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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 30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「色彩対決！ シャガール VS KOGEI」 3/3～4/10 10/39日 763人 76.3人 

特別展「美のチカラ～茶事の妙～」 
【主催：金沢美術倶楽部100周年実行委員会、金沢市】 

4/21～5/20    29日 9,450人 325.9人 

コレクション展「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 6/1～9/2    94日 5,413人 57.6人 

新収蔵作品展 ～茶道具ニューフェイス！～ 9/8～10/15    38日 3,223人 84.8人 

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業 
特別展「茶の湯の道具 Modern & Classic」 

10/26～12/9    45日 4,200人 93.3人 

企画展「キラキラ☆うるしワールド」 
【主催：中村記念美術館、金沢漆芸会】 

2/9～4/14 48/62日 3,717人 77.4人 

展覧会入館者  計   264日 26,766人 101.4人 

展示入替期間中 計   －     133人 － 

合   計   － 
   

26,889人 
－ 

 

 

（２） 展覧会記録 

① 展覧会名：企画展「色彩対決！ シャガール vs KOGEI」 

開催期間：平成 30 年３月３日（土）～4 月 10 日（日） 【10日間／39 日】 

後  援：北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送 

概  要：色彩に焦点をあてた展覧会。当館所蔵リトグラフ「エルサレム・ウィンドウ」

は、マルク・シャガールがエルサレムの礼拝堂を飾るステンドグラスの絵柄を

もとに制作された作品で、ユダヤの 12 部族が赤・黄・緑・青・紫の鮮やかな

色彩で表現されている。この作品と、陶磁や漆芸などの工芸作品に見られる伝

統的な色が出会った時、どのような共鳴を見せるのか。シャガールと日本の工

芸作品による色彩の豊かさを実感できるよう 46 作品（57 点）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 所蔵者 

1  絵画 

エルサレム・ウインドウ 

「レビ族」、「ネプタリ族」、「ヨ

セフ族」、「アシュール族」、「シ

ザシュール族」、「ガド族」、「ル

バン族」、「ダン族」、ベンジャ

ミン族」、「シメオン族」、「ユ

ダ族」、「サブロン族」 

マルク・シャガール 1964 年  

2  陶磁 松之絵皆具 二代 中村梅山 平成 2 年（1990）   

3  陶磁 松之絵茶碗 二代 中村梅山 平成 2 年（1990）   

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

5   陶磁 色絵春園花器 戸出政志 昭和58年（1983）   

6   漆工 遊魚漆飾盆 小松芳光 平成 3 年（1991）   

7   漆工 吉野山蒔絵文台・硯箱  江戸（17C）   
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

