金沢市立中村記念美術館ニュース 35·36号

梅庵のたより
外面に施された波に車の文様は牛車の車輪が乾燥して分解しないよう川の水に浸した光景を文
か た わ ぐるま も ん

様化したもので、古来、片輪車文と呼ばれ平安時代後期から鎌倉時代にかけての蒔絵手箱の文様
はらようゆうさい

に作例が多く見られる。この文様の棗の本歌として江戸時代後期の江戸の蒔絵師原羊遊斎が松平
不昧旧蔵の国宝「片輪車蒔絵螺鈿手箱」(鎌倉時代)の文様を写して文政12年(1829)に制作したも
ゆ

き

お

のが著名で、以後、本歌を写した多くの蒔絵師の作がある。この由木尾雪雄(1860～1929)の作は
い かけ じ

つけがき

金沃懸地を背景に波を付描の細線、車を青貝の輪郭線と高蒔絵で表したところは羊遊斎の作と軌
を一にするが、蓋裏、身の内面、合口の立上り、底裏まで全て平目地に研出蒔絵の巴文を散らし、

波に車蒔絵棗 由木尾雪雄 大正11年(1922)頃
径6.75×底径3.25×高6.85㎝

より手の込んだ仕事が施されている。「行年六十三歳」の箱書により大正11年(1922)頃の作と見
られる。作者の由木尾雪雄は金沢から東京に出て活躍した蒔絵師であるが、本作以外、金沢で作
品を実見することがなく、地元の文献では姓が柚木尾とあり、父が平兵衛という蒔絵師で、その
家業を継ぐが東京へ出て昭和元年に死去したという断片的な情報しかなく、10年あまり前、偶然、
れ ん じょう じ

東山の蓮昌寺で父平兵衛夫妻の墓を発見する機会に恵まれたが、雪雄の詳しい経歴を知ることが
課題となっていた。そのような折り、雪雄の孫にあたる山口県の由木尾洪氏から平成24年１月27
日、本作についてお問い合わせのメールが届いた。その後、洪氏から郵送いただいた宮内庁三の

蓋裏の巴文

箱

書

丸尚蔵館の五味聖氏が雪雄について詳細に調査された論文により、多くの情報を得ることができ、
雪雄が東京では各種の展覧会で受賞を重ね、宮内省から買上または発注を受けた作品が幾点もあり、東京の漆芸界では重鎮の一人として活躍したことや、
没年も昭和元年でなく同４年であったことなどが分かった。４月10日には洪氏夫妻が来館され、本作をご覧いただき、蓮昌寺にある雪雄の両親のお墓をご
案内することができた(３頁)。思いがけない１通のメールからこのように事が進展し、お互いに期待が実現した珍しい出来事であった。

平成２６年度事業計画
企画展・特別展の開催
展

示

友の会主催行事の開催
名

開

催

期

間

リニューアル開館記念企画展
「パリで公開された館所蔵の茶道具」

３月１日㈯～５月25日㈰

企画展「館蔵名品百選」

６月１日㈰～８月31日㈰

行事名

内

容

開

催

日

見て歩こう会

「小立野台の寺院群と坂道、町名探訪」
講師：石川郷土史学会幹事 横山方子氏

５月１日㈭・２日㈮

列品解説

企画展「館蔵名品百選」

６月20日㈮・21日㈯

寄贈記念企画展「今村コレクション名品展」 ９月９日㈫～10月24日㈮

寄贈記念企画展「今村コレクション名品展」 ９月19日㈮・20日㈯

新館開館25周年記念特別展
「生誕150年記念・近代加賀蒔絵の名工大垣昌訓
11月１日㈯～12月10日㈬
－その名作と初公開史料－」
併
催
「近代加賀蒔絵の系譜－五十嵐随甫から二木成抱まで－」

特 別 展
11月７日㈮・８日㈯
「生誕150年記念･近代加賀蒔絵の名工大垣昌訓」

企画展「吉祥の文様」
企画展「茶道具の次第」

12月18日㈭～２月22日㈰
３月１日㈰～５月

企画展
企画展

事

名

旧中村邸「春の座敷飾り」
第12回「親子で楽しむ茶道入門」
「本多町クルーズ茶会」

７月26日㈯

第23回「市民聞香席」
第15回「新春百人一首の集い」
第25回「春の市民茶会」

11月16日㈰
平成27年１月10日㈯
３月21日（土・春分の日)

３月13日㈮・14日㈯

講

座 「茶道具パリへ行く！～パリ金沢展をふりかえって～｣
８月24日㈰
講師：当館学芸員 齋藤直子

美術鑑賞

７月23㈬･24㈭･30㈬･31㈭

ナイトミュージアム「秋の夜－虫の音を聴く茶会」 10月３日㈮・４日㈯

茶道具の次第

行

開催期間（開催日）
４月26日㈯～５月11日㈰

12月19日㈮・20日㈯

旅

館主催行事の開催
行

吉祥の文様

越前大野方面（予定）

「茶道が織りなす金沢、江戸～東京」
講師：当館々長 藪下 宏

10月

演題・講師：（詳細未定）

３月

金沢蓄音器館見学と蓄音器による小演奏会～
12月
寺島蔵人邸紅葉の庭園散策と茶室｢乾泉亭｣での呈茶
石川県立美術館「高山右近とその時代」

友の会茶会

10月

運営：表千家出村宗貞社中

会場：耕雲庵

１月
11月

音楽鑑賞

（詳細未定）

12月

味覚体験

料亭大友楼の七草粥
講師：大友楼御主人 大友佐俊氏

１月

実技教室

料理教室（詳細未定）

１月

工房見学

（詳細未定）

３月

※都合により行事名、開催期間(日)、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。
休館日 平成26年5月26日～5月31日､7月17日､9月1日～9月8日､10月25日～10月31日､12月11日～12月17日、12月29日～平成27年1月3日､2月23日～2月28日
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平成24年度事業報告 企画展・特別展の開催
展
示
名
開催期間
12月12日㈪
企画展 器の楽しみ
～
４月15日㈰
特 別 展
４月22日㈰
－『金沢闡秘録』から100年－
～
６月24日㈰
明治の元勲が見た金沢伝来の茶道具
企画展

