
　　金沢市立中村記念美術館ニュース　33号

　大場松魚氏は、昭和４９年（１９７４）の第２１回日本伝統工芸
展に「平文千羽鶴の棚」を出品以後、同展に７回連続して
「平文三友の棚」「平文三彩の棚」「平文南飛の棚」「平文薄の

棚」（石川県立美術館）、「平文芳苑の棚」（金沢市企業局）、昭

和５５年、第２７回展の「平文相生の棚」（金沢市企業局）まで、
棚を出品されました。「平文芳苑の棚」は昭和５４年、第２６回
日本伝統工芸展に出品された連作６番目の棚です。形態は
４本の柱、脚部、天地と中間の３枚の板、前後２枚の扉が
付く戸袋、地板と中板の間の１列３個の引出からなります。
連作の中では平文（金属の薄い板を文様の形に切り、漆面

に貼り付ける装飾技法）による力強く華麗な装飾効果が最

もよく発揮された作となっています。戸袋に付く縦４４.０㎝　 横
３９.８㎝　 の２枚の扉の片方には、朝顔、鉄線、椿、菊などの
草花を金の平文の輪郭線で表し、その背景を面の平文で埋

めることにより、金地の屏風絵のように見せています。も

う片方には、萩、桔梗、朝顔などを銀の平文で同様に表し

てあります。

　平成２２年５月、金沢市企業局が発電事業の収益により購
入し、当館に寄託されたもので、今年９月４日隻から１０月
１０日積まで開催予定の金沢市営発電事業９０周年記念特別展
「金沢・石川の伝統工芸」で公開する予定です。 平文芳苑の棚（部分・扉・縦４４.０ 横３９.８㎝）　全体幅９２.８ 奥行３４.９ 高５４.３㎝

梅庵 の た よ り
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内　　　　　容開催期間展　示　名

　各種の茶道具の中でも、茶器（薄茶器）は、多種多彩な形、素材、文様により、茶会の
席で注目を集めます。本展では、形は大中小の棗、平棗、中次、雪吹など、素材は漆器、
陶器、青磁、桜材、竹など、文様は四季の歳時記（芽張柳、桜、牡丹、梅果、波、虹、夕
顔、渚、萩、秋草、菊、楓、落葉、鴛鴦、つくばね）、吉祥文（鶴、和歌の浦、松竹梅、
獅子舞、住吉）、幾何学文など、年代は桃山時代から近現代までバラエティー豊かな内容
です。前期で５２点、展示替休館日（６月２１～２４日）をはさんで前期の１２点を収蔵、後期で
新たに１０点を展示します。

４月１７日隻～

６月２０日席

茶器－形と文様－
（前　　期）

企 画 展
６月２５日析～

８月２８日隻

茶器－形と文様－
（後　　期）

　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。

６月１９日隻第２０　 回 市 民 聞 香 席

　金沢市営の発電事業９０周年を記念して開催。発電事業では、収益を活用して、伝統工芸
の振興のため地元ゆかりの工芸作家の作品を中心に購入し、市民の皆様に公開してきまし
た。今回は、人間国宝の作品を中心に金沢・石川の伝統工芸作品約５０点を公開します。

９月４日隻～

１０月１０日積

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

　中村記念美術館の開館４５周年を記念して開催します。茶の湯の掛物で親しまれる様々な
禅語（禅僧が遺した名言）は一見、難解ながらわかりやすく解説されると味わい深く、人
生の指針となります。館外からの名品を主に著名な禅僧や茶人の禅語の掛物４０点を公開し
ます。

１０月１８日惜～

１２月４日隻

開館４５周年記念特別展

禅　語－茶掛に見る禅の名言－

　酒器（徳利・盃・蒔絵銚子・蒔絵盃ほか）、食器（鉢・皿・椀・重箱・提重ほか）、菓子
器など、様々な器の名品の展示とあわせて、展示品の器に料理や菓子を載せた大形写真を
掲示します。あわせて特設コーナーで、市内工芸作家による手頃な価格の器を販売します。

