田宏智 平成（20-21C） 

49 金工 白銅緑方器 みぞれ 関源司 昭和 60 年（1985） 

50 木竹工 桐造木画飾箱 氷見晃堂 昭和 23 年（1948） 

51 木竹工 楠造短冊箱 氷見晃堂 昭和 46 年（1971） 

52 木竹工 欅造波紋木象嵌短冊箱 灰外達夫 平成 11 年（1999） 

53 木竹工 神代杉象嵌色紙箱 反保信夫 平成 3 年（1991） 

54 木竹工 神代欅拭漆造盆 二代 池田作美 昭和 63 年（1988） 

55 木竹工 桑造香盆 二代 池田作美 昭和 55 年（1980） 

56 木竹工 兼六園姫小松造水指 川北良造 平成 10 年（1998） 

57 木竹工 兼六園桜朽木造大棗 川北良造 平成 10 年（1998） 

58 木竹工 竹網代菱文箱 橋本仙雪 昭和 49 年（1974） 

59 木竹工 九葉柳形八角盆 飯塚小玕斎 昭和（20C） 

60 木竹工 鳳尾竹まゆ籠 橋本仙雪 昭和 62 年（1987） 

61 木竹工 華竹筏香合 野口重春 平成（20-21C） 

62 木竹工 白竹張菊香合 野口重春 平成（20-21C） 

63 木竹工 欅拭漆象嵌入香合 二代 池田作美 昭和 62 年（1987） 

64 金工 加賀象嵌四分一香合 米沢弘安 昭和 41 年（1966） 

65 金工 牡丹文朧銀香合 金森映井智 昭和 59 年（1984） 

66 染織 染額 叢美 毎田健治 昭和 58 年（1983） 

67 染織 染額 花鳥 木村雨山 昭和（20C） 

68 染織 染絵 草相撲  二代 由水十久 平成 9 年（1997） 

69 染織 友禅小袱紗 雉子 能川光陽 昭和 57 年（1982） 

70 染織 友禅訪問着 雨音 藤村建雄 平成 8 年（1996） 

71 染織 紬織着物 水ぬるむ 木場紀子 平成 2 年（1990） 

 

 

⑤ 展覧会名：開館 50 周年記念特別展Ⅰ 「中村コレクション名品展－絵画・工芸編－」 

開催期間：平成 28 年 3月 6日（日）～4 月 17日（日） 

概  要：平成 28 年は、金沢で酒造業を営む実業家で茶人でもあった中村栄俊氏が昭和    

41年 5 月 5 日に当館の母体となった中村記念館を開館させて以来、50年目と

なる節目の年であった。年度を通して 4 回の開館 50周年記念特別展を開催し

たが、この展覧会はその皮切りとして、栄俊氏旧蔵のコレクションから、収集

第一号である西湖図屏風を筆頭に近世絵画や、近代加賀蒔絵の酒器、染付や古

九谷の鑑賞陶磁など、当館所蔵品の中核をなす作品の展示を行った。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 員数等 作者名 制作年代 

1   金工 饕餮文爵     
殷-西周 

（前 14-前 11C） 

2   金工 金銅柄香炉     江戸（19C） 

3   陶磁 唐白磁酒注     唐（7-9C） 

4   陶磁 唐三彩盃     唐（8C） 
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No. 指定 分野 作品名 員数等 作者名 制作年代 