香道具名品展・前期

企画展

香道具名品展・後期

企画展
企画展

絵画と鑑賞陶磁
館蔵茶道美術名品展

平成24年度事業報告 館主催行事の開催
行
事
名
旧中村邸「春の座敷飾り」
講演「金沢のまちづくりをふりかえって」
講演 『
｢ 金沢闡秘録』に見る茶道具とその行方｣
第21回市民聞香席
第10回親子で楽しむ茶道入門
本多町クルーズ茶会
第13回新春百人一首の集い
第23回春の市民茶会
外国人観光客のための茶道体験
その他(依頼を受けた館長･学芸員講演)

７月１日㈰
～
８月19日㈰
８月24日㈮
～
９月30日㈰
10月５日㈰
～
12月24日㈪
１月５日㈰
～
３月31日㈰

開館日数(日) 入館者数(人)
24年度 1 5

24年度 ７７４

６４

４,８９６

５０

１,９９７

３８

２,２４７

８１

３,９０４

８６

３,９９１

３３４

１７,８０９

開催期間（開催日）
４月28日㈯～５月13日㈰
５月13日㈰
５月19日㈯・20日㈰
７月１日㈰
７月28日㈯
8月1日㈬･2日㈭･3日㈮
平成25年１月５日㈯
３月20日㈷
４月８日㈰
通年

開催数 入場(参加)数
16日 １,８２７
１回
３７
３回
８６
５席
２０５
３席
１００
３席
７７
１回
４６
１日
３８５
１回
１１
６３９
３,４１３

平成25年度事業報告 企画展の開催
展
示
名

開催期間
開館日数(日) 入館者数(人)
４月７日㈰
企画展 平成の寄贈作品･前期(書画工芸）
５７
３,２３３
～
６月２日㈰
６月８日㈯
企画展 平成の寄贈作品･後期(茶道具)
～
５８
２,７５１
８月４日㈰
企画展 近世の美術
８月11日㈰～10月９日㈬
６０
３,４００
併 催 琳派の絵画と工芸
９月１日㈰～10月９日㈬ （３９）
公 募 展
10月16日㈬
世界工芸コンペティション･金沢2013
１２
１,１０８
～
10月27日㈰
～茶の時空間～
11月２日㈯
企画展 文様の百科事展
～
５７
２,５０７
12月28日㈮
３月１日㈯
リニューアル開館記念企画展
25年度 3 1
２,５０８
～
パリで公開された館所蔵の茶道具
５月25日㈰
２７５
１５,５０７
平成25年度事業報告 館主催行事の開催
行
事
名
第22回市民聞香席
旧中村邸「春の座敷飾り」
茶の湯文化学会20周年記念大会茶会
館蔵茶道具名品特別公開
茶の湯文化学会講演｢初代魚住為楽の生涯とその名作」
第11回親子で楽しむ茶道入門
本多町クルーズ茶会
ナイトミュージアム 秋の夜－虫の音を聴く茶会
第14回新春百人一首の集い
リニューアルオープン記念コンサート
第24回春の市民茶会
博物館実習
外国人観光客のための茶道体験
その他(依頼を受けた館長･学芸員講演)
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開催期間（開催日） 開催数 入場(参加)数
４月７日㈰
５席
２０８
４月27日㈯～５月12日㈰ 16日 １,６９４
６月８日㈯
１日
２３１
６月８日㈯
１日
２３１
６月９日㈰
１回
２２１
７月27日㈯
３席
７５
８月６日㈫
１席
２５
10月18日㈮・19日㈯
４席
９５
平成26年１月11日㈯
１回
４５
３月１日㈯
１回
１０２
３月21日(春分の日)
１日
４９６
７月21日㈰～11月11日㈪ ７日
１４
４月14日㈪・11月10日㈰ ２回
４９
通年
３７０
３,８５６

平成24年度事業報告

１．外国人観光客のための茶道体験

２．漆芸家由木尾雪雄の子孫の方の来館

３．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」

アメリカの旅行会社から依頼があり、平
成21年３月から同年11月まで計39回、596
人の方々に当館の茶室で茶道を体験してい
ただきました。平成23年から途絶えていま
したが、４月８日㈰久々にオーストラリア
の方11名のお越しがあり、１時間の茶道体
験を行いました。

平成24年１月、山口県の由木尾洪氏から
当館の棗(表紙)について、お問い合わせが
あり、何回もメールを交換し、金沢に雪雄
の両親のお墓があることをお知らせすると
大変、驚かれました。４月にご来館され、
棗をご覽いただき、東山の蓮昌寺にあるお
墓(右に並ぶ２基)をご案内しました。

４月22日㈰～６月24日㈰ 本展開催の 100年前、明治45年(1912)５月、井上馨ら一行が
金沢を訪れました。井上は元勲と呼ばれる明治政府の重鎮で大の古美術愛好家でした。21
～23日、井上らは７件の旧家を歴訪、茶事の接待を受け、秘蔵の書画、茶道具を観覧。24
日には井上らのために成巽閣で９件の旧家による連合陳列会が開催。この４日間に400点
を超える書画、茶道具を観覧しました。この一行の行程や旧家の歴史、観覧した作品の概
要などを23枚の大形パネルで詳しく紹介し、その折の井上手造の茶碗、井上らが実見した
茶道具23点、ほか旧家の関連資料を展示しました。

４．特別展解説資料を作成

５．旧中村邸「春の座敷飾り」

６．講演｢金沢のまちづくりをふりかえって｣

７．講演「『金沢闡秘録』に見る茶道具とその行方」

井上らに同行した茶道研究家高橋箒庵が
その行程を詳細に記録した『金沢闡秘録』
をもとに彼らが訪問した旧家の歴史、観覧
した作品の概要について紹介した大形パネ
ルを展示しましたが、その内容を印刷した
６頁の資料を作成、無料配布しました。資
料は残部があります。

４月28日㈰～５月13日㈰ 昭和初期の町
屋の名建築「旧中村邸」の室内に美術館所
蔵の｢染付牡丹文大壺｣(李朝)、山崎雲山筆
「花鳥図」双幅、三代諏訪蘇山作「青磁鳳
凰耳花生」など絵画と工芸21点を飾り、公
開しました。解説ボランティアの方にもご
活躍いただきました。

