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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 28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 

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 17/43日 1,062人 62.5人 

開館50周年記念特別展Ⅱ  
「中村コレクション名品展－茶道具編－」 

4/24～6/12 50日 3,613人 72.3人 

企画展「香を楽しむ道具たち」 6/19～9/4 78日 4,067人 52.1人 

開館50周年記念特別展Ⅲ 「書跡と文房具」 9/16～11/27 71日 4,566人 64.3人 

企画展「新年を祝うめでたいしるし」 12/4～1/29 50日 1,785人 35.7人 

開館50周年記念特別展Ⅳ  
「中村栄俊翁と同時代の人びと」 

2/5～4/16 55/71日 2,997人 54.5人 

合   計 321日 18,090人 56.4人 

 

 

（２） 展覧会記録 

① 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） 

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 
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No. 指定 分野 作品名 員数等 作者名 制作年代 

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） 

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） 
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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 展覧会名：開館 50 周年記念特別展Ⅱ 「中村コレクション名品展－茶道具編－」 

開催期間：平成 28 年 4月 24 日（日）～6 月 12日（日） 

概  要：開館 50 周年記念特別展の第 2 弾として、中村栄俊氏が収集した茶道具の展示

を行った。戦後、旧家や名家に秘蔵され、受け継がれてきた美術品が数多く売

りに出され、その頃、中国陶磁の優品「砧形花生」や重要美術品指定を受けた

「青井戸茶碗 銘 雲井」などの名品を買い求めた。また、金沢の旧家に受け継

がれてきた美術品を地元に留めておきたという思いから、加賀藩主前田家伝来

「古筆手鑑」、旧家が藩重臣横山家伝来の茶入「利休小肩衝」、同本多家伝来の

茶入「蒲生肩衝」を譲り受けた。これらをはじめとする当館を代表する茶道具

の逸品を公開した。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 ◎ 書跡 熊野類懐紙 平家重 鎌倉・正治 2 年（1200）頃 

2   書跡 墨跡 兀庵普寧 鎌倉（13C） 

3   書跡 新古今和歌集切 伝 慈円 鎌倉（13C） 

4   書跡 源氏物語切 伝 伏見天皇 鎌倉-室町（14C） 

5 ◎ 書跡 墨跡 偈頌 夢窓疎石 室町・貞和 5 年（1349） 

6 ◎ 書跡 古筆手鑑   江戸（17C） 

7   書跡 一行「竹密不妨流水過」 玉舟宗璠 江戸（17C） 

8   書跡 一行「入水見長人」 天室宗竺 江戸（17C） 

9   書跡 一服一銭蔵帳 小堀遠州 江戸（17C） 

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

1245） 

11 △ 絵画 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C） 

12   絵画 鍾馗図 雪舟等楊 室町（15C） 

13   絵画 山水図 狩野探幽、江月宗玩 賛 江戸（17C） 

14   絵画 天神図 久隅守景、太華令瞻 賛 江戸（17C） 

15   金工 古銅耳付四方花生     

16   陶磁 自然釉鶴首花生   後漢（1-3C） 

17   陶磁 青磁砧形花生 伝 修内司窯 南宋（12-13C） 

18   陶磁 鉄絵花文花生   金-元（12-13C） 

19  陶磁 染付唐草文竜耳花生 景徳鎮窯 明（15-16C） 

20   陶磁 古伊賀耳付花生   桃山-江戸（16-17C） 

21   漆工 青貝竜文軸盆   明（16-17C） 

22   漆工 青貝唐子文香合   明（17C） 
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 

23   陶磁 交趾菊蟹香合   明（17C） 

24 △ 陶磁 扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C） 

25   陶磁 乙御前香合 真葛長造 江戸（19C） 

26   陶磁 青磁算木文香炉   明（16-17C） 

27   陶磁 古清水角香炉   江戸（17-18C） 

28   漆工 青貝十角香炉   19C 

29   漆工 利休在判棗   桃山（16C） 

30   漆工 宗旦在判棗   江戸（17C） 

31   陶磁 色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C） 

32   漆工 菊蒔絵棗   江戸（17C） 

33 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 蒲生肩衝   南宋-元（13-14C） 

34 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 利休小肩衝   南宋-明（13-15C） 

35   その他 茶杓・筒 
伝 珠徳 

筒：久田宗也 

室町（15-16C） 

江戸（18C） 

36   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） 

37   陶磁 呉須橘文茶碗   明（17C） 

38   陶磁 雲鶴平茶碗   高麗（12-13C） 

39   陶磁 狂言袴茶碗   李朝（15C） 

40 ○△ 陶磁 青井戸茶碗 銘 雲井   李朝（16C） 

41   陶磁 堅手茶碗 銘 寒紅梅   李朝（16C） 

42   陶磁 釘彫伊羅保茶碗 銘 花緑   李朝（17C） 

43   陶磁 御所丸茶碗   李朝（17C） 

44   陶磁 斗々屋茶碗 銘 青苔   李朝（17C） 

45   陶磁 赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C） 

46   陶磁 黄瀬戸筒茶碗   桃山（16C） 

47   陶磁 黒織部沓茶碗   桃山-江戸（17C） 

48   金工 古天命猿摘釜   室町（16C） 

49   金工 古芦屋香図釜   室町（16C） 

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

51   陶磁 祥瑞花鳥文平水指 景徳鎮窯 明（17C） 

52   陶磁 古九谷山水文水指   江戸（17C） 

53   陶磁 備前火襷水指   江戸（17C） 

54   陶磁 南蛮四耳水指   16-17C 

55   陶磁 青磁唐子文鉢   高麗（12C） 

56   漆工 紅花緑葉竜文梅花形盆   明・万暦（1573-1620） 

57   漆工 堆朱樹下人物文四方盆   明（16-17C） 

 