5   陶磁 遼三彩花文長盤     遼（11C） 

6   陶磁 ペルシャ石畳文鉢   
東北イラン、ニシャ

プール地方 
9C 

7   陶磁 ペルシャ三彩鉢   
東北イラン、トラン

スオクシアナ地方 
9-10C 

8   陶磁 ペルシャ鳥文盃   
東北イラン、ニシャ

プール地方 
9-10C 

9   陶磁 ペルシャ白地黒彩鉢   
東北イラン、トラン

スオクシアナ地方 
9-10C 

10   陶磁 ペルシャ鳥文鉢   
東北イラン、トラン

スオクシアナ地方 
9-10C 

11   陶磁 鉄釉刻花双魚文平鉢     不詳 

12   陶磁 白釉刻花牡丹文鉢   磁州窯 北宋（11-12C） 

13   陶磁 染付唐草文平鉢   景徳鎮窯 
明・永楽（1403-

1424） 

14 〇 陶磁 法花蓮池水禽文大香炉     明（16C） 

15   陶磁 古赤絵獅子文鉢     明（16C） 

16   陶磁 呉須赤絵玉取獅子文鉢     明（17C） 

17   陶磁 染付花鳥文大鉢   景徳鎮窯 明（17C） 

18   陶磁 呉須染付花鳥文平鉢     明（17C） 

19 〇 陶磁 古九谷山水図丸紋平鉢     江戸（17C） 

20   陶磁 古九谷青手山水図平鉢     江戸（17C） 

21   陶磁 古九谷牡丹唐獅子図平鉢     江戸（17C） 

22   陶磁 古九谷山水図鉦形鉢     江戸（17C） 

23   陶磁 柿右衛門草花文大鉢     江戸（17-18C） 

24   陶磁 伊万里色絵寿字独楽形鉢 一対   江戸（17-18C） 

25   陶磁 蕪形鉢   野々村仁清 江戸（17C） 

26   陶磁 古九谷桜川瓢形徳利     江戸（17C） 

27   陶磁 古九谷瑠璃瓢形徳利     江戸（17C） 

28   陶磁 古九谷柏葉形小皿 五枚   江戸（17C） 

29   陶磁 武蔵野図角形蓋付向付 五客 尾形乾山 江戸（18C） 

30   絵画 西湖図屏風 六曲一双 雲谷等顔 桃山（16-17C） 

31   絵画 千鳥図屏風 六曲一双   
桃山-江戸 

（16-17C） 

32   絵画 
井出玉川図・佐野渡図・定家

卿郭公図 
三幅対 狩野探幽 江戸（17C） 

33   絵画 竹に雀図・布袋・竹に雀図 三幅対 狩野尚信 江戸（17C） 

34   絵画 帝鑑図 一巻 伝 狩野探幽 江戸（17C） 

35   絵画 瀟湘八景図 一巻 狩野常信 江戸（17C） 

36   絵画 祇園祭礼図 六曲一双 加藤遠沢 江戸（18C） 

37   絵画 祖師問答図 三幅対 円山応挙 
江戸・安永 3 年

（1774） 

38   絵画 農家飼馬図   与謝蕪村 
江戸・安永 9 年

（1780） 

39   絵画 渓上馬市図   池大雅 江戸（18C） 

40   絵画 玉堂柱石図   山本梅逸 
江戸・文政元年

（1818） 

41   絵画 千巌万壑図   山田介堂 大正 8 年（1919） 

42   絵画 松下品泉図   田近竹邨 大正 8 年（1919） 

43   絵画 野店対酌図   橋本関雪 大正-昭和（20C） 

44   漆工 蓮池多宝塔蒔絵経箱     室町（15C） 

45 〇□ 漆工 南蛮人蒔絵硯箱     桃山（16C） 

46   漆工 牡丹唐獅子蒔絵硯箱   伝 清水九兵衛 江戸（17C） 
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No. 指定 分野 作品名 員数等 作者名 制作年代 

47   漆工 吉野山蒔絵文台・硯箱     江戸（17C） 

48   漆工 竹に雀蒔絵提重     江戸（17-18C） 

49   漆工 
朝昼夕蒔絵三組盃・松竹梅蒔

絵盃台 
  沢田宗沢 明治（19-20C） 

50   漆工 松に鶴蒔絵小蓋盆 一対   明治（19-20C） 

51   漆工 四季草花蒔絵木銚子 四個 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

52   漆工 石橋蒔絵大盃・盃台   二木成抱 大正-昭和（20C） 

53   漆工 
牡丹に孔雀蒔絵盃・石山堅田

の景蒔絵盃台 
  二木成抱 大正-昭和（20C） 

 

1 階展示 「春の茶道具」 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 陶磁 三彩大樋茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 18 年（2006） 

2 陶磁 色絵紅毛焼点々文茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 19 年（2007） 

3 陶磁 藍紅毛花紋茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 21 年（2009） 

4 陶磁 □○△紋黒沓茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成９年（1997） 

5 漆工 鶴蒔絵棗 寺井直次 昭和（20C） 

6 漆工 平文彩空平棗 大場松魚 平成３年（1991） 

7 金工 夜桜菓子器 初代 山川孝次 江戸-明治（19C） 

8 陶磁 
松之絵皆具（水指・杓立・蓋置・

建水） 
二代 中村梅山 平成２年（1990） 

 