１２月１２日席～

４月１５日隻
器 の 楽 し み企 画 展

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。１月７日析第１２　 回新春百人一首の集い

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。３月２０日積第　２２ 回 春 の 市民茶会

平成23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　６月２１日～６月２４日、８月２９日～９月３日、１０月１１日～１０月１７日、１２月５日～１２月１１日、１２月２９日～１月３日
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１．春季展「館蔵名品展－新指定文化財を中心に－」
　平成２２年２月２８日隻～５月２７日斥
　平成２１年、重文になった「平家重懐紙」、
「藤原重輔懐紙」、同じく市指定文化財に
なった３点の茶道具を中心に、館蔵の指定
文化財計１２点（国５・県１・市６）を含む
近世絵画、茶道具、加賀蒔絵、古九谷など
５１点を公開する充実した展示となりました。

４．旧中村邸春の座敷飾り
　４月２４日析～５月５日戚
　美術館の所蔵品２９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。ボランティアスタッフ
による展示品解説を実施し、１２日間での
べ３５人の方にご活躍いただきました。

３．明治村茶会
　４月１６日昔・１７日析、明治村で開催さ
れた第４４回明治村茶会の薄茶席を当館が
担当、会場となった学習院長官舎の展観
席と本席に「釘彫伊羅保茶碗銘花緑」など
３１点を出品、開催地の柴田紹和社中の皆
様と当館からの６人がお点前や解説を行
い９２０余人の参加者がありました。

５．夏季展「屏風絵と鑑賞陶磁」
　６月３日斥～７月４日隻
　館所蔵の「祇園祭礼図」など屏風絵１０　 
点、「古九谷山水図丸紋平鉢」、「染付唐草
文平鉢」など鑑賞陶磁２０点、あわせて１　 
階の特設コーナーにシャガールの色彩鮮
やかな連作リトグラフ「エルサレムウィ
ンドウ」全１２枚を展示しました。

６．大樋長左衛門氏から茶�３４点が寄贈
　６月２３日、陶芸家で日本芸術院会員、
文化功労者、当館運営委員の十代大樋長
左衛門氏から自作の茶�３４点が寄贈され
ました。大樋氏は当館を創立された中村
栄俊氏と茶道を通じて親交があり、縁の
深い当館で自作の茶�が活用されること
を希望され、この寄贈となったものです。

８．「大樋長左衛門展」ギャラリートーク
　８月２８日析　１３時３０分～１４時３０分
　大樋長左衛門氏を講師に作品解説をし
ていただきました。展示の茶�を制作さ
れる際の範となった唐物茶碗を展示室に
お持ちいただいてのお話や、故人となら
れた金沢の著名な茶人との交流の思い出
など興味深いお話をお聞きしました。

７．特別展「大樋長左衛門展」
　７月１１日隻～９月９日斥
　大樋長左衛門氏から寄贈いただいた茶
�３４点を公開する特別展として「寄贈記
念－大樋長左衛門展－茶陶を中心に」を
開催しました。寄贈の茶�３４点に館所蔵
の氏の作品１８点、館外からの借用８点を
加え、計６０点を展示しました。

２．外国人観光客のための茶道体験
　主にアメリカからの観光客の方を対象
に、茶室「耕雲庵」または旧中村邸を会場
に４月７日から６月２０日までの間に１回
約１時間の茶道体験を７回実施し、１０２人
の方の参加がありました。外国の方から
は大変、喜んでいただき、お世話いただ
いたスタッフの方からも好評でした。

平成22年度事業報告
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９．博物館実習
　金沢美術工芸大学の学生５人の申込が
あり、８月～１２月中に７日間開催、年紀
の解読・和歌の検索・調書作成・美術工
芸品の取扱・写真撮影・市内博物館見学
などを実施、「旧中村邸書院茶会」や「紺
谷光俊展」列品解説など、館主催の行事
にも参加してもらいました。

１２．企画展「－生誕１２０周年記念－紺谷光俊展」２期
　１０月２３日析～１１月２３日惜
を展示。２期では美人画の「桜狩」「冬隣」
「くち紅」、仏画の傑作「孔雀明王」ほか動
物、植物、風景画など掛軸３８点を展示。３
期では「花がたみ」など掛軸１８・「竹取物
語絵巻」など巻物５・「文月の宵」など屏風
７・「葡萄狩」など額装７・色紙・短冊１６・

１１．企画展「－生誕１２０周年記念－紺谷光俊展」１期
　９月１９日隻～１０月１９日惜
　近代金沢を代表する日本画家で繊細優
雅な美人画の名手紺谷光俊（１８９０～１９４５）
の生誕１２０周年を記念し、会期を３期に分
けて開催。１期では、美人画の代表作「若
菜つみ・きのこがり」双幅をはじめ、人
物、動物、風景画から仏画まで掛軸３１点