５月13日㈰ この20年、金沢市は文化都
市として飛躍しました。その第一線で活躍
された前副市長須野原雄氏から貴重な経験
を伺いました。政令市になれば権限委譲に
より一層個性的な町づくりが可能なこと。
「人間の手に都市を取り戻す」など深く印
象に残りました。

５月19日㈯・20日㈰ 前記特別展にちな
み講演を開催し、パネルの内容に加え、そ
の後の名品の行方をあわせて紹介しました。
講演を開催した５月20日は丁度100年前(明
治45年)井上らが来沢した日でした。講演
後、彼らが訪れた旧本多家庭園を現地見学
しました。
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８．第21回市民聞香席

９．企画展「香道具名品展」前期

10．第10回親子で楽しむ茶道入門

11．本多町クルーズ茶会

７月１日㈰ 志野流香道指南橋本一枝氏
を講師に七夕にちなみ、笹に短冊、糸巻、
織女の人形などを飾り、「星合香」という
組香を行い「牽牛」「織女」ほか計４種の
香りを楽しんでいただきました。香席の後、
遠州流松原宗江社中による呈茶がふるまわ
れました。

７月１日㈰～８月19日㈰ 平成21年５月、
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を寄贈いた
だき、同年６～８月に開催した初公開以来、
３年ぶりにその全容を公開。前期、後期に
分けて、のべ159点を展示しました。

７月28日㈯ 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、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
やかな雰囲気のお茶会を行いました。１回
90分で３回開催、今年は100名の参加をい
ただく好評でした。

８月１日㈬～３日㈮ 鈴木大拙館の主催
で、小学生を対象に同館～当館～ふるさと
偉人館を巡る行事の一環として当館では茶
会を開催しました。茶道の歴史や楽しみ方
について簡単に説明し、茶会の実演を見学
の後、参加者全員で和やかに茶会を体験し
ていただきました。

12．博物館実習

13．企画展「香道具名品展」後期

14．卯辰山茶会のための茶道具閲覧会

15．企画展「絵画と鑑賞陶磁」

８月７日㈫～８日㈬ 金沢文化振興財団
主催の博物館実習の参加者15名に２日で半
数ずつ参加いただき、館の歴史、所蔵品、
主催事業などを画像とともに紹介。美術館
本館と茶室を見学の後、掛軸の取扱、工芸
の取扱について、それぞれ講義と実技を実
施しました。

８月24日㈮～９月30日㈰ 前期では「杏
葉紋蒔絵十種香箱」、金沢の海運業木谷家
伝来の「青磁香炉」など香道具を主に春か
ら夏の香席を飾る掛軸などの道具、香木、
文献など87点。後期では、「草花蒔絵香箪
笥」はじめ秋から新春の道具など前期との
重複も含め72点を展示。

９月10日㈪ 卯辰山工芸工房で11月に開
催予定の卯辰山茶会のための茶道具を制作
する工房の専門員と研修生の方にその参考
となるよう当館所蔵の茶道具を閲覧する機
会を提供しました。多種多彩な茶碗12点、
茶器６点、茶杓６点を手に取り、熱心に観
察してもらいました。

10月５日㈰～12月24日㈪ 与謝蕪村筆
「農家飼馬図」、雲谷等顔筆「西湖図屏
風」、狩野常信筆「瀟湘八景図」など近世
から近代に活躍した22人の画家の掛軸20点
(33幅)、屏風３点、巻子、画帖など計28点
に、鑑賞陶磁は古九谷、中国、李朝、ペル
シャの作品17点、総数45点を展示。

－5－

16．金沢漆芸会会員所蔵品閲覧会

17．「金沢・茶道子ども塾」を担当

18．企画展「館蔵茶道美術名品展」

19．第13回新春百人一首の集い

９月13日㈭、12月18日㈫、２月22日㈮の
３回、開催しました。特に12月に見ていた
だいた「笈形重香合」の精巧な造りが会員
の方々から評価を受け、その木地の制作方
法や作品の年代をどう判断するかについて
様々な意見が出され、大いに議論が盛り上
がりました。

12月15日㈯ 金沢市文化政策課主催の
「茶道子ども塾」が３期目を迎え「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約40点を前に詳し
い資料を用意し、今回はいろいろな道具が
実際どのように使われるか、お点前の実演
と共に解説しました。

平成25年１月５日㈯～３月31日㈰ 歳時
記のコーナー、名品のコーナーに分け、歳
時記は初釜、初風炉、風炉名残、開炉の４
種の取合せで計46点、名品は掛物、花入、
茶器、茶碗など茶道具の種類別に計48点、
全体で重文３点、市指定８点を含む総数94
点の充実した内容でした。

１月５日㈯ 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
による白熱の模範試合を見学。次に子供か
ら大人まで参加者の方々に歓声が沸き起こ
る中かるた取りを楽しんでもらいました。
上位の方に賞品を贈呈し、最後に暖かい葛
湯をおもてなししました。

20．金沢大学留学生茶道具を学習

21．第23回春の市民茶会

22．故魚住法光氏の作品３点が寄贈

１月８日㈫ 金沢大学留学生センター主
催の日本文化・社会体験プログラムの一つ
として当館で茶道具を担当し、当館の紹介、
茶道具の種類、茶碗の歴史などについてお
話しした後、茶室の見学、呈茶、開催中の
「館蔵茶道美術名品展」の解説を約３時間
にわたり行いました。

３月20日㈬ 旧中村邸改装工事の竣工を記念して平成３年３月に開催以来、２階広間を
会場に回を重ねてきましたが、今回は初めて書院造りの重厚な室内の雰囲気を生かし、床
に狩野尚信筆「布袋・竹に雀図」３幅対の掛軸、明代中期の染付花生、室内の両側に雲谷
等顔筆「西湖図屏風」１双、岸岱筆「山水図屏風」１双、付書院に硯箱、軸盆に巻物、画
帖などを飾りました。点前道具は氷見晃堂作「桑縁筬形風炉先」、沢本秀岳作「炉長板」、
十二代宮崎寒雉作「牡丹唐草文象嵌唐銅皆具」、「御所丸茶碗」など重厚な取り合わせに
より大名茶会の雰囲気を楽しんでいただきました。