8   陶磁 黄交趾竜鳳凰文向付 永楽妙全 大正（20C）   

９   陶磁 黄交趾牡丹花唐草文鉢 永楽妙全 大正（20C）  

10   陶磁 釉裏金彩牡丹文飾皿 吉田美統 昭和58年（1983）   

11  陶磁 萌葱釉裏金彩鉢 竹田恒夫 昭和53年（1978）   

12   陶磁 緑地釉裏金彩水指 二代 松本佐吉 昭和57年（1982）   

13  陶磁 貼花文緑釉茶盌 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成18年（2006）    

14  陶磁 碧釉貼花紋花入 十代 大樋長左衛門（陶冶斎） 平成 9 年（1997）   

15   絵画 玉堂柱石図 山本梅逸 
江戸・文政元年 

（1818） 
  

16   絵画 千巌万壑図 山田介堂 大正 8 年（1919）  

17  陶磁 吉田屋六角瓢形徳利 吉田屋窯 江戸（19C）   

18   陶磁 古九谷瑠璃瓢形徳利  江戸（17C）   

19  染織 染額「水辺」 成竹登茂男 昭和56年（1981）   

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

21   陶磁 古九谷青手山水図平鉢  江戸（17C）   

22  陶磁 燿彩飾皿「黎明」 三代 徳田八十吉 昭和63年（1988）   

23   陶磁 色絵サボテン之図飾壺 戸出政志 昭和59年（1984）   

24   陶磁 早春譜花瓶 松本佐一 昭和（20C）   

25   染織 染額「草相撲」 二代 由水十久 平成 9 年（1997）   

26  陶磁 刻色絵霊峰交歓飾皿 浅蔵五十吉 昭和60年（1985）   

27   陶磁 古九谷山水図鉦形鉢  江戸時代（17C）   

28  陶磁 九谷染付竜鳳凰文瓢形大徳利  江戸-明治（19C）   

29  陶磁 燿彩壺「恒河」 三代 徳田八十吉 平成10年（1998）   

30   陶磁 古九谷柏葉形小皿  江戸（17C）  

31  染織 染額「花鳥」 木村雨山 昭和（20C）   

32   陶磁 彩陶刻線丸紋壷 北出不二雄 昭和53年（1978）   

33   陶磁 彩釉陶「雲垂れる蓮池」 北出不二雄 平成 5 年（1993）   

34   染織 染額「もくれん」 毎田健治 昭和（20C）   

35   陶磁 飾皿「春よ」 藤村正美 昭和56年（1981）   

36   陶磁 伊万里色絵檜垣文鉢  江戸（17-18C）   

37   陶磁 伊万里色絵寿字独楽形鉢  江戸（17-18C）   

38   漆工 乾漆菓子器 岡山三州 昭和50年（1975）   

39   漆工 明保乃水指 高村表恵 昭和56年（1981）   

40   漆工 梅文卓 野村広近 昭和54年（1979）   

41   漆工 漆皮盛器 坂下直大 昭和56年（1981）   

42   漆工 朱彩食籠 片山雅博 昭和61年（1986）   

43   漆工 曲輪造毬形朱喰篭 赤地友哉 昭和59年（1984）   

44   陶磁 九谷色絵人物図平鉢 九谷庄三 明治（19C）   

45   漆工 鷹蒔絵大盃・盃台 沢田宗沢  明治（19-20C）   

46   漆工 石橋蒔絵大盃・盃台 二木成抱 大正-昭和（20C）   

 

 

 

② 展覧会名：beyond2020・東アジア文化都市プログラム  特別展「美のチカラ ～茶事の妙～」 

開催期間：前期=平成 30年 4月 21日（土）～5月 6 日（日） 

後期=平成 30年 5 月 8 日（火）～5 月 20 日（日） 【29 日間】 

【展示入替休館：５月 7日（月）】 

主  催：金沢美術倶楽部 100 周年実行委員会、金沢市 
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特別協力：北國新聞社 

後  援：文化庁、石川県、金沢商工会議所、石川県茶道協会、ＮＨＫ金沢放送局、北陸放

送、テレビ金沢、石川テレビ放送、北陸朝日放送、金沢ケーブルテレビネット 

協  力：北陸大学、淡交会石川支部、同門会石川県支部、石川県茶業商工組合、石川県

菓子工業組合金沢支部、金沢市料理業組合、金沢芽生会 

概  要：日本文化の代表的なものの一つに「茶の湯」がある。加賀藩では、初代の前田

利家以来、歴代藩主が茶の湯に深い関心を寄せており、利家と利長は茶聖とも

称せされる千利休から直接手ほどきを受けている。その後、小堀遠州、金森宗

和、裏千家の千仙叟をはじめとする茶人たちと交流を深めるとともに、茶の湯

を広く奨励したところから、家臣はもとより金沢城下の町人や職人などの世界

にまで、幅広く層が広がった。以来、茶会で用いられる道具類や茶室の空間を

演出する品々は、金沢の伝統工芸の礎となり、「茶の湯」は金沢の文化を語る上

で欠くことができない存在となった。 

本展では、唐物、高麗物をはじめとする茶道具の名品を展示し、取り合わせの

“妙”を体感することにより、茶道具による文化の伝播や広がりを俯瞰する。そ

して茶の湯や美術品との出会いを通じて「金沢」の持つ個性と誇りを表現する

とともに、金沢の文化の礎ともいえる茶道具の取り合わせの「妙」を表現し、

鑑賞者があたかも茶事を体験しているかのような展覧会を開催した。 

また、本展は金沢美術倶楽部が創立 100 周年を迎えるに当たり、金沢美術倶楽

部 100 周年実行委員会と金沢市が共同で開催し、石川県立美術館及び金沢 21

世紀美術館市民ギャラリーにおいても関連の記念展観を実行委員会において３

会場同時開催の展覧会として実施した。 

 

展示品一覧 【前期】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

1  花鳥画賛 銭舜擧 元（13C） 個人 

2  織部梅鉢文火入  桃山（16-17C） 個人 

3  松行李蓋莨盆   個人 

4  古染付柳図汲出茶碗 五客  明（17C） 個人 

5 ◎ 墨跡 偈頌 夢窓疎石 室町・貞和 5 年（1349） 中村記念美術館 

6  阿弥陀堂釜 辻与次郎 桃山（16-17C） 個人 

7  木地炉縁 銘 聴松  江戸（17C） 個人 

8  黄瀬戸根太香合  桃山（16C） 北陸大学 

9  唐物籐組桔梗形炭斗  江戸（17-18C） 個人 

10  青鸞羽箒   個人 

11  金象嵌釜鐶 埋忠  個人 

12  桑柄大事形火箸  江戸（17C） 個人 

13  素焼灰器 長次郎 桃山（16-17C） 個人 

14  桑柄灰匙   個人 

15  籐組釜敷  室町（16C） 個人 

16  銹絵染付松原図向付 五客 尾形乾山 江戸（18C） 個人 

17  蜀江文蒔絵銚子 大垣昌訓 明治-大正（19-20C） 安江金箔工芸館 

18  朱塗螺鈿桜文椀 五客 松田権六 昭和 38 年（1963） 中村記念美術館 

19  織部扇面手鉢  桃山（16-17C） 個人 

20  呉須赤絵金花鳥鉢  明（17C） 個人 

21  古九谷桜川文瓢徳利  江戸（17C） 中村記念美術館 

22  絵粉引徳利  李朝（15C） 石川県立美術館 
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No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