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） 
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③ 展覧会名：企画展「香を楽しむ道具たち」 

開催期間：平成 28 年 6月 19 日（日）～9 月 4日（日） 

概  要：香は、古くから神仏への供えとして、また室内を清浄化するために用いられて

きた。そして平安時代の貴族たちは衣類や髪に香を焚きしめ、香りを移して楽

しんだという。香木を香炉で炷いて香りを楽しむ香道の形式が整ったのは室町

時代のこと。香炉や香合など香を炷く道具をはじめ、豪華な蒔絵を施した香箪

笥や香箱、香席を彩る床飾りなど、香を楽しむために用いられる香道具を展示

した。 

 

展示品一覧 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 書跡 和歌小色紙 二条為定 鎌倉-室町（14C） 

2 書跡 和歌懐紙 豊原統秋 室町（15-16C） 

3 書跡 和歌小色紙 松花堂昭乗 桃山-江戸（17C） 

4 書跡 和歌色紙 東福門院 江戸（17C） 

5 書跡 和歌短冊 前田渼子 大正 10 年（1922） 

6 書跡 扇面和歌 北原白秋 昭和（20C） 

7 書跡 和歌 松坂帰庵 昭和（20C） 

8 書跡 桃花千歳春 蜂谷宗由 平成（20C） 

9 絵画 林和靖梅鶴図  狩野探信 江戸（17-18C） 

10 絵画 和歌浦図 土佐光高 江戸（17C） 

11 絵画 梅花正月遊具図 佐脇嵩之 江戸（18C） 

12 絵画 官女聞香図 与謝蕪村 江戸（18C） 

13 絵画 秋風旅人図 
画：藤波季忠 

書：庭田重嗣 
江戸（18-19C） 

14 絵画 薬玉図 土佐光文 江戸-明治（19C） 

15 絵画 重陽節句図 佐々木泉山 江戸-明治（19C） 

16 絵画 七夕供物図 岡田為恭 江戸（19C） 

17 香道具 志野袋花結十二箇月   昭和（20C） 

18 香道具 挿枝袋     

19 香道具 山路香香包     

20 香道具 内十組総包    平成（20-21C） 

21 香道具 源氏香図帖 高桒小夜子 昭和 62 年（1987）頃 

22 香道具 源氏香主題歌書帖 本倉政子 昭和 62 年（1987）頃 

23 香道具 源氏香別式用香包     

24 香道具 思羽包     

25 香道具 志野棚     

26 

香道具 

志野棚

の道具 

桑乱箱 片岸吉明 平成 13 年（2001） 

香道具 香札・香札筒     

香道具 銀葉盤     

香道具 志野折     

香道具 折据     

香道具 桑銀葉箱 片岸吉明 平成 13 年（2001） 

香道具 火道具一揃 二代 山川孝次 明治-昭和（19-20C） 

香道具 火道具立 加沢美照 昭和-平成（20-21C） 

香道具 炷殻入 加沢美照 昭和-平成（20-21C） 

香道具 桑四方盆     

香道具 染付香炉     

香道具 火取香炉 
片岸吉明 

火舎：加沢美照 
  



8 

 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

26 

香道具 

志野棚

の道具 

火箸 加沢美照 昭和-平成（20-21C） 

香道具 地敷     

香道具 重硯     

香道具 水滴・記紙差     

香道具 桑文台 片岸吉明 平成 13 年（2001） 

香道具 親硯 片岸吉明 平成 13 年（2001） 

27 香道具 訶梨勒   平成（20-21C） 

28 香道具 三種香盤物     

29 その他 松造芋の葉形盆 初代 池田作美 昭和（20C） 

30 陶磁 交趾牛童子水滴     

31 その他 象牙筆     

32 その他 墨 乾隆五十年（1784）銘   

33 その他 子昂硯     

34 金工 金銅書鎮 銘 雁 秦蔵六 明治-昭和（19-20C） 

35 漆工 橘蒔絵筆     

36 その他 木彫彩色松竹梅文吊香炉   昭和（20C） 

37 陶磁 青磁一重口香炉 銘 麓の里   元-明（14-16C） 

38 陶磁 青磁千鳥写香炉 二代 真清水蔵六 明治-昭和（19-20C） 

39 金工 黄銅六角香炉     

40 金工 古銅三足香炉 銘 許由     

41 金工 七宝草花文香炉     

42 その他 七宝瑞果文香炉     

43 陶磁 薩摩色絵扇文香炉   明治（19C） 

44 陶磁 薩摩色絵虫籠形香炉   昭和（20C） 

45 陶磁 苫屋舟香炉 中村梅山 昭和-平成（20C） 

46 金工 柄香炉     

47 漆工 紗綾形文蒔絵香枕     

48 漆工 山水蒔絵線香箱     

49 その他 黄楊彫香筒     

50 その他 虎斑竹線香筒     

51 漆工 堆漆宝尽文軸盆     

52 漆工 屈輪重香合   明（17C） 

53 その他 桑重香合     

54 漆工 草花蒔絵笈形重香合   江戸（19C） 

55 漆工 沢潟文蒔絵沈香箱   江戸-明治（19C） 

56 漆工 牡丹文蒔絵香具   江戸（19C） 

57 漆工 杏葉紋蒔絵十種香箱   江戸（19C） 

58 漆工 草花蒔絵香箪笥   江戸-明治（19C） 

59 その他 檜造花屏風 福島則夫 平成 21 年（2009） 

60 香道具 前田家伝来名香五種   江戸 

61 香道具 桑長盆   江戸（19C） 

62 香道具 一木四銘の名香   江戸 

63 漆工 菊蒔絵角赤小箱   江戸 

64 香道具 六十一種名香のうち三十六種     

65 香道具 名香百二十種・二百種・勅名香     

66 書跡 百人一首   室町（16C） 

67 漆工 彩漆絵紅葉散文重硯箱 吉田一閑 明治-昭和（19-20C） 

68 その他 御簾図雛屏風 林美木子 平成 21 年（2009） 

69 その他 立雛 
頭師：四世 面竹正太郎 

衣装：林駒夫 
昭和-平成（20-21C） 
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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