長年、日本伝統工芸展で活躍されながら
惜しくも平成18年秋、急逝された金沢の砂
張鋳物作家魚住法光氏の水指と建水を計３
点、夫人の栄子氏から寄贈いただき、３月
28日㈭感謝状をお贈りしました。６月８日
㈯からの企画展「平成の寄贈作品」(後期)
で展示しました。
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平成25年度事業報告

１．企画展「平成の寄贈作品」前期

２．第22回市民聞香席

３．外国人観光客のための茶道体験

４．旧中村邸「春の座敷飾り」

４月７日㈰～６月２日㈰ 平成25年の節
目にあたり、この間52人の方から寄贈いた
だいた 492点の美術品を、そのご厚意に感
謝し、ご寄贈者、関係者、来館者の方にそ
の充実した内容をご覧いたただくことを目
的に前期・後期であわせて 174点を公開し
ました。

４月７日㈰ 志野流香道指南橋本一枝氏
を講師に今回は桃の花にちなんだ組香「桃
夭香」を行いました。桃の花にあわせた演
出として香席の床に酒井抱一筆「立雛・桃
花・貝籠図」を、待合に八段飾雛人形雛道
具を飾り、遠州流松原宗江社中の呈茶も楽
しんでいただきました。

４月14日㈰、オーストラリアからの一行
12名の方々に茶室「梅庵」を会場に遠州流
松原社中のお世話により解説とお茶会を行
いました。11月10日㈰には、韓国の全州大
学の一行36名をお迎えし、企画展「文様の
百科事展」をご覧いただき茶室「耕雲庵」
で茶会を実施しました。

４月27日㈯～５月12日㈰ 旧中村邸の１
階の床に田村彩天筆「春興」、花を入れた
花生、佐々木泉玄筆「四季花鳥風俗図屏
風」など。２階の床に山崎雲山筆「花鳥
図」双幅、林駒夫氏の人形「花洛風流」な
ど春らしい作品を中心に21点、展示。好天
に恵まれ大勢の来場がありました。

５．企画展「平成の寄贈作品」後期

６．茶の湯文化学会20周年記念茶会

７．館蔵茶道具名品特別公開

８．茶の湯文化学会研究発表

４月７日㈰～６月２日㈰ 前期では平成
６年、越桐弘夫氏から寄贈いただいた重要
文化財の藤原定家筆「恵慶集」を筆頭に書
画工芸84点。後期では平成11年、中林千代
子氏のご遺族から寄贈いただいた氏のコレ
クション、大樋長左衛門氏の茶椀など茶道
具90点を展示しました。

６月８日㈯ 茶の湯文化学会は平成５年
創立、全国で約 800人が加入する茶道研究
団体です。その創立二十周年記念茶会を当
館が担当、茶室「耕雲庵」を会場に「玉舟
一行」「光悦所持花入」など館蔵品30点を
使用、表千家、裏千家、遠州、宗和の４流
派協力により９席を開催。

６月８日㈯ 記念茶会の待合となった旧
中村邸に南宋代の「卒翁布袋図」、花入は
「青磁修内司窯」、茶碗は「伊羅保」「長
次郞」など計24点を、本館１階ケースに
「古九谷水指」「青井戸茶碗」など計８点
の館蔵の名品を展示。10～11日に友の会々
員の方にも特別公開しました。

６月９日㈰ ２日目、教育会館を会場に
学会の平成二十五年度総会・大会が開催、
４本の研究発表のうち当館は「魚住為楽の
生涯とその名品」と題し、館蔵の初代の傑
作「砂張銅鑼銘和鳴」を三代為楽氏に打っ
ていただき、数々の逸話が遺る初代の生涯
と名作を紹介しました。
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９．博物館実習

10．第11回親子で楽しむ茶道入門

11．本多町クルーズ茶会

12．企画展「近世の美術」

７月から11月までの間に７日間、金沢大
学の学生２人の方に、館の概要の紹介、年
紀の解読、和歌の検索、調書の作成、掛軸
と工芸の取扱について各々講義と実技、作
品解説、撮影などを実施。最も伝えたいこ
ととして美術品の取扱とはその価値に責任
を持つこと、を強調しました。

７月27日㈯ 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、大島社中の皆さんによるお茶会の実演
を見学、参加者全員でお茶会を行いました。
初めての方も先生の分かりやすい説明で安
心してお菓子やお茶をいただけて楽しいお
茶会になりました。

８月６日㈫ 鈴木大拙館主催で、同館～
当館～ふるさと偉人館を巡る行事のため、
当館では大拙が世界に紹介した茶道の体験
を実施。応募があった四十万小学校の皆さ
んに茶道の歴史や楽しみ方を簡単に説明、
茶会の実演を見学の後、和やかに茶会を体
験していただきました。

８月11日㈰～10月９日㈬ 近世の美術は
材料・技法・表現の多様性、用の美に基づ
く需要の拡大、産地の広がり、幾多の名工
の活躍において飛躍しました。当館の充実
した所蔵品の中から書画工芸49点を展示。
９月１日㈰からは「琳派の絵画と工芸」を
同時開催。

13．「波に千鳥図屏風」の銀彩を再現

14．パリで開催された「加賀百万石－金沢に花開いたもう一つの武家文化－」展

企画展「近世の美術」の展示品「波に千
鳥図屏風」の経年黒変した銀彩を画像処理
によるカラー印刷で再現を試みました。実
際にどこまでが銀彩かが難題でしたが、作
品の完成度を主に検討しました。金沢美大
荒木准教授のご指導で学生の方々に直筆パ
ネルも作成いただきました。