23  志野撫四方酒呑  桃山（16C） 畠山記念館 

24  椿手盃  桃山（16-17C） 個人 

25  赤絵龍文盃  隆慶年間（1567-1572） 梅澤記念館 

26  祥瑞猿鹿文盃  明（17C） 梅澤記念館 

27  青磁桶側盃  明（16-17C） 個人 

28  色絵阿蘭陀升小鉢  オランダ （17C） 個人 

29  萌黄地金襴手鉢  明（16-17C） イセ文化基金 

30  斑唐津鉢  江戸（17C） 個人 

31  竹一重切花入 千利休 桃山（16C） 個人 

32  紹鷗信楽鬼桶水指  室町（16C） 湯木美術館 

33  古瀬戸肩衝茶入 銘 山名  桃山（16C） 個人 

34 ◎ 大井戸茶碗 銘 筒井筒  李朝（15-16C） 個人 

35  益田間道帛紗  東南アジア（18C） 個人 

36  竹 虫喰茶杓 千利休 桃山（16C） 中村記念美術館 

37  南蛮〆切糸目建水  東南アジア（16C） 北陸大学 

38  枯竹蓋置 細川三斎在判  桃山-江戸（16-17C） 個人 

39  銀嶺富士図 与謝蕪村 江戸（18C） 
富山市佐藤記念

美術館 

40  古染付高砂花入  明（17C） 個人 

41  松蔦葛図硯箱 清水九兵衛 江戸（17C） 個人 

42  柏釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C） 個人 

43  高台寺蒔絵炉縁  江戸（17C） 個人 

44 ○△ 砧青磁平水指 銘 青海波  南宋-元（12-13C） 中村記念美術館 

45  住吉蒔絵平棗 山本春正 江戸（17C） イセ文化基金 

46  竹茶杓 歌銘 羽衣 小堀遠州 江戸（17C） 個人 

47  御本立鶴茶碗 銘 宇禰野   個人 

48  高取掛分茶碗  江戸（17C） 個人 

49  流釉茶碗 銘 片男波 野々村仁清 江戸（17C） 個人 

50  砂張建水  東南アジア（16-17C） 個人 

51  祥瑞輪蓋置  明（17C） 個人 

52  堆黄龍文盆  萬暦年間（1573-1620) 個人 

53  遠州好溜塗瓢透莨盆  昭和（20C） 個人 

54  呉須日月鳳凰火入  明（17C） 個人 

55  独楽莨入  東南アジア（17C） 個人 

56  水口煙管  桃山（16-17C） 個人 

 

展示品一覧 【後期】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

1  平治物語 六波羅合戦巻 断簡  鎌倉（13C） イセ文化基金 

2  織部輪花火入  江戸（17C） 個人 

3  真塗透莨盆  江戸（19C） 個人 

4  南京赤絵牡丹図汲出茶碗 五客  明（17C） 個人 

5  継色紙 「くるるかと」 伝 小野道風 平安（10-11C） 三井記念美術館 

6  利休所持魚々子蓋、筒釜 筒釜：大西浄清 
蓋：桃山（16C） 

釜：江戸（17C） 
個人 

7  雲華焼雲龍風炉 天下一宗四郎 江戸（17C） 個人 

8  古九谷鶴図長皿 五客  江戸（17C） イセ文化基金 

9  鉄糸目銚子 七宝・織部蓋添  江戸（18-19C） 個人 

10  藻貝蒔絵菜盛椀 五客 大垣昌訓 大正-昭和（20C） 中村記念美術館 
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No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