70 その他 唐子文緞子敷物     

71 

その他 

雛人形

飾 

犬張子 京人形 田中彌製    

その他 菊置上灯台     

その他 菱台     

その他 高坏     

その他 盃・盃台     

その他 三宝     

72 書跡 慶賀香の記   平成 6 年（1994） 

73 

文献資料 
金沢商

家香会

資料 

香包   江戸（19C） 

文献資料 紙小札および草花図折据   江戸（19C） 

文献資料 紙小札および包   江戸（19C） 

文献資料 金沢商家香会記録   江戸（19C） 

74 

文献資料 

香道志

野流の

指南書 

当家香道階級目録 藤野専斎 江戸（18-19C） 

文献資料 中傳炷合十種香傳   江戸（18-19C） 

文献資料 替十炷香十組   江戸（18-19C） 

文献資料 銘香録秘書   江戸（18-19C） 

文献資料 古代灰押形傳   江戸（18-19C） 

文献資料 六十一種火合傳   江戸（18-19C） 

文献資料 卓錺九十一段傳法   江戸（18-19C） 

文献資料 五味傳辨解秘書   江戸（18-19C） 

75 文献資料 貳百種名香 上・中・下   江戸（18-19C） 

76 文献資料 香道峰の梯   江戸（18-19C） 

77 文献資料 香道千代之秋 上・中・下一・下二   江戸（18-19C） 

78 文献資料 名香合傳秘書   江戸（18-19C） 

 

1 階展示 「郷土作家の夏の茶道具」 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 金工 

牡丹唐草文象嵌唐銅皆具（山水文

霰真形釜、風炉、杓立、建水、蓋

置、水指） 

十二代 宮崎寒雉 昭和 24 年（1949） 

2 金工 霰棗釜 伝 宮崎寒雉  

3 金工 瓢形釜   

4 陶磁 彩釉水指 三代 徳田八十吉 昭和 54 年（1979） 

5 陶磁 青釉刻文蓋置 北出不二雄 昭和-平成（20C） 

6 金工 砂張建水 魚住法光 平成 18 年（2006）頃 

7 陶磁 青釉花文平茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 9 年（1997） 

8 陶磁 藍彩点々文茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 9 年（1997） 

 

 

 

④ 展覧会名：開館 50 周年記念特別展Ⅲ 「書跡と文房具」 

併催／「秋の茶道具展 ～風炉から炉へ～」 

開催期間：前期=平成 28年 9月 16日（金）～10月 18 日（火） 

後期=平成 28年 10月 21日（金）～11 月 27 日（日） 

【臨時休館：10月 19日（水）～20日（木）】 

概  要：開館 50 周年記念特別展の第３弾として、さまざまな書跡と文房具が織りなす

世界を展示で表現した。書跡とは、天皇直筆の書、平安から鎌倉時代にかけて

書かれた古筆、禅僧による墨跡などの書で、今に残された品を指す。書跡の名
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品に加え、短冊に書かれた俳句や消息など個性豊かな文字作品を展示するとと