 

 

 

 

２．自主事業及び財団事業 

 

（１）列品解説 

  学芸員による展覧会解説。 

No. 実施日 内容 人数 

1 6 月 26 日（金） 企画展 器の楽しみ（午後） 18 人 

2 6 月 27 日（土） 企画展 器の楽しみ（午前・午後） 38 人 

3 10 月 2 日（金） 企画展 茶道美術名品展（午後） 21 人 

4 10 月 3 日（土） 企画展 茶道美術名品展（午前・午後） 22 人 

5 11 月 21 日（土） 企画展 茶道美術名品展（午後） 11 人 

6 12 月 11 日（金） 企画展 伝統工芸の技法（午後） 18 人 

7 12 月 12 日（土） 企画展 伝統工芸の技法（午前・午後） 12 人 

8 1 月 30 日（土） 企画展 伝統工芸の技法（午後） 20 人 

9 3 月 11 日（金） 特別展 中村コレクション名品展－絵画・工芸編－（午後） 23 人 

10 3 月 12 日（土） 特別展 中村コレクション名品展－絵画・工芸編－（午前・午後） 16 人 

合計 199 人 
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（２）座敷飾り 

  旧中村邸の 1階と 2 階を使用して、座敷飾りの展示。無料にて開催。 

事業名 開催期間 開催日数 参加者数 
一日平均入

館者数 

春の座敷飾り 4/25～5/10 16日 1,537人  96.1人 

北陸デスティネーションキャンペーン記念 

特別開催 秋の座敷飾り 
10/31～11/8 9日 1,344人 149.3人 

合計 25日 2,881人 115.2人 

 

 

（３）子ども博物館セミナー事業 第 13回親子で楽しむ茶道入門 

    金沢文化振興財団では、平成 15年度より、博物館や美術館の特徴を活かした催しを開催

し、子供たちに体験してもらうことで、博物館施設に親しんでもらうとともに、関心を高め

てもらい、郷土の理解と文化土壌の醸成を図るため、「子ども博物館セミナー事業」を実施

している。中村記念美術館では、親子で気軽に茶の湯を楽しめる催しを行うことにより、未

来の文化の担い手である子供たちが催しに参加しやすい環境を作り、金沢の文化の人づくり

につなげるため「親子で楽しむ茶道入門」を開催している。 

    開催日：平成 27年 7月 25日（土）10:00～16:30 【3席】 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    対 象：小中学生とその保護者 

    参加者：93名 

    参加費：200 円 

    講 師：大島宗翠氏（茶道裏千家正教授） 

    協 力：茶道裏千家大島社中 

 

 

（４）第 24回 市民聞香席 

    「市民聞香席」は、第 18 回まで金沢市文化ホールを会場に実施してきたが、平成 21 年度

に、橋本一枝氏（志野流香道指南）より香道具 124 点の寄贈を受けたことを機に、旧中村邸

において開催することとなった。第 24 回目の今回は、中秋の名月にちなんだ組香「月見

香」を楽しんだ。 

    開催日：平成 27年 9月 27日（日）10:00～15:30 【5席】 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：157 名 

    参加費：1,020 円（呈茶付） 

    講 師：川村節子氏（志野流香道講師） 

    協 力：志野流香道教室、茶道遠州流平木白蓮庵 
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（５）秋の夜－虫の音を聴く茶会 

    ナイトミュージアム実施日にあわせ、秋の深まりとともに本多の森一帯で奏でられる虫の

音を聴きながら、茶室「耕雲庵」で夜のお茶会を楽しむイベント。 

    開催日：平成 27年 10月９日（金）、10日（土）、11日（日）18:30～20:00 【2席／日】 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    参加者：145 名 

    参加費：800 円 

    協 力：表千家布施社中、裏千家加納社中、表千家越澤社中 

 

 

（６）第 16回 新春「百人一首の集い」 

    平成 13年度に第 1回目を開催して以来、小学生から年配の方まで幅広い世代が参加でき

る事業として実施。 

    開催日：平成 28年 1月 16日（土）13:00～15:30 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：44名 

    参加費：無料 

    講 師：山崎英夫氏（石川県かるた協会副理事長、かるた競技 6段） 

    協 力：石川県かるた協会 

 

 