11  鼠志野草文額皿  桃山（16-17C） 個人 

12  色絵牡丹図透鉢 尾形乾山 江戸（18C） 個人 

13  天啓赤絵有平文角徳利  明（17C） イセ文化基金 

14  備前徳利 小堀遠州和歌添  桃山（16-17C） 個人 

15  黄瀬戸六角盃  桃山（16-17C） 個人 

16  絵唐津皮鯨盃  桃山（16-17C） 個人 

17  粉引盃  李朝（15-16C） 個人 

18  祥瑞福寿慶寧文字入盃  明（17C） 梅澤記念館 

19  五彩蓮池水禽文盃  康熙年間（1662-1722） 梅澤記念館 

20  瀬戸扇面小鉢  江戸（17C） 個人 

21  青磁刻花片口  元（13-14C） イセ文化基金 

22  御本三島鉢  李朝（17C） 個人 

23  堆朱山水舟人物文香合  明（15C） 個人 

24  唐物籐組炭斗  江戸（17C） 個人 

25  鴻鶴羽箒   個人 

26  金唐草象嵌大角豆割鐶 金盛徳元  個人 

27  金唐草象嵌火箸 埋忠  個人 

28  雲華焼灰器 上田宗品 江戸（18C） 個人 

29  唐物象嵌灰匙   個人 

30  籐組七芒星透釜敷  室町（16C） 個人 

31  竹一重切花入 相州鶴間之竹 小堀遠州 江戸・寛永 19年（1642） 中村記念美術館 

32  南蛮縄簾水指  東南アジア（17C） 個人 

33  古瀬戸肩衝茶入 銘 故郷  桃山（16C） 個人 

34  千種伊羅保茶碗  李朝（16-17C） 個人 

35  遠州緞子帛紗  明（17C） 個人 

36  竹茶杓 歌銘 松島 小堀遠州 江戸（17C） 個人 

37  睡漁夫画賛 

画：松花堂昭乗 

賛：玉室和尚・沢

庵和尚・江月和尚 

江戸（17C） 個人 

38  青磁鯱耳花入  南宋-元（13-14C） 個人 

39 ◎ 作庭記 伝 後京極良経 鎌倉（13C） 個人 

40  青貝龍文軸盆  明（16-17C） 中村記念美術館 

41  芦屋住吉地紋切合風炉釜  江戸（17C） 個人 

42  祥瑞山水丸文水指  明（17C） 個人 

43  色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C） 中村記念美術館 

44  竹茶杓 銘 あま小舟 金森宗和 江戸（17C） 個人 

45  古三島茶碗 銘 亭  李朝（15-16C） 畠山記念館 

46  赤楽茶碗 銘 虹 楽 道入 江戸（17C） 個人 

47  朝日胴紐茶碗  江戸（17C） 個人 

48  高取前押建水  江戸（17C） 個人 

49  鉄碇形蓋置 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C） 個人 

50  紅花緑葉龍文梅花形盆  萬暦年間（1573-1620) 中村記念美術館 

51  黒柿手付莨盆   個人 

52  呉須水玉文火入  明（17C） 個人 

53  蒟醤莨入  東南アジア（17C） 個人 

54  水口煙管  桃山（16-17C） 個人 
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③ 展覧会名：コレクション展「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 

       テーマ展示「屏風にかこまれて」 

開催期間：平成 30 年 6月 1日（金）～９月 2 日（日） 【94 日間】 

概  要：所蔵品からテーマ別に作品を抽出する展覧会シリーズ「工芸セレクション」の

第二弾。これまで展示機会の少なかった作品にも光を当てることにより展示企

画の幅を広げることを目指したシリーズである。本展では、渋い肌が魅力の

「茶釜」と、小振りで華麗な「香合」を取り上げた。釜は数ある茶道具の中で

も茶会の最初から最後まで茶室にあると同時に、湯を沸かす上で非常に重要な

道具であり、炉や風炉に炭を継いだ後、空気を清らかにするために炭に加える

お香のための器である香合もまたお茶席には欠かすことのできない道具であ

る。釜の重厚感と手のひらにすっぽりと収まる小さなサイズで素材もさまざま

な香合の競演を楽しんでもらう展覧会とした。 

また、テーマ展示として、展示室の一部を区切り、三面の展示ケースに屏風を

展示し、屏風に囲まれて寛ぐという場を設えた。 

 

展示品一覧 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 期間 

1   姫瓜釜 辻与次郎 桃山-江戸（16-17C）   

2   古芦屋香図釜  室町（16C）   

3   古天命猿摘釜  室町（16C）   

4   繰口丸釜 伝 辻与次郎    

5   霰棗釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17-18C）   

6   障泥形釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C）  

7   乙御前釜 初代 宮﨑寒雉 江戸・明暦 3 年（1657）  

8   霰鉈作釜 伝 三代 宮﨑寒雉   

9   塩屋釜 十二代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

10   柏葉釜 十二代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

11   宮嶋釜 十二代 宮﨑寒雉 大正-昭和（20C）  

12   甲釜 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

13   松地紋真形釜 十三代 宮﨑寒雉 平成 3 年（1991）  

14   涛声釜 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

15   矢筈釜 十四代 宮﨑寒雉 平成 9 年（1997）  

16   瓢形釜 横河九左衛門 江戸（19C）  

17   俵形釜 六代 名越浄越 江戸・文化 11 年（1814）  

18   蝶文象嵌釜鐶 高橋因幡 江戸  

19   大角豆形釜鐶 伝 金盛徳元 桃山（16-17C）  

20   松竹梅文象嵌鉄釜鐶 七代 中川浄益 江戸（19C）   

21   渦形鉄釜鐶「磯辺」 米沢弘安 昭和 38 年頃（1963）   

22   梅文象嵌釜鐶 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C）   

23   一二三鐶 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C）   

24   象嵌唐草文釜釣 村沢国則 江戸-明治（19C）   

25   万代屋手取釜 伝 横河九左衛門 江戸（19C）   

26   文福手取釜 十三代 宮﨑寒雉 昭和-平成（20C）   

27   象嵌蝶文手取釜・唐銅風炉 十一代 宮﨑寒雉 明治-大正（20C）   

28   唐銅琉球風炉・田口釜  伝 大西浄元    

29   紅鉢風炉 六代 大樋長左衛門 江戸（19C）   

30   黒塗土風炉 上棚宗佐 大正-昭和（20C）   

31  牡丹唐草文象嵌唐銅皆具 十二代 宮﨑寒雉 昭和 24 年（1949）  
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No. 指定 作品名 作者名 制作年代 期間 