もに、所有者の趣味を体現し書斎を飾る風流な品々としても尊ばれてきた文房

具（筆、硯、水滴、墨、硯屏など）を展示した。 

併せて、茶道具を鑑賞したいという来館者の根強い要望に応えるため、「秋の茶

道具展 ～風炉から炉へ～」と題するコーナーを展示室内に設け、茶道具の展

示も行った。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 
展示 

期間 
所蔵者 

1 ◎ 書跡 古筆手鑑   奈良-江戸（8-17C）     

2 ◎ 書跡 熊野類懐紙 平家重 
鎌倉・正治 2 年

（1200）頃 
前期   

3 ◎ 書跡 熊野類懐紙 藤原重輔 
鎌倉・正治 2 年

（1200）頃 
後期   

4   書跡 春日懐紙 中臣祐有 
鎌倉・仁治 2 年

（1241） 
    

5   書跡 新古今和歌集切 伝 慈円 鎌倉（13C）     

6   書跡 手習帖 伝 尊円親王 鎌倉-室町（14C）     

7 ◎ 書跡 恵慶集 下 
藤原定家・伝 

民部卿局 
鎌倉（13C） 前期   

8   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）     

9   漆工  附 檜文蒔絵歌書箱   江戸（17C）     

10   書跡 一行「竹密不妨流水過」 玉舟宗璠 江戸（17C） 前期   

11   書跡 一行「入水見長人」 天室宗竺 江戸（17C） 後期   

12   書跡 一行「雲門僧問如何是」 玉舟宗璠 江戸（17C）     

13   書跡 一行「萬年松」  隠元隆琦 江戸（17C）     

14   書跡 一行「仁風弥四表」 隠元隆琦 江戸（17C）     

15   書跡 一行「春来花自馥」 木庵性瑫 江戸（17C）     

16   書跡 春字賛 高泉性潡 江戸（17C）     

17   書跡 四行 松花堂昭乗 江戸（17C）     

18   書跡 短冊 二条為定 鎌倉-室町（14C）     

19   書跡 短冊 松永貞徳 桃山-江戸（17C）     

20   書跡 俳句短冊 向井去来 江戸（17-18C）     

21   書跡 俳句短冊 千代尼 江戸（18C）     

22   書跡 和歌短冊 大綱宗彦 江戸（19C）     

23   書跡 消息 本阿弥光甫 江戸（17C）     

24 〇□ 漆工 南蛮人蒔絵硯箱   桃山（16C） 前期   

25   漆工 牡丹唐獅子蒔絵硯箱 

蒔絵：伝 清水

九兵衛 

彫金：伝 後藤

程乗 

江戸（17C） 前期   

26   漆工 秋野蒔絵硯箱 五十嵐派 江戸（17C） 後期 
金沢美術工

芸大学 

27   漆工 牡丹尾長鳥堆朱硯箱   明-清（16-17C） 後期 
金沢美術工

芸大学 

28   漆工 黒柿造浮彫近江八景硯箱 相川松涛 明治 45 年（1912） 後期 
金沢卯辰山

工芸工房 

29   漆工 和歌浦蒔絵長硯箱 太田抱逸 大正-昭和（20C） 後期 
金沢卯辰山

工芸工房 

30   漆工 月に薄蒔絵硯箱 伝 春正 江戸（17-18C）     
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 
展示 

期間 
所蔵者 

31   漆工 春野駒蒔絵硯箱 塩見政誠 江戸（18C） 前期   

32   漆工 菊蒔絵硯箱   江戸（18-19C）     

33   漆工 春日山蒔絵硯箱 初代 西村松逸 昭和（20C）     

34   漆工 竜田川蒔絵硯箱   江戸     

35   漆工 郭子儀近江八景蒔絵硯箱 米田孫六 江戸-明治（19C）     

36   漆工 波に葦蒔絵短冊箱 大垣昌訓 明治 42 年（1909）頃     

37   漆工 蒔絵扇面図短冊箱 沢田宗沢 明治 42 年（1909） 後期 
金沢卯辰山

工芸工房 

38   漆工 吉野山蒔絵文台・硯箱   江戸（17C）     

39   漆工 日本三景蒔絵文台・硯箱 五十嵐香甫 江戸（19C）     

40   陶磁 牛童子水滴         

41   金工 金銅筆架 銘 雁 秦蔵六 明治-昭和（19-20C）     

42   漆工 箔絵螺鈿家屋人物図硯屏   18-19C 前期 
武家屋敷寺

島蔵人邸 

43   陶磁 色絵楼閣山水図硯屏 吉田屋窯 江戸（18-19C） 後期 
金沢美術工

芸大学 

44   陶磁 青磁布袋図硯屏   明-清（16-17C）   
武家屋敷寺

島蔵人邸 

45   漆工 堆朱松下高士図筆   明-清（17C）   
武家屋敷寺

島蔵人邸 

46   漆工 箔絵螺鈿琴棋書画図筆   18-19C 前期 
武家屋敷寺

島蔵人邸 

47   漆工 橘蒔絵筆     後期 
武家屋敷寺

島蔵人邸 

48   
その

他 
挿手硯   18-19C   

武家屋敷寺

島蔵人邸 

49   
その

他 
三足硯   江戸（18-19C）   

武家屋敷寺

島蔵人邸 

50   
その

他 
子昂硯         

51   陶磁 透彫筆筒         

52   
その

他 
大硯   18-19C   

武家屋敷寺

島蔵人邸 

53   
その

他 
丸形瓦硯   江戸（18-19C）   

武家屋敷寺

島蔵人邸 

54   金工 龍形筆架       
武家屋敷寺

島蔵人邸 

55   陶磁 染付四君子図筆洗   江戸（18-19C）   
武家屋敷寺

島蔵人邸 

56   陶磁 染付魚藻文水注   清（18-19C）   
武家屋敷寺

島蔵人邸 

57   絵画 梅花図自画賛 千宗旦 江戸（17C）     

58   絵画 山水図 
谷文晁、松平

定信 賛 
江戸（19C）     

59   絵画 月次風俗図屏風 佐々木泉玄 江戸（19C）     

60   絵画 竹取物語絵巻 

画：紺谷光俊 

詞書：中浜海

鳳 

昭和 7 年（1932）     

61   絵画 三十六歌仙色紙帖 住吉広尚 江戸（18-19C）     

 

併催 秋の茶道具～風炉から炉へ～ 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 陶磁 染付山水文柑子口花生   明（17C） 

2 金工 松地文真形釜 十三代 宮崎寒雉 平成 3 年（1991） 
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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

3 金工 唐銅道安風炉 十三代 宮崎寒雉 平成 3 年（1991） 

4 その他 溜塗腰桐板踊桐透風炉先屏風 野口重春 平成（20C） 

5 陶磁 信楽耳付水指   大正-昭和（20C） 

6 漆工 秋草蒔絵棗   江戸（19C） 

7 陶磁 萩茶碗 銘 昔語   江戸（19C） 

8 漆工 春慶塗曲建水 二代 鈴木表朔 昭和（20C） 

9 その他 神代杉無地四方盆 野口重春 平成（20C） 

10 その他 竹一重切花入 銘 千歳 十二代 黒田正玄 昭和（20C） 

11 金工 姫瓜釜 辻与次郎 桃山-江戸（16-17C） 

12 陶磁 備前火襷水指   江戸（17C） 

13 漆工 堆朱樹下人物文四方盆   明（16-17C） 

14 漆工 菊蒔絵平棗 野村大仙 昭和 43 年（1968） 

15 その他 共筒茶杓 銘 千鳥 大谷句仏 大正-昭和（20C） 

16 陶磁 四方黒茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 15 年（2003） 

17 漆工 長生の器 松田権六 昭和 15 年（1940） 

18 漆工 平文輪彩提盤 大場松魚 昭和 54 年（1979） 

 