１３．企画展「－生誕１２０周年記念－紺谷光俊展」３期
画帖１、計５４点を展示。全体で１２３点、内
１１２点を館外から借用、初公開５２点を含む充
実した内容となり、光俊の長女で日本画家
の禎子氏から印章、写真、スケッチブック
など遺品を借用初公開しました。来館され
た方から多く出された「画集」の作成は今
後の課題と思いました。

１４．第１９回市民聞香席
　９月１９日隻、旧中村邸２階座敷を会場
に、志野流香道指南橋本一枝氏を講師に１
席定員４０人で６席開催し、「菊寿香」という
組香を行いました。各会とも香席に続いて
１階呈茶席で金沢学院短期大学教授で茶
道遠州流石川支部長平木孝志氏を席主に
呈茶がふるまわれました。 （写真提供/月刊金澤）

１６．旧中村邸書院茶会
　１０月３０日析・３１日隻、旧中村邸２階座
敷を会場に等顔「西湖図屏風」（桃山）、岸
岱「山水図屏風」（江戸）、狩野尚信「布袋
竹雀図」３幅対などを飾り、十二代宮崎
寒雉「牡丹唐草文象嵌唐銅皆具」のお点
前で１席２５人２日で２０席、荘重な大名茶
会の雰囲気を楽しんでいただきました。

１５．本館１階に展示ケースを設置
　本館１階のコーナーに展示ケース４台
を設置しました。１０月２３日析、開催され
た茶の湯文化学会（京都市）金沢例会の
見学会の折には「青井戸茶碗銘雲井」、仁
清「色絵菊桐文茶器」、小堀遠州「共筒茶
杓」など１２点を飾り、好評でした。その
後随時、展示替を行っています。

１０．親子で楽しむ茶道入門
　８月２２日隻、旧中村邸２階座敷を会場
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、お茶
会の実演を見学、最後に参加者全員でお茶
会を行いました。１回９０分で２回開催し、
参加された方から、親しみやすく分かり
やすいと好評でした。
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１７．旧中村邸秋の座敷飾り
　１１月１日席～１１月１０日戚
　川端龍子「秋枝図」、「竜田川蒔絵硯箱」
など美術館の所蔵品１９点を展示して旧中
村邸を公開。本館呈茶席では生菓子付抹
茶を提供しました。ボランティアスタッ
フによる展示品解説を実施し、１０日間で
のべ２４人の方にご活躍いただきました。

２０．企画展「伝統工芸の技法」
　平成２３年１月６日斥～４月１０日隻
　工芸技法に知識を深めることにより、そ
の作品に秘められた高度な技法や作者の
労力を理解しながら鑑賞していただくこ
とを目的に開催し、平成２１～２２年新収蔵
品１１点を含む各分野の工芸（陶芸、漆芸、
金工、人形、木竹工、染織）７４点を展示。

１９．「金沢・茶道子ども塾」が旧中村邸で開催
　「金沢・茶道子ども塾」は金沢市文化政
策課の事業として未来の茶道文化の担い
手育成を目的に１０月２３日析に第１期が開
講し、カリキュラムの６回目「茶道具に
触れてみよう」を当館が担当し、１２月１８　 
日析旧中村邸を会場に館の茶道具を使用
して開催、約２０人の参加がありました。

２１．「伝統工芸の技法」ご鑑賞の手引作成
　企画展「伝統工芸の技法」の開催にあわ
せて工芸技法に理解を深めていただくテ
キストとしてＡ４判１６ページの「ご鑑賞の
手引」を作成し、陶芸（自然釉、青磁、染
付、色絵…）、漆芸（塗、沈金、蒔絵、平
文…）、金工（鋳金、象眼…）など４７種の
技法を分かりやすく解説しました。

２２．新春百人一首の集い
　１月８日析、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、同
会理事長横山外茂二７段と会員で金沢大
学４年の道慎太郎４段による実演に続き、
横山理事長を読手に、参加者によるかる
た取りを行いました。上位者に記念品贈
呈のあと桜湯をお出ししました。

２４．「大樋長左衛門寄贈の名�」図録発刊
　平成２２年６月に十代大樋長左衛門氏か
ら寄贈いただいた、三彩、絵高麗、和蘭
陀、織部、白釉、黒釉など多種多彩な様
式による氏自作の茶�３４点と以前に寄贈
いただいた２点、計３６点をカラー図版と
解説により掲載したＡ４判３２頁の図録を
発刊、１冊９００円で販売しています。