32   唐銅道安風炉 十三代 宮﨑寒雉 平成 3 年（1991）   

33   唐銅朝鮮風炉 伝 大西浄清    

34   欠風炉 宮﨑寒雉（代不詳） 江戸-明治（19C）   

35   扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C）   

36   乙御前香合 真葛長造 江戸（19C）   

37   唐三彩香合  唐（8C）   

38   交趾鴨香合     

39   交趾菊蟹香合  明（17C）   

40   交趾写竜文香合 十六代 永楽即全 昭和-平成（20C）   

41   伽藍香合 千家九代 了々斎宗左 江戸（18-19C）   

42   黒楽金彩亀香合 楽家十一代 慶入 江戸（19C）   

43   鶴香合 二代 横萩一光 明治-大正（19-20C）   

44   色絵起上り香合 西坂方南 昭和（20C）   

45   大樋打出小槌にねずみ香合 西坂方南 昭和（20C） 前期 

46   青釉瑞鳥文香合 西坂方南 昭和（20C）   

47   大樋布袋香合 初代 大樋長阿弥 昭和（20C）   

48   果実紋香合 戸出政志 昭和（20C）   

49   張甲形牛香合  江戸（18-19C） 前期 

50   欅拭漆造象嵌入香合 二代 池田作美 昭和 62 年（1987）   

51   鳳尾竹香合 銘 要 橋本仙雪 昭和 62 年（1987） 前期 

52   炭香合 坂下直大 平成元年（1989）   

53   青貝唐子文香合  明（16-17C） 前期 

54   湖畔蒔絵香合 寺井直次 平成 8 年（1996） 前期 

55   了々斎好華竹筏香合 野口重春 平成（20-21C） 前期 

56   白竹三日月香合 野口重春 平成（20-21C） 前期 

57   牡丹文朧銀香合 金森映井智 昭和 59 年（1984）   

58   加賀象嵌四歩一香合 米沢弘安 昭和 41 年（1966）   

58   大樋州浜に亀香合 西坂方南 昭和（20C） 後期 

59   象牙蜻蛉文香合 祐二郎  後期 

60   蜻蛉蒔絵香合 榎木 盛 昭和 57 年（1982） 後期  

61   青貝松下人物図香合   後期 

62   独楽塗香合   後期 

63   ぶりぶり香合 野口重春 平成（20-21C） 後期 

64   白竹張菊香合 野口重春 平成（20-21C） 後期 

 

展示品一覧 【今月の一幅】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 期間 

1   一行「竹密不妨流水過」 玉舟宗璠 江戸（17C） 前期 

2  俳句短冊 向井去来 江戸（17-18C） 後期 

 

展示品一覧 【テーマ展示「屏風にかこまれて」】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 期間 

1   四季花鳥図屏風 村 東旭 江戸（19C） 前期 

2   祇園祭礼図屏風 加藤遠沢 江戸（18C） 前期 

3   山水図屏風 岸岱 江戸・天保 8 年（1837） 前期 

4   虎図屏風 伝 狩野常信 江戸（17C） 後期 

5   四季花鳥風俗図屏風 佐々木泉玄 江戸-明治（19C） 後期 

6   千鳥図屏風  桃山-江戸（16-17C） 後期 
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④ 展覧会名：新収蔵作品展 茶道具ニューフェイス！ 

開催期間：平成 30 年 9月 8日（土）～10 月 15日（月） 【38日間】 

概  要：寄付および購入により平成 28～30 年度に新たに所蔵品となった美術工芸品 57

点を紹介する展覧会。前田家伝来の春日懐紙を筆頭に、前田斉泰の書、金沢の

日本画家である紺谷光俊や田村彩天らの絵画、加賀蒔絵の椀、大樋焼の職人西

坂方南の茶碗、十代大樋長左衛門の日展出品作、加賀象嵌の鐙など、多彩な作

品を展示した。 

 

展示品一覧 

No. 作品名 作者名 制作年代 寄贈者名等 

1 ペルシャ孔雀羽文水指 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

2 ペルシャ葉文水指 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

3 ペルシャ豹文菓子鉢 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

4 古唐津写花入 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

5 大樋茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

6 黒茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

7 天目形茶垸 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

8 黒茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

9 黒茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

10 茶碗 銘 黒牡丹 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

11 赤茶碗 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

12 縞文茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

13 浄心茶碗 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

14 句入茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：三代目 市川猿之助 
昭和（20C） 西坂百代氏 

15 沢潟文平茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：三代目 市川猿之助 
昭和（20C） 西坂百代氏 