1 階展示 「現代の書斎を飾る文房具～郷土の作家による～」 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 金工 加賀象嵌馬置物 高橋介州 昭和（20C） 

2 金工 加賀象嵌錦鶏伏香炉 高橋介州 昭和 56 年（1981） 

3 その他 楠造短冊箱 氷見晃堂 昭和 46 年（1971） 

4 その他 神代杉象嵌色紙箱 反保信夫 平成 3 年（1991） 

5 その他 欅造波紋木象嵌短冊箱 灰外達夫 平成 11 年（1999） 

6 漆工 平文花の虹色紙箱 大場松魚 平成 3 年（1991） 

7 漆工 ぶどう文蒔絵箱 寺井直次 昭和 62 年（1987） 

8 漆工 蒔絵平卓 飄々 野村大仙 昭和 58 年（1983） 

 

 

 

⑤ 展覧会名：企画展「新年を祝うめでたいしるし」 

開催期間：平成 28 年 12月 5日（月）～平成 29年 1月 29日（日） 

【年末年始休館：12月 29 日（木）～1 月 3日（火）】 

概  要：前身である中村記念館の開館以来 51 年目を迎える平成 29 年の新春企画とし

て、新たな気持ちで新しい一歩を踏み出す意味を込めて、めでたい意味を持つ

書画と工芸作品を展示した。吉祥文字の「福」や「寿」を意匠化することで直

接的にめでたさを表すものもあるが、図柄にめでたい意味を込めて間接的に表

したものもある。めでたさをちりばめた作品を展示することにより、新春と 51

年目の新しい一歩を祝う企画として開催した。 

 

展示品一覧 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 絵画 竹に雀図・布袋・竹に雀図 狩野尚信 江戸（17C） 

2 絵画 桃花図・立雛図・貝籠図 酒井抱一 江戸（18-19C） 

3 絵画 松に鶴図・寿老人図・梅に鶴図 狩野栄信 江戸（19C） 

4 絵画 万歳図 森西園 江戸（19C） 

5 絵画 梅椿図 久保田米僊 明治 19 年（1886） 
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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

6 絵画 寿老 下村観山 大正-昭和（20C） 

7 絵画 三番叟 小西福年 大正-昭和（20C） 

8 絵画 朝暾・子の日・重陽 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 

9 陶磁 古赤絵獅子文鉢   明（16C） 

10 陶磁 呉須赤絵玉取獅子文鉢   明（17C） 

11 陶磁 青磁鯉耳花生   明（16-17C） 

12 陶磁 伊万里色絵寿字独楽形鉢   江戸（17-18C） 

13 陶磁 伊万里色絵檜垣文鉢   江戸（17-18C） 

14 陶磁 柿右衛門草花文大鉢   江戸（17-18C） 

15 陶磁 飴釉扁壺花生     

16 陶磁 瓢文赤茶椀 山本与興 
江戸・文化 11 年

（1814） 

17 陶磁 亀香合 楽家十一代 慶入 江戸（19C） 

18 陶磁 鶴香合 二代 横萩一光 明治-大正（19-20C） 

19 陶磁 黄交趾牡丹唐草文鉢 永楽妙全 大正（20C） 

20 陶磁 黄交趾竜鳳凰文向付 永楽妙全 大正（19-20C） 

21 陶磁 松の絵皆具 中村梅山 平成 2 年（1990） 

22 陶磁 松の絵茶碗 中村梅山 平成 2 年（1990） 

23 陶磁 色絵扇面皿 中村梅山 昭和（20C） 

24 陶磁 双立鶴に一字黒茶盌 
十代 大樋長左衛門（陶冶

斎） 
平成 13 年（2001） 

25 陶磁 釉裏金彩牡丹文飾皿 吉田美統 昭和 58 年（1983） 

26 漆工 青貝竜文軸盆   明（16-17C） 

27 漆工 堆朱宝尽文軸盆   明-清（17-18C） 

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

29 漆工 漆絵四方膳 海老 柴田是真 江戸-明治（19C） 

30 漆工 漆絵四方膳 鶴 柴田是真 江戸-明治（19C） 

31 漆工 鷹蒔絵大盃・盃台 沢田宗沢 明治（19-20C） 

32 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） 

33 漆工 松竹梅蒔絵大盃・盃台 五十嵐随甫 明治（19C） 

34 漆工 芽張柳蒔絵棗 十三代 飛来一閑 明治（19-20C） 

35 漆工 菊蒔絵銚子 大垣昌訓 明治 42 年（1909）頃 

36 漆工 藻貝蒔絵菜盛椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 

37 漆工 宝船蒔絵広蓋   明治（19-20C） 

38 漆工 松に鶴蒔絵小蓋盆   明治（19-20C） 

39 漆工 茄子蒔絵吸物椀   明治（19-20C） 

40 漆工 魚貝蒔絵脇取盆   明治-大正（19-20C） 

41 漆工 蝙蝠蒔絵厚物椀   明治-大正（19-20C） 

42 漆工 松竹梅鶴蒔絵三方   明治-大正（20C） 

43 漆工 栗蒔絵菓子盆 太田抱逸 大正-昭和（20C） 

44 漆工 石橋蒔絵大盃・盃台 二木成抱 大正-昭和（20C） 

45 漆工 海老蒔絵五段重   大正-昭和（20C） 

46 漆工 夕顔蒔絵茶器 初代 西村松逸 昭和 47 年（1972） 

47 漆工 松蒔絵棗 初代 西村松逸 昭和 52 年（1977） 

48 漆工 海松貝蒔絵唐人笠莨入 初代 西村松逸 昭和（20C） 

49 漆工 堆漆瑞鳥茶器 音丸耕堂 平成 4 年（1992） 

50 漆工 瓢たんの花菓子盆 小松芳光 昭和 48 年（1793） 

51 漆工 蓮の根手筥 池田喜一 昭和 24 年（1949） 

52 漆工 鶴蒔絵棗 寺井直次 昭和（20C） 
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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