10月２日㈬～12月14日㈭ 国際交流基金の主催によりパリ日本文化会館を会場に開催さ
れました。全体は甲冑・刀剣などを主とした「前田家とその家臣たち」「茶の湯」「能
楽」「加賀の工芸」の４部構成により約 130点が公開され、期間中 9,228人の入場があり
ました。「茶の湯」では名残の取合わせ、これと対をなす格調高い台子皆具の取合せ、前
田家はじめ金沢の武家に伝来した名品の３部構成により当館から37点を出品、前田育徳会
などからの７点をあわせ計44点が公開されました。会場には成巽閣の茶室「清香軒」の室
内を復元し、ここに名残の道具を展示しました。
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15．公募展「世界工芸コンペティション
・金沢2013～茶の時空間～」
10月16日㈬～10月27日㈰ 金沢市工芸協
会ほかの主催により金沢で初めて開催され
た茶道具の公募展でした。当館と21世紀美
術館を会場に、当館では伝統から現代まで
個性豊かな国内外招待者作品を、21日㈪か
らは受賞作品も展示。

16．秋の夜－虫の音を聴く茶会

17．企画展「文様の百科事展」

18．第14回新春百人一首の集い

19．リニューアルオープン

10月18日㈮・19日㈯ 金沢文化振興財団、
同芸術創造財団の主催により文化施設の夜
間開館と共に様々なイベントを行う「ナイ
トミュージアム」が今年から始まり、当館
では「虫の音を聴く茶会を実施。行灯に照
らされた室内でお茶を楽しみ、虫の音に耳
を傾けました。

11月２日㈯～12月28日㈯ 文様について
の知識を深めていただくことを目的に様々
な文様を動物・植物・人物・年中行事・吉
祥・幾何学文・文学芸能など10の小テー
マに分け総数 128点の作品を展示しました。
Ａ４判14頁の詳しい「ご鑑賞の手引」が大
変、好評でした。

平成26年１月11日㈯ 石川県かるた協会
山崎副理事長の講演「六歌仙の歌人たち」
に続き山崎氏と村上会員による白熱の実演、
高島副理事長を読手に参加者の歓声が響く
中かるた取りを行い、上位の方への賞品贈
呈、最後に葛湯のおもてなしを行いました。

２箇月の休館をへて３月１日㈯９時朝早
くからでしたが大勢の参加をいただき、山
野市長の挨拶の後、館長からの経過報告、
学芸員による館内の案内を行いました。当
日、参加いただいた関係者や友の会々員の
方々には記念品として新作グッズの一筆箋
を贈呈しました。

20．リニューアルオープン記念コンサート

21．リニューアルの内容

22.企画展｢パリで公開された館所蔵の茶道具｣

23．第24回春の市民茶会

３月１日㈯～５月25日㈰ 昨秋、パリに
出品した37点に館所蔵の茶道具の名品41点
を加え半期の展示品も数えて重文３点、市
指定８点を含む計78点、パリで作成された
ポスター、チラシなど数々の資料も展示。
特別に那谷寺所蔵の前田家伝来「禾目天
目」を借用公開しました。

３月21日㈮ 春分の日とは言いながら時
折、小雨や雪が交じる寒い日でしたが、裏
千家井奈社中と淡交会石川支部の皆さん
のお世話により、恒例の市民茶会を開催。
「松月寺大桜茶杓」など季節の道具を織り
交ぜ、館所蔵の26点を使用。参加者496名
の盛況となりました。

３月１日㈯10時から記念イベントとしてハープ奏者稗島律子氏をお迎えし、季節にちな
んだ「春」、記念企画展の内容にちなんだ「パリ」をテーマに「早春賦」、フランスの作
曲家サティの「ジュ・トゥ・ヴ」など７曲を演奏していただきました。今回のリニューア
ルでは、従来の図書類に加えて陶芸、漆芸などの器類、絵葉書などグッズが充実しました。
呈茶席では室内のケースに陳列した名碗による呈茶が好評です。また、創立者中村栄俊氏、
館の歴史などを４枚のパネルで紹介。展示室のフロアケースの増設。また壁面クロスを全
面貼替し、館内が明るいイメージに一新しました。
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館蔵品紹介
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重要美術品
石川県指定文化財

蓋表 幅22.2×奥行23.4×高(箱共)5.3㎝

南蛮人蒔絵硯箱

蓋裏

伝 本阿弥光悦 作

高(蓋のみ)2.95㎝

桃山～江戸初期（17世紀)

箱

幅21.2×奥行22.3×高3.7㎝

蓋側面の胴張

箱側面の胴張

桐箱蓋表
－ 10 －

桐箱蓋裏（解読は11頁左下）

貼紙墨書「一貮」朱文方印「侯爵前田之章」

貼紙墨書「鶉図 李安忠筆」 貼紙墨書「一號」

墨書「李安忠筆 探幽斎記之」朱文瓢形印「守信」

貼紙朱文方印「侯爵前田家印」

竹松幸香氏に行っていただきました。

解読は前田土佐守家資料館学芸員

被遊候処、太閤時代之物ニて
当時にてハ稀成結構之
御道具ニ候段申上候

宝暦七年江戸御詰之内
御硯筥清水九兵衛ニ為被見

南蛮人蒔絵硯箱箱書解読

内箱側面
御礼申し上げます。
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李安忠筆」

外箱側面
内箱蓋裏
探幽箱書
全体 縦115.5×横47.6㎝
台
白茶地雲文緞子
一文字・風帯 紺地花文金襴
中廻 茶地雲文金襴
上下 萌黄地菊牡丹唐草文緞子

外箱蓋表・蓋裏
内箱蓋表・蓋裏
外題

銀字「鶉

墨書「鶉 李安忠筆」朱文方印「探幽」

縦24.0×横23.1㎝
絹本著色
鶉図画面

鶉図 伝 李 安忠 筆 南宋（13世紀）
金沢市指定文化財
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館蔵品紹介