（７）第 26回 春の市民茶会 

    平成元年に中村記念美術館の新展示棟（現美術館）がオープンしたことに伴い、元の展示

棟であった「旧中村邸」を多目的に利用できる施設に改装し、供用を開始した平成 3 年 3月

に、改装記念茶会として開催され、その翌年より「春の市民茶会」として以来、春分の日に

催されている茶会。旧家の佇まいを今に伝える「旧中村邸」を会場に、美術館の収蔵茶道具

を使用するプレミアムな茶会として開催。 

    開催日：平成 28年 3月 20日（月・祝）9:00～15:00 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：463 名 

    参加費：820 円 

    主 管：裏千家淡交会石川支部 

 

 

（８）ナイトミュージアム 

・夜間開館（17:00～21:00） 

実施日 開催日数 入館者数 

5/5（火・祝）、7/18（土）、9/25（金）、10/9（金）、10/10（土）、 

10/11（日）、11/14（土）、11/15（日） 
8 日 144 名 

   ※9/25 は「夜のミュージアムツアー」（23 名）をナイトミュージアム事業として実施。参加

者人数は、上表の入館者数に含む。 
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（９）呈茶室 

    呈茶室において、抹茶と菓子を提供するサービスを実施。 

    営業時間 10:00～16:30（受付 16:00 まで） 

単位：名 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 合計 平均 

利用 

者数 
714 916 515 603 626 626 1,041 933 369 341 474 624 7,782 649 

 

 

 

 

 

３．友の会事業 

 

（１）会報発行 

    「中村記念美術館友の会だより」を発行 

第 101号（700 部、平成 27年 6 月 17 日発行） 

第 102号（700 部、平成 27年 9 月 10 日発行） 

第 103号（700 部、平成 27年 12月１日発行） 

第 104号（700 部、平成 28年 2 月 25 日発行） 

 

 

（２）事業 

実施日 内容 講師 参加者 

5 月 15 日（金） 

5 月 20 日（水） 
見て歩こう会「寺町の寺院群と辻家庭園」 

香村幸作（石川県郷土史学会顧

問） 
87 名 

9 月 30 日（水） 

美術鑑賞会 石川県立博物館リニューアル

オープン記念・大韓民国国立全州博物館姉

妹館交流 25 周年記念「朝鮮王朝－宴と儀

礼の世界－」展 

大井理恵（石川県立博物館学芸

主任） 
46 名 

10 月 27 日（火） 

10 月 28 日（水） 

友の会旅行「佐川美術館、長寿寺、常楽寺

（滋賀県）の旅」 
 89 名 

11 月 13 日（木） 友の会茶会 表千家出村宗貞社中 144 名 

12 月 18 日（金） 
音楽鑑賞「ヴァイオリン・デュオ 癒しの

響き」 
大村俊介、大村一恵 79 名 

１月 ８日（金） 

１月 14 日（木） 

１月 21 日（木） 

味覚体験「料亭大友楼の七草粥」 大友佐俊（大友楼主人） 58 名 

2 月 10 日（水） 
料理教室「金沢の家庭料理 －昭和 10 年

から 30 年代、母からの伝承－」 

北島美紀子（『金沢の家庭料理』

著者） 
21 名 

3 月 24 日（木） 工房見学「加賀毛針 めぼそ」 目細八郎兵衛 29 名 
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４．貸し施設事業 

・茶室「耕雲庵」、「旧中村邸」、茶室「梅庵」を貸し施設として運営している。 

単位：回 

  耕雲庵 旧中村 1F 旧中村 2F 梅庵 

4 月 23 26 20 2 

5 月 11 28 27 4 

6 月 6 11 9 2 

7 月 15 8 6 0 

8 月 6 13 10 0 

9 月 13 21 13 3 

10 月 19 22 23 1 

11 月 22 25 25 2 

12 月 13 5 5 0 

1 月 19 10 7 0 

2 月 10 4 1 0 

3 月 16 9 9 5 

小計 173 182 155 19 

年計 529 

 

 

 

 

 