53 漆工 ぶどう紋小箱 寺井直次 昭和（20C） 

54 漆工 平文国花盤 大場松魚 平成 8 年（1996） 

55 漆工 平文富士日月盤 大場松魚 平成 11 年（1999） 

56 漆工 沈金若菜摘大棗 松井芳子 昭和（20C） 

57 漆工 蒔絵山路箱 向井武志 平成 4 年（1992） 

58 漆工 蒔絵おしどり平棗 清水英姿 平成元年（1989） 

59 金工 小槌熨斗押 初代 山川孝次 明治（19-20C） 

60 金工 橘熨斗押 初代 山川孝次 明治（19C） 

61 金工 大判熨斗押 山川孝次 明治（19-20C） 

62 金工 宝船 二代 山川孝次 明治（19-20C） 

63 金工 宝尽熨斗押 山尾光侶 明治（19-20C） 

64 金工 七宝瑞果文壺形香炉     

65 その他 ぶりぶり香合 野口重春 平成（20-21C） 

  ※1階展示は上記リスト含む 

 

 

 

⑥ 展覧会名：開館 50 周年記念特別展Ⅳ 「中村栄俊翁と同時代の人びと」 

開催期間：平成 29 年 2月 5日（日）～4 月 16日（日） 

概  要：開館 50 周年の掉尾を飾る特別展として、中村栄俊翁に焦点をあてた展覧会と

して開催。実業家である一方で、茶道に親しみ茶会を催した茶人でもあった栄

俊翁は、その著書『金沢 茶道と美術』のなかで、美術館設立にいたる経緯と

自身の作品蒐集について詳しく記述している。様々なエピソードや茶道を通し

て交流のあった同時代の人びとについて、作品とともに紹介した展覧会。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

1 ◎ 書跡 熊野類懐紙  平家重 
鎌倉・正治２年

（1200）頃 
  

2 ◎ 書跡 熊野類懐紙  藤原重輔 
鎌倉・正治２年

（1200）頃 
  

3 ◎ 書跡 墨跡 偈頌 夢窓疎石 
室町・貞和５年

（1349） 
  

4 △ 絵画 布袋図 伝 卒翁、癡絶道冲 賛 
南宋・淳祐４-５年

（1244-1245） 
  

5 △ 絵画 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C）   

6   絵画 鍾馗図 雪舟等楊 室町（15C）   

7   絵画 西湖図屏風 雲谷等顔 桃山（16-17C）   

8   絵画 農家飼馬図 与謝蕪村 
江戸・安永９年

（1780） 
  

9   絵画 大物浦 前田青邨 昭和（20C）   

10   絵画 戯画 こひきとっくり 田山方南 昭和 39 年（1964） 個人 

11   絵画 酒中仙 表千家十三代即中斎 昭和（20C） 個人 

12   絵画 達磨図 中村栄俊、村上宗信 賛 昭和（20C）   

13   陶磁 自然釉鶴首花生   後漢（1-3C）   

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

15   陶磁 青磁砧形花生 伝 修内司窯 南宋（12-13C）   

16 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 蒲生肩衝   南宋-元（13-14C）   

17 △ 陶磁 唐物肩衝茶入 利休小肩衝   南宋-明（13-15C）   
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

18 ○ 陶磁 法花蓮池水禽文大香炉   明（16C）   

19   陶磁 交趾菊蟹香合   明（17C）   

20   陶磁 呉須赤絵玉取獅子文鉢   明（17C）   

21 ○△ 陶磁 青井戸茶碗 銘 雲井   李朝（16C）   

22   陶磁 堅手茶碗 銘 寒紅梅   李朝（16C）   

23   陶磁 赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C）   

24   陶磁 黒織部沓茶碗   桃山-江戸（17C）   

25   陶磁 色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C）   

26 ○ 陶磁 古九谷山水図丸紋平鉢   江戸（17C）   

27   陶磁 古九谷山水文水指   江戸（17C）   

28   陶磁 武蔵野図角形蓋付向付 尾形乾山 江戸（18C）   

29 △ 陶磁 扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C）   

30   漆工 紅花緑葉竜文梅花形盆   
明・万暦年間

（1573-1620） 
  

31 ○□ 漆工 南蛮人蒔絵硯箱   桃山（16C）   

32   漆工 牡丹唐獅子蒔絵硯箱 
蒔絵：伝 清水九兵衛 

彫金：伝 後藤程乗 
江戸（17C）   

33   漆工 菊蒔絵棗   江戸（17C）   

34   漆工 四季草花蒔絵木銚子 大垣昌訓 大正-昭和（20C）   

35   金工 古芦屋香図釜   室町（16C）   

36   金工 姫瓜釜 辻与次郎 
桃山-江戸（16-

17C） 
  

37   その他 茶杓・筒 
茶杓：伝 珠徳 

筒：久田宗也 

室町（15-16C） 

江戸（18C） 
  

38   その他 共筒茶杓  小堀遠州 江戸（17C）   

39   その他 共筒茶杓 銘 明暦々 越沢宗見 昭和（20C）   

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

41   その他 
耕雲庵古材梅茶杓 歌銘 

玉章 

茶杓：丸岡樹仙 

筒：越沢宗見 
昭和（20C）   

42   その他 
三笠宮崇仁親王筒書「耕

雲」茶杓 
  昭和 38 年（1963）   

43   資料 開館準備を報じる新聞記事   昭和 40 年（1965）   

44   資料 中村記念館の庭園設計図 丸岡樹仙 昭和 41 年（1966）   

45   資料 開館記念展の会記   昭和 41 年（1966）   

46   資料 中村記念館の建物の由来   昭和 45 年（1970）   

47   書籍 金沢 茶道と美術 中村栄俊 昭和 53 年（1978）   

 