16 隈取の絵茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：四代目 市川段四郎 
昭和（20C） 西坂百代氏 

17 波に千鳥文赤茶碗 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

18 白蓮歌入茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：柳原白蓮 
昭和（20C） 西坂百代氏 

19 紅白梅文赤茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：畠山錦成 
昭和（20C） 西坂百代氏 

20 茶碗「一花一葉」 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：勅使河原蒼風 
昭和（20C） 西坂百代氏 

21 椿の絵茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：勅使河原蒼風 
昭和（20C） 西坂百代氏 

22 富士の絵茶碗 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：勅使河原蒼風 
昭和（20C） 西坂百代氏 

23 ペルシャ兎文茶碗 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

24 ペルシャ鳥文茶碗 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

25 サハラ砂漠ノ砂ニテ造ル茶盌 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

26 合子「寿福」 
素地・焼成：西坂方南 

絵付：九代目 市川八百蔵 
昭和（20C） 西坂百代氏 

27 ペルシャ鳥文蓋置 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

28 大樋兎文香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

29 色絵波に兎文香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

30 金彩鱗文巾着形香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

31 色絵起上り香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

32 大樋州浜に亀香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

33 梅の絵扇面香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 
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No. 作品名 作者名 制作年代 寄贈者名等 

34 大樋打出小槌にねずみ香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

35 青釉瑞鳥文香合 西坂方南 昭和（20C） 西坂百代氏 

36 御本半使茶碗 銘 山の端  江戸（17-18C） 購入 

37 涛声釜 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C） 川崎美和氏 

38 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 

39 楽器蒔絵盃洗 大垣馬笑 明治-大正（19-20C） 寄贈者名非公開 

40 五節句蒔絵盃・千鳥蒔絵盃台  大垣馬笑 明治-大正（19-20C） 寄贈者名非公開 

41 鶴亀蒔絵盃・祥瑞蒔絵盃台 五十嵐随甫 江戸-明治（19C） 寄贈者名非公開 

42 花鳥蒔絵三組盃・盃台 五十嵐随甫 明治（19C） 寄贈者名非公開 

43 九谷色絵金彩四季耕作図煎茶器 水田生山 明治-大正（20C） 寄贈者名非公開 

44 稲穂蒔絵吸物椀 沢田宗沢 江戸-大正（19-20C） 寄贈者名非公開 

45 蝙蝠蒔絵厚物椀   明治-大正（19-20C） 寄贈者名非公開 

46 染付オランダ皿    寄贈者名非公開 

47 花鳥図馬上杯 清水清閑 江戸-大正（19-20C） 寄贈者名非公開 

48 夜桜菓子鉢 初代 山川孝次 江戸-明治（19C） 寄贈者名非公開 

49 指絵・金彩「双馬行萬里」 十代 大樋長左衛門（陶冶斎) 平成 25 年（2013） 購入 

50 花筏象嵌鐙 銘 盛次 江戸（18C） 寄贈者名非公開 

51 
一行「神静何須卜」 

一行「心閑即是僊」 
前田斉泰 江戸-明治（19C） 寄贈者名非公開 

52 春日懐紙「田家螢火」 中臣祐定 鎌倉（13C） 寄贈者名非公開 

53 春日懐紙「山家残暑」 中臣祐定 鎌倉（13C） 寄贈者名非公開 

54 春興 田村彩天 昭和 3 年（1928） 寄贈者名非公開 

55 不動明王 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 寄贈者名非公開 

56 源氏空蝉図 佐々木泉龍 江戸-明治（19C） 神田嘉人氏 

57 瀧下桜梅開花図 
狩野即誉(江戸期の 2名のう

ち特定できず) 
江戸（17-19C） 神田嘉人氏 

 

展示品一覧 【今月の一幅】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 その他 

1   秋枝図 川端龍子 大正-昭和（20C）   

 

 

 

⑤ 展覧会名：東京国立近代美術館工芸館移転連携事業 

特別展「茶の湯の道具 Modern & Classic」 

開催期間：平成 30 年 10月 26 日（金）～12 月 9日（日） 【45日間】 

主  催：金沢市立中村記念美術館、「東京国立近代美術館工芸館名品展」等実行委員会 

特別協力：東京国立近代美術館 

後  援：北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送 

概  要：茶の湯の道具は、時代が進み茶の湯が盛んになるにつれて、その数と種類を増

やしながら現代に受け継がれてきた。茶の湯では、さまざまな道具を取り合わ

せる中で道具の新たな魅力や個性が見いだされ、この取り合わせの“妙”こそ

が、茶の湯の道具の大きな楽しみといえる。東京国立近代美術館工芸館所蔵の

近現代の茶の湯の道具と、館所蔵の古美術を中心とした道具を組み合わせて展

示することで、古い道具と、現代の作家が生み出した道具との間に、どのよう

なハーモニーが生まれるのかを楽しんでいただく展覧会として開催した。 
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展示品一覧 