５．博物館実習 

・（公財）金沢文化振興財団として受け入れを行い、平成 27 年度は、8 月 7日から 6日間の 

日程で、11名の実習生を受け入れた。 

実施日 内容 実習施設 

8 月 7 日（金） 

午前 オリエンテーション 金沢ふるさと偉人館 

午後 講義（文化施設の運営について）、施設見学 
金沢ふるさと偉人館 

鈴木大拙館 

8 月 8 日（土） 終日 古文書の取り扱い 前田土佐守資料館 

8 月 9 日（日） 終日 掛軸・桐箱の取り扱い 中村記念美術館 

8 月 10 日（月） 終日 印刷資料・額装作品の取り扱い、施設見学 
金沢湯涌夢二館 

金沢湯涌江戸村 

8 月 11 日（火） 終日 企画プランニング 金沢ふるさと偉人館 

8 月 12 日（水） 午前 プランニング発表会、修了会 金沢ふるさと偉人館 
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６．所蔵品 

 

（１）収集方針 

「中村記念美術館美術品収集方針について」（平成 23 年度運営員会にて承認）に基づい

て収集を引き続き進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※故中村栄俊氏の収集美術品（中村記念館設立時：124 点）を中核に据え、茶道具と

工芸品の美術館として厚みを持たせていく方針を堅持する。 

 

 

（２）平成 27 年度購入及び寄附、寄託 

    ・購入  1 点（陶磁 1） 

    ・寄附  0 点 

    ・寄託  0 点 

 

 購入作品 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 備考 

1 陶磁 指絵・金彩「双馬行萬里」 十代 大樋長左衛門 平成 25 年（2013）  

   ※上記作品は、平成 25 年第 45回日展顧問審査員出品作。 

 

 

（３）保管 

    館内収蔵庫（86.51 ㎡）にて、所蔵品を保管している。 

    収蔵庫は、24 時間機械空調で 温度：22℃、湿度：55％に設定している。 

    燻蒸作業は、年１回実施（平成 27 年度：9 月１～５日）。 

 

平成 27年度末現在の所蔵品数 

 絵画 書跡 陶磁 漆工 金工 染織 彫刻 その他 計 

点数 145 69 295 217 128 25 12 183 1,074 

    （貸出茶道具及び寄託品は除く） 

   ※うち指定物件：16 点 

◎：重要文化財、○：重要美術品、□：石川県指定文化財、△：金沢市指定文化財 

区分 作品名 作者名等 年代 所蔵経緯 

◎ 古筆手鑑   寄附：中村記念館 

恵慶集 下 藤原定家 鎌倉（13C） 寄附：越桐弘夫氏 

墨跡 偈頌 夢窓疎石 室町（1394） 寄附：中村記念館 

「中村記念美術館美術品収集方針」 

１．茶道具   ・金沢の伝統工芸（大樋焼、寒雉の釜、加賀蒔絵など） 

         ・金沢の旧家伝来のもの 

         ・以上を中心に幅広い時代、産地の茶道具の名品 

 

２．室内調度  ・金沢で活躍した画家の絵画（掛軸、屏風など） 

         ・金沢の伝統工芸 

（年代は、江戸時代から現代まで。器種は、酒器、食器、室内装飾具

など。分野は、加賀蒔絵、加賀象嵌、九谷など。） 
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熊野類懐紙 平 家重 鎌倉（1200頃） 寄附：中村記念館 

熊野類懐紙  藤原重輔 鎌倉（1200頃） 購入 

○・□ 南蛮人蒔絵硯箱  桃山（16C） 寄附：中村記念館 

○ 古九谷山水図丸紋平鉢  江戸（17C） 寄附：中村記念館 

法花大香炉  明（16C） 寄附：中村栄一郎氏 

○・△ 青井戸茶碗 銘 雲井  李朝（16C） 寄附：中村記念館 

砧青磁平水指 銘青海波 龍泉窯 12～13C 寄附：中村記念館 

△ 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C） 寄附：中村記念館 

布袋図 
画：伝 卒翁 

賛：癡絶道冲 
南宋（1244～1245 頃） 寄附：中村記念館 

扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C） 寄附：中村記念館 

唐物肩衝茶入 蒲生肩衝  13～14C 寄附：中村記念館 

唐物肩衝茶入 利休小肩衝  13～15C 寄附：中村記念館 

共筒茶杓 小堀遠州 江戸（17C） 購入 
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平成 27年度 

金沢市立中村記念美術館年報 第 38号 

「梅庵のたより」 

 

発行日 平成 29年 5 月 19 日 

発行者 金沢市立中村記念美術館 

    金沢市本多町 3丁目 2 番 29 号 

    〒920-0964  電話 076-221-0751 