南蛮人蒔絵硯箱 伝 本阿弥光悦 作

重要美術品認定

すみまる

蓋の形態は、隅丸方形で四側面の輪郭が軽く曲面になり、立上りも胴張り気味の曲面

付 属 品

かぶせ ぶ た

な

し

じ

伝

来

硯箱中込(布団)・硯箱包布・桐桟蓋造内箱・内箱畳布(青色木綿)・桐桟蓋
…金沢 村家－金沢 石黒家…中村栄俊－㈶中村記念館－金沢市立中村記念
美術館

景に鉛板で橋を渡し、高蒔絵で橋上を行く主従二人の南蛮人の図を表している。主人
の方は腰にサーベルを差し、帽子とマントを着用し、靴を履き、威風堂々と闊歩してい

掲載文献

『村松窓庵氏蔵品入札目録』

る。「南蛮渡来図屏風」などにしばしば描かれるカピタン・モール(ポルトガルからア

荒川浩和『南蠻漆藝』

ジア方面に派遣された船団の司令官)であろう。傘を持つ従者は姿、表情も対照的に裸

日本の美術85

足で歩いており、二人の人物の性格の違いが巧みに描写されている。衣服に唐草や菱形

鶉図

きりがね

の文様を描き、目には銀粉を蒔き、傘に銀の切金を置いている。傘の柄は脱落している。
しのぶ ぐ さ

かけ ご

げ

す いた

昭和９年(1934)３月

㈱美術出版社

岡田譲『南蛮工芸』

1971
至文堂

昭和48年(1973)

伝 李 安忠 筆

この「鶉図」の作者と伝えられる李安忠(生没年不詳)は、中国北宋代から南宋代にか

右下の忍草は平蒔絵である。蓋裏も梨子地を背景に鉛板で橋を渡し、高蒔絵の雲と土坡
つた

昭和59年７月10日

造外箱

になり、甲面を緩やかに盛り上げた被蓋。箱の形態も隅丸方形で四側面の輪郭がごく軽
く曲面になり、立上りも胴張りの曲面になった入念な作である。蓋表は、梨子地を背

石川県文化財指定

昭和10年８月３日

に銀の切金を置き、蔦と忍草を平蒔絵で表している。箱には右に懸子、左に下水板、硯、

けて宮廷画院に使えた画家で、花鳥走獣画の名手と伝えられ、特に小動物の一瞬の動き

長方形の水滴を収める。懸子に三日月形の脱落跡があり、この部分を見ると製作工程が、

を捉えて描写することに巧みであったという。日本では古来、鶉の名手として著名で、

塗、朱漆の文様下絵線、梨子地蒔き、文様平蒔絵という順に進んだことがわかる。朱漆

李安忠作という伝承のある鶉図が幾点か知られている。その中では、根津美術館所蔵の

の線は忍草を描く目安として引かれたものと思われ、線の縁辺は梨子地がない無地の漆

１点(国宝)と個人所蔵の１点(重文)が著名である。この２点は、いずれも足利将軍家に

地となっている。

伝来したもので、細密描写が徹底した厳粛な画風が、院体画と呼ばれる当時の宮廷画院

桃山時代から江戸時代初期にかけての時期、西洋との盛んな交流を背景に、西洋向け

に仕えた画家の作風をよく伝えている。
中村記念美術館所蔵の伝李安忠筆「鶉図」は、土坡の上の草叢にたたずむ二羽の鶉を、

の輸出品として箪笥、櫃、聖画を収める厨子等の漆芸品が製作された。また、国内向け
には西洋の人物や器物の文様を表した文房具、飲食器、茶器等の漆芸品が製作された。

ツユクサを背景に描いた作である。二羽の鶉のうち画面の中心に描かれた鶉は背を丸め

これらは総称して南蛮漆芸と呼ばれ、京都の市中の蒔絵師らの作とみられている。南蛮

て胸の羽毛に嘴を当て、右の鶉は何かの異変に気付いて上を向いている。このように二

漆芸がどちらかといえば粗野な作調のものが多い中で、この硯箱は、穏やかで繊細な作

羽の鶉の一瞬の動きを巧みに捉え、対照的な姿勢で配置したところや、胸の白い羽毛の

調を示す異例の優品である。作者を本阿弥光悦(1558～1637)と伝えるが、形態、鉛板の

柔らかい質感をはじめ、細密描写が徹底したところに、院体画独特の緊張感と厳粛な雰

使用、忍草の図など光悦様式の蒔絵に通ずるところが多く見られる。南蛮漆芸と光悦蒔

囲気を見ることができる。足利家伝来の２点と中村記念美術館の「鶉図」を比較する

絵の接点を示す作例として貴重なものではないかと見られる。

と、花の付いた植物を背景に土坡の上の草叢にたたずむ鶉を描く画面構成と鶉の細密描

くちばし

ところで当館では、大正３年(1914)金沢で発足した宗達会の90年を記念し、平成15年

写や羽毛の描法がよく共通している。この「鶉図」が加賀藩主前田家の所蔵となった経

(2003)秋、特別展「俵屋宗達とその流れ」を開催した。そのとき気付いたことは、この

緯は不明であるが、前田家独特の様式の溜塗内箱に狩野探幽(1602～1674)の箱書がある

硯箱に描かれた忍草、蔦、橋が宗達画の素材と重なるのではないかということであった。

ことから、探幽の活躍期にはすでに前田家に在ったことが裏付けられる。弘化２～３年

宗達の図案によるとされる様々な文様の金泥・銀泥木版下絵の料紙に本阿弥光悦が和歌

(1845～46)の『表御納戸御道具目録帳』(前田家蔵帳）に記載があり、表装や箱の現状

や漢詩を書いた巻子、色紙などが多く遺るが、忍草、蔦の文様はよく用いられ、忍草は

がその記載とよく一致している。

｢木版下絵和漢朗詠集詩歌巻｣(石川県立美術館所蔵・同展図録８頁)など、蔦は｢木版下

金沢市文化財指定

絵新古今集和歌巻｣(野村美術館所蔵・同展図録７頁)などの例がある。橋は｢橋に波下絵

付 属 品

狩野探幽外題・溜塗印籠蓋造内箱・杉印籠蓋造外箱

和歌扇面｣(個人所蔵・同展図録11頁)の例がある。この硯箱の忍草、蔦、橋の文様が光

伝

…加賀藩主前田家…中村栄俊－㈶中村記念館－金沢市立中村記念美術館

悦と関わりが深かった宗達の図案に連なるものとすれば、本作は南蛮漆芸、光悦蒔絵、

掲載文献

宗達画という三種の要素を備えた大変、貴重な作例と見られる。

来

平成23年１月11日

『表御納戸御道具目録帳』(前田家蔵帳）弘化2～3年(1845～1846)
『前田侯爵家御蔵器入札目録』
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大正14年(1925)