 プロローグ 風炉の名残の取り合わせ ～風炉・薄茶～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

1  三行 「一路寒山萬木中」 前田斉広 
江戸・文政 2 年

（1819） 
  

2  萩旅枕花入 十代 三輪休雪 昭和（20C）   

3  神代杉無地四方盆 野口重春 昭和-平成（20C）   

4  虫喰茶杓 千利休 
茶杓・共筒：桃山（16C） 

替筒：江戸（17C） 
  

5  菊蒔絵棗  江戸（17C）   

6  飴釉茶碗 銘 侘の友 五代 大樋長左衛門 江戸（18-19C）   

7  黒釉葉文碗 石黒宗麿  昭和 29 年（1954） 東京国立近代美術館 

8  備前火襷水指  江戸（17C）   

9  瓢形釜 横河九左衛門（代不詳） 江戸（19C）   

10  欠風炉 宮﨑寒雉（代不詳） 江戸-明治（19C）   

11  桑縁筬形風炉先屏風 氷見晃堂 昭和（20C）   

 

 開炉の取り合わせ ～炉・薄茶～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

12  一行「萬歳楽」 宙宝宗宇 江戸（19C）  

13  古銅耳付四方花生    

14  交趾菊蟹香合  明（17C）  

15  四季花文だつま釜 長野垤志 昭和 35 年（1960） 東京国立近代美術館 

16  瑞松炉縁 小松芳光 昭和 54 年（1979）  

17  長生の器 松田権六 昭和 15 年（1940）  

18  紅花緑葉竜文梅花形盆  
明・万暦年間 

（1573-1620） 
 

19 △ 共筒茶杓 小堀遠州 江戸（17C）  

20  截金茶入 斎田梅亭 昭和 45 年（1970） 東京国立近代美術館 

21  赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C）  

22  古九谷山水文水指  江戸（17C）  

23  溜塗二重棚 十一代 中村宗哲 昭和（20C）  

 

 春の祝いの茶会の取り合わせ ～炉・濃茶～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

24  井手玉川図 狩野探幽 江戸（17C）  

25  黒楽金彩亀香合 楽家十一代 慶入 江戸（19C）  

26  金赤被椿文蓋物 青野武市 平成 5 年（1993） 東京国立近代美術館 

27 ◎ 墨跡 偈頌 夢窓疎石 室町・貞和 5 年（1349）  

28  青磁鯉耳花生 龍泉窯 明（16-17C）  

29  末広釜 角谷一圭   昭和 54 年（1979） 東京国立近代美術館 

30  高台寺蒔絵炉縁 上棚宗佐 大正-昭和（20C）  

31 △ 
唐物肩衝茶入  利休小肩

衝 
 南宋-明（13-15C）  

32  共筒茶杓 銘 日々栄 表千家十三代 即中斎 昭和（20C）  

33 〇△ 青井戸茶碗 銘 雲井  李朝（16C）  

34  彩磁延寿文水指 板谷波山  昭和 17 年（1942） 東京国立近代美術館 

35  高麗卓 沢本秀岳 平成 6 年（1994）  
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 初夏の茶会の取り合わせ ～風炉・薄茶～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

36  一行 「竹密不妨流水過」 玉舟宗璠 江戸（17C）  

37  朧銀杵形花器 髙村豊周  昭和 36 年 （1961） 東京国立近代美術館 

38  カンナ大鉢 藤田喬平  昭和 53 年（1978） 東京国立近代美術館 

39  竹網代四方盆 橋本仙雪 昭和 57 年（1982）  

40  斗々屋茶碗 銘 青苔  李朝（17C）  

41  祥瑞写松竹梅文茶碗 永楽家十五代 正全 昭和（20C）  

42  共筒茶杓 銘 清風 表千家九代 了々斎 江戸（19C）  

43  波に車蒔絵棗 由木尾雪雄 大正 11 年（1922）頃  

44  水指 彩光 岩田藤七 昭和 51 年（1976） 東京国立近代美術館 

45  松ノ木丸卓 野口重春 平成（20C）  

46  唐銅琉球風炉・田口釜  伝 大西浄元 江戸（18-19C）  

47  水玉透風炉先屏風 野口重春 昭和-平成（20C）  

 

 初秋の茶会の取り合わせ ～風炉・薄茶～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

48  竜田川蒔絵硯箱  江戸中期（18C 頃）  

49  春日懐紙 中臣祐有 鎌倉・仁治２年（1241）  

50  花籃 宝殿 飯塚琅玕斎   昭和 23 年（1948）頃 東京国立近代美術館 

51  
パート・ド・ヴェール蓋物 

白寿 
石田 亘 平成 12 年（2000） 東京国立近代美術館 

52  曲輪造彩漆鉢 赤地友哉 昭和 36 年（1961） 東京国立近代美術館 

53  梅造茶杓 灰外達夫 昭和-平成（20-21C）  

54  金鎌倉五稜茶器 黒田辰秋   昭和 55 年（1980）頃 東京国立近代美術館 

55  黒織部沓茶碗  桃山-江戸（17C）  

56  ラスター彩人物文茶盌 加藤卓男   平成 5 年（1993）頃 東京国立近代美術館 

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

58  金彩銀兎文水指 増田三男   昭和 57 年（1982） 東京国立近代美術館 

59  桐四方棚 二代 伊藤伊斎 昭和（20C）  

60  
山水文真形釜・牡丹唐草文

象嵌唐銅風炉 
十二代 宮﨑寒雉 昭和 24 年（1949）  

61  網代腰風炉先屏風 野口重春 昭和-平成（20C）  

 