1F 展示 「十代大樋長左衛門特集 ～中村栄俊翁と若い頃から親交があった十代大樋長左

衛門氏の多彩な作陶の世界～」 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 

1 陶磁 三彩水指 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 昭和 57 年（1982） 

2 陶磁 飴茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 昭和 62 年（1987） 

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

4 陶磁 赤茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 16 年（2004） 

5 陶磁 三彩花鳥文茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 18 年（2006） 

6 陶磁 色絵紅毛焼点々文茶盌 
絵付：十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 

素地：大樋年雄（十一代 大樋長左衛門） 
平成 19 年（2007） 

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

8 陶磁 藍紅毛花文茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 21 年（2009） 
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２．自主事業及び財団事業 

 

（１）ギャラリートーク 

  学芸員による展覧会解説。 

No. 実施日 内容 人数 

1 4 月 9 日（土） 特別展 中村コレクション名品展Ⅰ 9 人 

2 5 月 6 日（金） 特別展 中村コレクション名品展Ⅱ 29 人 

3 5 月 7 日（土） 特別展 中村コレクション名品展Ⅱ 26 人 

4 6 月 11 日（土） 特別展 中村コレクション名品展Ⅱ 37 人 

5 7 月 1 日（金） 企画展 香を楽しむ道具たち 20 人 

6 7 月 2 日（土） 企画展 香を楽しむ道具たち 8 人 

7 8 月 26 日（金） 企画展 香を楽しむ道具たち 15 人 

8 8 月 27 日（土） 企画展 香を楽しむ道具たち 9 人 

9 9 月 30 日（金） 特別展 書跡と文房具 8 人 

10 10 月 1 日（土） 特別展 書跡と文房具 14 人 

11 11 月 5 日（土） 特別展 書跡と文房具 15 人 

12 11 月 26 日（土） 特別展 書跡と文房具 21 人 

13 12 月 17 日（土） 企画展 新年を祝うめでたいしるし 11 人 

14 2 月 25 日（土） 特別展 中村栄俊翁と同時代の人びと 8 人 

15 3 月 11 日（土） 特別展 中村栄俊翁と同時代の人びと 25 人 

合計 255 人 

 

 

（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 4/29～5/8 10日 1,377人 137.7人 

春の座敷飾り ～日本間の彩り～ 3/29～4/9 3日/12日 251人 83.7人 

合計 13日 1,628人 125.2人 

 

 

（３）開館５０周年記念耕雲庵呈茶イベント 

    中村記念美術館の母体となる中村記念館を中村栄俊氏が昭和 41年 5月 5 日に開館させ

た。開館 50周年の記念日に、茶室「耕雲庵」においてお茶を楽しむ呈茶イベントを開催。 

開催日：平成 28 年５月５日（木・祝） 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    参加者：80名 

    参加費：510 円 
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（４）子ども博物館セミナー事業 第 14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 28 年 7月 30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：78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 

 

 

（５）第 25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 25 回目の今回は、「七夕」をテーマに星合香という組香

を楽しんだ。 

    開催日：平成 28 年 8月 7 日（日）10:00～15:00 【5 席】 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：192 名 

    参加費：1,000 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 

 

 

（６）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 28 年 10月 8日（土）、9日（日）18:30～20:00 【2 席／日】 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    参加者：92名 

    参加費：800 円 

    協 力：表千家布施社中、裏千家加納社中 
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（７）第 17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 29 年 1月 14日（土）13:30～15:30 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：35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 

 

 

（８）第 27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 29 年 3月 20日（月・祝）9:00～15:00 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：305 名 

    参加費：1,000 円 

    主 管：表千家同門会石川県支部 

 

 

（９）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 

5/3（火・祝）、7/22（金）、9/16（土）、10/8（土）、10/9（日）、 

10/22（土）、10/23（日） 
7 日 180 名 

   ※9 月 16 日は、夜間開館の他に、「夜のミュージアムツアー」（29名）及び「ARお伽噺」

（41 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。 

 

 

（10）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 【3～12月】10:00～16:30（受付 16:00 まで） 

         【 1～2月】11:00～16:00（受付 15:30 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 
666 916 523 509 699 509 677 627 355 275 340 664 6,760 563 
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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 105 号（700 部、平成 28年 6 月 18 日発行） 

第 106 号（700 部、平成 28年 9 月 14 日発行） 

第 107 号（650 部、平成 28年 12月 5 日発行） 

第 108 号（650 部、平成 29年 2 月 5 日発行） 

 

 

（２）事業 

実施日 内容 講師 参加者 

5 月 24 日（火） 

5 月 25 日（水） 
見て歩こう会「まちなか茶室めぐり」 北村渉（元中村記念美術館長） 56 名 

7 月 16 日（土） 
講座「お香トーク ～香にまつわるエトセ

トラ～」 
池田英津子（香屋店長） 56 名 

9 月 29 日（木） 

10 月 4 日（火） 

友の会旅行 徳川美術館 特別展「ベスト

＠トクガワ」 
 90 名 

11 月 4 日（金） 
美術鑑賞会 くらしの博物館 特別展「金

沢の獅子舞」 

東條さやか（くらしの博物館学

芸員） 
6 名 

11 月 19 日（土） 友の会茶会 表千家出村宗貞社中 103 名 

12 月 21 日（水） ミュージアムコンサート 癒しのデュオ 
伊田多喜（バイオリン） 

伊田直樹（チェロ） 
64 名 

2 月 22 日（水） 工房見学「第 14 代 宮崎寒雉釜」 第 14 代 宮崎寒雉 23 名 

3 月 11 日（土） 講座「中村記念館の思い出」 嶋崎丞（石川県立美術館長） 52 名 

 