平成２４年度新収蔵美術品
分
金

類
工

書 跡
木竹工

作 品 名
砂張銀梨地水指
砂張水指
砂張建水
春日懐紙
竹筒花入

砂張銀梨地水指

作者名
魚住法光
魚住法光
魚住法光
中臣祐有
小堀遠州

制

作

年

取得方法
魚住栄子氏寄贈
同
上
同
上
金沢市企業局寄託
同
上

昭和
昭和50年（1975）
平成18年（2006）頃
鎌倉仁治２年（1241）
江戸寛永19年（1642）

魚住法光

竹筒花入

詠五首和歌

草花
中臣祐有上

なにこともかはりはてぬるふるさと

雁

になをむかしなるもとあらのはき

鹿

しつかひくかとたのなるこ心せよあ

中臣祐有
まとふかりのこゑもきこへく

春日山つれなきつまをしめのう

虫

ちにいのるかしかのこゑをたむくる

とふひ野やいまいくかありてきり〳〵す

月

魚住法光

こゑよはりぬと人にきかれん

砂張建水

月かけのもりのした草つゆふか

魚住法光

しとはてをすきよまつのあき風

砂張水指

春日懐紙

花入仕覆
－ 13 －

小堀遠州

箱

書

平成24年度中村記念美術館友の会
会員数(人) 580(継続440・新規140） 石川県内514(金沢市内385・市外129）
・富山47・福井8・新潟3・兵庫・神奈川各2・岐阜・埼玉・千葉・福島各1
会 費
1,200円(４～３月) 600円(10～３月)
友の会だより発行 89号 平成24年６月１日発行 90号 平成24年９月７日発行
91号 平成24年12月４日発行 92号 平成25年２月12日発行
参加者数(人）
行 事 名
内
容
開催日
見て歩こう会 講師：石川郷土史学会幹事 横山方子氏
５月１日㈫ ２回69
内容：春の小立野界隈歴史探訪
列 品 解 説 特別展「明治の元勲が見た金沢伝来の茶道具」 ４月28日㈯ ３回78
４月29日㈰
企画展「香道具名品展」前期
７月６日㈮ ３回37
７月７日㈯
企画展「香道具名品展」後期
９月15日㈯ ４回29
９月22日㈯
企画展「絵画と鑑賞陶磁」
10月12日㈮ ３回46
10月13日㈯
企画展「館蔵茶道美術名品展」
１月11日㈮ ３回39
１月12日㈯
実 技 教 室 和菓子作り 指導：吉はし菓子所主人吉橋廣修氏 ７月12日㈭ １回18
講
座 講師：石川県立歴史博物館学芸主幹 本谷文雄氏 ８月10日㈮ １回24
演題：「未来に伝える東日本大震災の記録」
講師：石川県立歴史博物館学芸課長 本康宏史氏 ３月13日㈬ １回29
演題：「日露戦争と金沢」
９月28日㈮ １回31
美 術 鑑 賞 講師：鈴木大拙館学芸員 猪谷聡氏
内容：鈴木大拙館開館一周年記念展｢仙厓と大拙｣ 10月19日㈮ １回24
11月２日㈮ １回23
友の会茶会 主管：表千家出村宗貞社中
11月９日㈮ ９席151
会場：茶室耕雲庵
旅
行 滋賀県（金剛輪寺・彦根城博物館・彦根城）
11月20日㈫ １日94
音 楽 鑑 賞 フルートとピアノのミニコンサート
12月20日㈭ １回76
工 房 見 学 九谷焼窯元 九谷光仙窯
３月27日㈬ ２回42
合計810

平成25年度中村記念美術館友の会
会員数(人) 550(継続457・新規93) 石川県内487(金沢市内357・市外130)・富山45
・福井5・新潟・兵庫・東京・千葉各2・岐阜・神奈川・埼玉・福島各1
会 費
1,200円(４～３月) 600円(10～３月)
友の会だより発行 93号 平成25年６月26日発行 94号 平成25年８月26日発行
95号 平成25年11月28日発行 96号 平成26年２月14日発行
参加者数(人）
行 事 名
内
容
開催日
見て歩こう会 講師：近世史料館 宇佐美孝氏
５月１日㈬ ２回60
内容：卯辰山山麓寺院群歴史探訪
名 品 鑑 賞 館蔵茶道具名品特別公開（旧中村邸）
６月10日㈪ ２日67
６月11日㈫
列 品 解 説 企画展「平成の寄贈作品」前期
４月12日㈮ ３回43
４月13日㈯
企画展「平成の寄贈作品」後期
７月12日㈮ ３回35
７月13日㈯
企画展「近世の美術」併催「琳派の絵画と工芸」 ９月６日㈮ ３回50
９月７日㈯
企画展「文様の百科事展」
11月15日㈮ ３回39
11月16日㈯
企画展「パリで公開された館所蔵の茶道具」
３月７日㈭ ３回60
３月８日㈯
旅
行 富山方面(佐藤記念美術館・高志の国文学館・豪 10月21日㈪ ２回92
農の館内山邸・水墨美術館・砺波の古刹千光寺) 10月23日㈬
講
座 講師：金沢学院大学教授 平木孝志氏
８月23日㈮ １回37
演題：「金沢の茶人－亀田是庵－」
講師：当館兼寺島蔵人邸学芸員 齋藤直子
11月29日㈮ １回59
演題：「寺島蔵人－その生涯と画業－」
講師：金沢大学非常勤講師 寺尾健一氏
３月15日㈯ １回60
演題：「古九谷－加賀説と伊万里説－」
美 術 鑑 賞 石川県立美術館「俵屋宗達と琳派」
９月19日㈭ １回36
くらしの博物館「加賀袱紗－嫁入りのもう一つの主役－」 10月６日㈰ １回８
大樋美術館の名品鑑賞～寺島蔵人邸紅葉の庭園 12月６日㈮ １回65
散策と茶室「乾泉亭」での呈茶
友の会茶会 表千家出村宗貞社中・茶室耕雲庵
11月８日㈮ 10席149
音 楽 鑑 賞 児童合唱による懐かしい唱歌とクリスマスソングの午後 12月23日㈪ １回75
味 覚 体 験 料亭大友楼の七草粥
１月16日㈭ １回25
（儀式の見学、七草粥ほか５品をいただく）
１月22日㈬ １回20
講師：大友楼御主人 大友佐俊氏
１月27日㈪ １回26
実 技 教 室 ｢金沢の家庭料理｣－昭和10年から30年代、母からの伝承－ １月24日㈮ １回19
講師：『金沢の家庭料理』著者 北島美紀子氏
工 房 見 学 木工家福嶋則夫氏の工房
３月26日㈬ ２回45
合計1,070
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平成24年度友の会行事