２３．春の市民茶会
　３月２１日席、春分の日恒例の「春の市
民茶会」を開催しました。旧中村邸を会
場に表千家同門会石川県支部の主管によ
り江尻宗邦氏を席主に、宗般玄芳「春来
草自生」、「桜蒔絵平棗」、十二代楽弘入
「赤楽茶碗銘谷陰」など館所蔵の茶道具
２１点を使用しました。

１８．所蔵品２点が金沢市指定文化財に
　１２月３日昔の金沢市文化財保護審議会
答申により１月１１日惜、当館所蔵の加賀
藩主前田家伝来、伝卒翁筆「布袋図」痴
絶道冲賛（南宋）と、同じく前田家伝来、
伝 李安忠筆「鶉図」（南宋）の２点が金沢
市指定文化財になりました。図版は審議
会答申後、開催された内覧会の模様です。
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平成22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

4,52489
２月２８日隻～

５月２７日斥
館 蔵 名 品 展
－新指定文化財を中心に－

春季展

89732
６月３日斥～

７月４日隻
屏風絵と鑑賞陶磁夏季展

2,25961
７月１１日隻～

９月９日斥

－寄贈記念－

大樋長左衛門展特別展

1,32131
９月１９日隻～

１０月１９日惜

－生誕１２０周年記念－

紺谷光俊展・１期

企画展 1,58132
１０月２３日析～

１１月２３日惜

－生誕１２０周年記念－

紺谷光俊展・２期

76327
１１月２７日析～

１２月２３日斥

－生誕１２０周年記念－

紺谷光俊展・３期

2,40495
１月６日斥～

４月１０日隻
伝統工芸の技法企画展

13,749367

平成22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
102人７回４月７日戚～６月２０日隻外国人観光客のための茶道体験
920人２日４月１６日昔・１７日析明治村茶会（薄茶席担当）

1,065人１２日４月２４日析～５月５日戚旧中村邸春の座敷飾り
のべ35人７日８月８日隻～１２月１１日析博物館実習
47人２回８月２２日隻親子で楽しむ茶道入門
54人１回８月２８日析大樋長左衛門展ギャラリートーク
215人６席９月１９日隻市民聞香席
302人２０席１０月３０日析・３１日隻旧中村邸「書院茶会」
743人９日１１月１日席～１１月１０日戚旧中村邸秋の座敷飾り
17人１日平成２３年１月８日析新春百人一首の集い
320人１日３月２１日積春の市民茶会

3,820人

平成22年度の新収蔵品
取得方法制作年作 者 名作　品　名分　類

大樋長左衛門氏寄付平成１８年十代大樋長左衛門貼花文緑釉茶�陶　芸
平成１８年三彩花鳥文茶�
平成１８年三彩大樋茶�
平成１８年藍彩流釉茶�
昭和４７年絵高麗梅鉢文平茶�
昭和４７年絵高麗梅鉢文茶�
昭和４７年絵高麗艸華文茶�
昭和４７年絵高麗魚文茶�
昭和４７年絵高麗鳥文平茶�
昭和５０年井戸形黒刷毛梅鉢に銀杏文茶�
昭和５０年井戸形艸華文茶�
昭和５０年染付艸華文茶�
昭和４９年鉄刷毛目魚文茶碗
平成９年青釉花文平茶�
平成９年藍彩点々文茶�

平成１９年十代大樋長左衛門絵付
大樋年雄素地色絵紅毛焼点々文茶�

平成２１年十代大樋長左衛門藍紅毛花紋茶�
平成２１年藍紅毛花文茶碗
平成２１年色絵紅毛三筋文茶�
平成９年幾何文黒織部茶�
平成９年□○△紋黒沓茶�
平成１０年唐艸文黒沓茶碗

平成１９年十代大樋長左衛門素地
十三代中里太郎右衛門絵付・焼成絵唐津茶�

平成１０年十代大樋長左衛門井戸形灰釉茶�
平成１０年鳥に花絵平茶�
平成１５年赤茶�
平成１６年赤茶�
平成１６年白茶�
平成元年掛分数印黒茶�
平成９年窯変黒茶�
平成１０年黒茶�
平成１０年内不二絵黒茶�
平成１５年四方黒茶�
平成１６年さび黒茶�

金沢市企業局寄託昭和５４年大場松魚平文芳苑の棚漆　芸
購　入平成２２年小森邦衛曲輪造網代菓子器
購　入平成２２年坂井貂聖接合象嵌花器「回峯行」金　工
購　入平成２２年反保信夫神代杉菊花双輪文箱木竹工
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平成22年度の新収蔵品

さび黒茶�　十代大樋長左衛門 曲輪造網代菓子器　小森邦衛 神代杉菊花双輪文箱　反保信夫

赤茶�　十代大樋長左衛門 白茶�　十代大樋長左衛門 掛分数印黒茶�　十代大樋長左衛門

接合象嵌花器「回峯行」　坂井貂聖

三彩大樋茶�　十代大樋長左衛門 絵高麗魚文茶�　十代大樋長左衛門 色絵紅毛三筋文茶�　十代大樋長左衛門 □○△紋黒沓茶�　十代大樋長左衛門
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　平成２２年度は６２３名のご入会を頂きありがとうござい
ました。うち、継続会員は５０６名、新規会員は１１７名とな
り、金沢市を中心とする石川県が５６０名で、富山県４３名、
福井県８名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、列品解説、バス見学会、
美術講座、茶会などの友の会の行事に多くの参加を頂き
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
８１号　　　平成２２年６月１日発行
８２号　　　平成２２年９月１日発行
８３号　　　平成２２年１２月１日発行
８４号　　　平成２３年２月２０日発行
文集２号　平成２２年５月３１日発行
◎見て歩こう会
　実施日　４月２２日斥
　内　容　野田山、前田家墓所
　       　   雨天のため、桃雲寺で講演
　講　師　屋敷　道明 金沢市文化政策調査員
　参加者　午前２１名、午後２４名
◎バス見学会
　実施日　５月１９日戚
　内　容　若狭小浜（明通寺、萬徳寺、常高寺など）
　参加者　９２名

◎陶芸教室
　実施日　６月１６日戚・１８日昔・２３日戚
　内　容　湯呑みなどを制作

　参加者　１２名  
　鑑賞会　６月３０日戚
◎列品解説
　・夏季展「屏風絵と鑑賞陶磁」
　　６月１９日析・２０日隻 延べ３回
　　参加者　３１名
　・特別展「－寄贈記念－大樋長左衛門展」
　　７月１６日昔・１７日析 延べ３回
　　参加者　４１名
　・企画展「－生誕１２０周年記念－紺谷光俊展」
　　１期　９月２４日昔・２５日析 延べ３回　参加者　３８名
　　２期　１１月６日析・７日隻 延べ３回　参加者　２１名
　　３期　１２月４日析　延べ２回　参加者　２１名
　・企画展「伝統工芸の技法」
　　３月１１日昔・１２日析　延べ３回　参加者　４４名
◎美術講座
　第１回　８月２１日析　県立図書館県民交流室
　　講　師　藪下　　宏 中村記念美術館長
　　演　題　特別展「加賀伝来の名碗」開催物語
　　　　　　　　　　－展覧会の舞台裏－
　　参加者　４１名　
　第２回　２月３日斥　県立図書館県民交流室
　　講　師　吉橋　廣修 吉はし菓子所主人
　　演　題 「菓子からのぞいた菓子器の美」　
　　参加者　９９名

◎上越市 小林古径記念美術館友の会との交流事業
　実施日　１０月６日戚
　内　容　小林古径記念美術館友の会との交流のほか、

林泉寺などを見学

　参加者　４５名
◎友の会茶会
　実施日　１１月５日昔 
　席　主　表千家流 出村宗貞社中
　会　場　耕雲庵
　参加者　１４６名
◎美術鑑賞会
　実施日　１１月１５日席
　内　容　金沢市立安江金箔工芸館移転開館記念特別展
　　　　　「職人のわざ 金箔の美」
　参加者  午前３３名、午後３２名
◎音楽鑑賞
　実施日　１２月２０日席 
　内　容　ヴァイオリンとクラリネットのミニコンサート
　演奏者　中島早紀子（ヴァイオリン）
　　　　　山岡　順子（クラリネット）
　会　場　中村記念美術館 １階ロビー
　参加者　７２名

◎工房見学
　実施日　３月２９日惜
　内　容　中川　　衛氏（彫金：人間国宝）の工房を見学
　参加者　午前１９名、午後１９名

平成22年度　美 術 館 友 の 会
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