 

 

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 16 13 2 

5 月 20 28 29 2 

6 月 13 10 7 2 

7 月 7 5 1 3 

8 月 14 11 14 1 

9 月 9 9 12 0 

10 月 21 37 16 0 

11 月 20 21 11 3 

12 月 8 7 5 0 

1 月 19 7 4 0 

2 月 11 11 6 0 

3 月 15 22 24 0 

小計 180 184 142 13 

年計 519 
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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 28 年度は、8 月 7日から 6日間の日

程で、8名の実習生を受け入れた。 

実施日 内容 実習施設 

8 月 7 日（日） 
午前 オリエンテーション 金沢ふるさと偉人館 

午後 調書作成、書籍資料の取り扱い 徳田秋聲記念館 

8 月 8 日（月） 終日 古文書の取り扱い 前田土佐守資料館 

8 月 9 日（火） 終日 掛軸、桐箱の取り扱い 中村記念美術館 

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

8 月 11 日（木・祝） 終日 企画プランニング 中村記念美術館 

8 月 12 日（金） 午前 プランニング発表会、修了会 中村記念美術館 

 

 

 

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 28 年度購入及び寄附、寄託 

    ・購入  0 点 

    ・寄附 17点（絵画 2、書跡 3、漆工 6、陶磁 3、金工 2、その他 1） 

    ・寄託 27点（絵画 26、書跡 1） 

 

 寄附作品一覧 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 寄附者名 

1 絵画 不動明王 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 籔下恵美氏 

2 絵画 春興 田村彩天 大正-昭和（20C） 籔下恵美氏 

3 書跡 前田斉泰双幅 前田斉泰 江戸（19C） 籔下恵美氏 

4 書跡 春日懐紙「山家残暑」 中臣祐定 鎌倉・仁治 2 年（1241） 籔下恵美氏 

5 書跡 春日懐紙「田家螢火」 中臣祐定 鎌倉・仁治 2 年（1241） 籔下恵美氏 

6 漆工 五節句蒔絵盃・千鳥蒔絵盃台 大垣馬笑 明治-大正（20C） 籔下恵美氏 

「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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No. 分野 作品名 作者名 制作年代 寄附者 

7 漆工 楽器蒔絵盃洗 大垣馬笑 明治-大正（20C） 籔下恵美氏 

8 漆工 稲穂蒔絵吸物椀 沢田宗沢 明治（19-20C） 籔下恵美氏 

9 漆工 鶴亀蒔絵盃・盃台 五十嵐随甫 明治（19-20C） 籔下恵美氏 

10 漆工 花鳥蒔絵三組盃・盃台 五十嵐随甫 明治（19-20C） 籔下恵美氏 

11 漆工 蝙蝠蒔絵厚物椀   
 

籔下恵美氏 

12 陶磁 花鳥図馬上盃 清水清閑 江戸-大正（19-20C） 籔下恵美氏 

13 陶磁 染付オランダ皿   
 

籔下恵美氏 

14 陶磁 九谷色絵金彩四季耕作図煎茶器 水田生山 明治-大正（19-20C） 籔下恵美氏 

15 金工 夜桜菓子鉢 初代 山川孝次 江戸（19C） 籔下恵美氏 

16 金工 花筏象嵌鐙 銘 盛次 
 

籔下恵美氏 

17 その他 神代杉柾目造板目象嵌箱 福嶋則夫 平成 27 年（2015） 瀬村隆治氏 

 

 寄託作品一覧 

No 分野 作品名 作者名 制作年代 寄託者 

1 書 あかあかと 句文懐紙 松尾芭蕉 江戸（17C） 個人 

2 絵画 朝日に波図 岸岱 江戸（18-19C） 個人 

3 絵画 羽子板図 谷文晁 江戸（18-19C） 個人 

4 絵画 観音図 雪舟等楊 室町（15-16C） 個人 

5 絵画 紙雛図 土佐光孚 江戸（18-19C） 個人 

6 絵画 酒中仙 即中斎自画賛 即中斎 昭和（20C） 個人 

7 絵画 戯画 こひきとっくり 田山方南 昭和 39 年（1964） 個人 

8 絵画 たわむるる仔猫 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

9 絵画 嵐峡遊舟 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

10 絵画 冬隣 紺谷光俊 昭和 5 年（1930） 個人 

11 絵画 麗人打鼓 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

12 絵画 桜美人 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

13 絵画 追羽根 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

14 絵画 桜小禽 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

15 絵画 小鍛治 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

16 絵画 子守歌 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

17 絵画 鹿（雪中双鹿） 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

18 絵画 鶴（雪渓松鶴、冬景松鶴） 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

19 絵画 つみくさ 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

20 絵画 鶏（暁鶏聲） 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

21 絵画 香巌撃竹 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

22 絵画 楼閣山水 紺谷光俊 大正（20C） 個人 

23 絵画 野外遊楽 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

24 絵画 秋草 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

25 絵画 秀吉公晩年之像 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

26 絵画 雲の晴れ間 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

27 絵画 晩夏 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 個人 

 

 

 

（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 28 年度：9 月 7～8日）。 
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平成 28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 147 72 298 223 130 25 12 184 1,091 

    （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 

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 28年度 

金沢市立中村記念美術館年報 第 39号 

「梅庵のたより」 
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