平成25年度友の会行事

１．見て歩こう会

２．美術鑑賞

３．旅行（滋賀県）

１．上越市小林古径記念館友の会一行来館

５月１日㈫ 石川郷土史学会幹事横山方
子氏を講師に、起点の八坂を下り、横山家
菩提寺松山寺の本堂、位牌所など内部を見
学、鶴林寺などをへて谷沿いの坂道を歩き
ながら、旧二中(現くらしの博物館)を遠望
し、宝円寺へ、宝円寺では蒔絵の名工大垣
昌訓の墓や茶室を見学。

鈴木大拙館開館一周年「仙厓と大拙」大
拙、仙厓を語る、と題して開催された企画
では出光美術館から出品いただいた仙厓の
名作15点が３期に分けて公開されました。
９月28日・10月19日・11月２日、同館猪谷
学芸員の解説により作品に秘められた深い
意味を学びました。

11月20日㈫ 紅葉が見頃の金剛輪寺では
国宝本堂、庭園、千体地蔵など見所が多く、
精進料理の昼食が期待を集めました。道路
事情により博物館への到着が大幅に遅れ館
の方にも申し訳有りませんでした。次に天
守閣と庭園の２コースに分かれボランティ
アの方の解説で見学。

５月21日㈫ 同館友の会の方々47名が来
館されました。当館友の会では平成22年10
月、小林古径記念美術館を訪問し、大変、
親切なお迎えをいただき呈茶まで頂戴しま
した。今回は当館が旧中村邸で呈茶を差し
上げ、本館の展示をご案内し、茶室も見学
いただきました。

４．友の会茶会

５．音楽鑑賞

６．工房見学

２．美術鑑賞１

11月９日㈮ 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開催。
十二代寒雉「塩屋釜」、主茶碗に五代大樋
「銘侘の友」、十代大樋長左衛門氏の多種
多彩な茶盌の数々、人間国宝小森邦衞氏の
食籠、人間国宝大場松魚氏の盆など充実し
た取合せになりました。

12月20日㈭ 関西と北陸を拠点に活躍さ
れる金沢出身のフルート奏者生駒温氏、ピ
アノ伴奏大竹沙里氏を迎え、クラシック、
ミュージカル、クリスマスソングメドレー、
日本の四季メドレーと、多彩なプログラム
を披露いただき、最後に全員で「ふるさ
と」を合唱しました。

３月27日㈬ 野町の九谷光仙窯を訪問。
光仙窯は明治３年、小松で創業、大正９年、
現在地に移転しました。歴史が感じられる
広い工場内をご当主の案内により、歴代作
品、成形された素地が並ぶ棚、絵付の工程
見本、大形の電気窯などを見学。轆轤の実
演も拝見しました。

例年、１回のところ３回、企画した美術
鑑賞の１回目は９月19日㈭、石川県立美術
館開館30周年･金沢宗達会創立100年記念
「俵屋宗達と琳派」を鑑賞しました。同館
研修室で村瀬博春学芸担当課長の解説をお
伺いし、国宝、重文も多数、展示された名
作の数々を鑑賞しました。
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３．旅

４．美術鑑賞３

５．音楽鑑賞

６．味覚体験

10月21日㈪・23日㈬ 「富山の名所ゆっ
くり巡りの旅」と題し５箇所を見学。近年
は小浜、郡上、彦根など遠方の旅が続きま
したが、近い目的地をゆっくり見学する旅
を企画しました。日程も２回、設定し１回
にバス１台としたため、落ち着いた旅行に
なりました。

行

12月６日㈮ 大樋美術館で十代大樋長左
衛門氏の解説により茶道具を鑑賞。寺島邸
では一面にモミジが散り積もる庭を散策し
ながらドウダンツツジの紅葉を鑑賞しまし
た。寺島邸の坂本館長からも解説をいただ
き、邸内の茶室「乾泉亭」での呈茶が大変、
好評でした。

12月23日㈪ ＭＲＯ児童合唱団と指揮者
塩田順子氏による「赤鼻のトナカイ」など
クリスマスソングメドレーに始まり、「お
ぼろ月夜」「赤とんぼ」など日本の懐かし
い唱歌を原裕子氏のクラリネット独奏も交
えて12曲を鑑賞。最後に参加の方々と「ふ
るさと」などを合唱しました。

今回、初めて実施した「味覚体験」は１
月16・22・27日、料亭大友楼の七草粥をい
ただきました。御主人大友佐俊氏による七
草を叩いて災厄をはらう儀式の見学に続い
て七草粥ほか５品のお料理を賞味しました。
１回の予定のところ多数お申込があり、３
回実施しました。

７．実技教室

８．講

９．工房見学

１月24日㈮ 石川県女性センターにおい
て『金沢の家庭料理』著者北島美紀子氏を
講師に「金沢の家庭料理」－昭和10年から
30年代、母からの伝承－をテーマに「ひろ
ずの湯葉包みあんかけ」「野菜のおから
汁」を作り、炊きたてのご飯、香の物とと
もにいただきました。

例年、２回のところ３回、企画した講座
の３回目は３月15日㈯、「古九谷加賀説と
伊万里説」をテーマに一様式二産地説を提
唱される金沢大学非常勤講師寺尾健一氏を
お迎えし、豊富な資料をもとに両説をめぐ
る論争の経緯、発掘資料などによる最新の
研究成果まで学びました。

座３

３月26日㈬ 木工作家福嶋則夫氏の工房
を見学。材料がぎっしり詰まった工房の中
で木の性質、木の種類の様々、木象嵌の技
法などをお伺いし、かんな引きの体験もさ
せていただき和やかで楽しい会となりまし
た。お座敷では氏の作品を鑑賞しました。
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