 

 

⑥ 展覧会名：企画展「キラキラ☆うるしワールド」 

開催期間：平成 31 年 2月 9日（土）～4 月 14日（日） 【48 日間／62日】 

主  催：金沢市立中村記念美術館、金沢漆芸会 

後  援：北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送 

概  要：中村記念美術館と、50 周年を迎えた金沢漆芸会とのダブル主催で開催した展覧

会。中村記念美術館が所蔵する近世から現代までの硯箱や棗などの漆芸作品を

展示する第一部と、金沢漆芸会所属作家が制作した現代の作品を展示する第二

部からなる二部構成で、加賀蒔絵や、近代の人間国宝たちの名品、そして現代

の金沢の漆芸作品までを展示した。また、２階展示室の一部にミニ展示とし

て、春の茶道具の取り合わせを展示した。 

 

 



14 

 

展示品一覧 

No. 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

1 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）  

2 宝船蒔絵広蓋   明治（19-20C）  

3 松竹梅鶴蒔絵三方   明治-大正（20C）  

4 松喰鶴蒔絵沈箱 伝 五十嵐道甫 江戸（17C）  

5 菊水蒔絵大棗   江戸（17-18C）  

6 桜蒔絵平棗   江戸（18-19C）  

7 松蒔絵棗 初代 西村松逸 昭和 52 年（1977）  

8 住吉蒔絵平棗 初代 西村松逸 昭和（20C）  

9 四季草花蒔絵木銚子 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

10 松竹梅鶴蒔絵大盃・盃台  五十嵐随甫 江戸-明治（19C）  

11 
花鳥蒔絵三組盃・紅葉尾長鳥蒔

絵盃台 
沢田宗沢  明治（19C）  

12 石橋蒔絵大盃・盃台 二木成抱 大正-昭和（20C）  

13 松鶴蒔絵吸物椀 笹田月暁 大正-昭和（20C）  

14 牡丹文蒔絵提重 米田孫六 江戸-明治（19C）  

15 割貝桜花文椀 松田権六 昭和 38 年 （1963）  

16 青貝十角香炉   19C  

17 青貝竜文軸盆   明（16-17C）  

18 杣田渦文中棗 田中智勝 昭和 56 年（1981）  

19 切金箱 雨煌 江端俊雄 平成 16 年（2004）  

20 孔雀紋手箱 小松芳光 昭和 52 年（1977）  

21 裂模様蒔絵二重小箱 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

22 平文芳苑の棚 大場松魚 昭和 54 年（1979）  

23 蒔絵山路箱 向井武志 平成 4 年（1992）  

24 草文蒔絵小箪笥 二代 砺波宗斎 昭和 55 年（1980）  

25 金胎蒔絵漆箱 美奈面 寺井直次 昭和 62 年 （1987）  

26 乾漆菊形棗 三池宗逸 昭和 42 年（1967）  

27 乾漆菓子器 岡山三州 昭和 50 年（1975）  

28 乾漆筥 煌 新敷孝弘 昭和-平成（20C）  

29 蒔絵牡丹文盤 松田権六 昭和 59 年（1984）  

30 彫金雉子之図黒塗平卓  前 大峰 昭和（20C）  

31 沈金棗 渚 前 史雄 平成 21 年（2009）  

32 沈金漆筥 いばらと蝶 梶 道幸 昭和 57 年（1982）  

33 草花蒔絵笈形重香合      

34 花紅葉蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

35 千両蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

36 渦文蒔絵糸目平椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

37 
「草花蒔絵笈形重香合」の制作

工程検討試作 
福嶋則夫   

38 大垣昌訓作 糸目平碗の模作 金沢漆芸会   

39 乾漆盛器「水の跡」 村谷聡志 平成 30 年（2018） 村谷聡志 

40 雪国蒔絵長薄器 村田百川 平成（20-21C） 村田百川 

41 蒔絵 兜「太平楽」透箱  三代 西村松逸 平成 25 年（2013） 三代 西村松逸 

42 漆絵「芥子」銘々皿 鶴田明子 平成 27 年（2015） 鶴田明子 

43 沈金箱「山路」 鶴田悦子 平成 22 年（2010） 鶴田悦子 

44 輪花 組小鉢 （朱・白） 清水英姿 平成 28 年（2016） 清水英姿 

45 三彩蒔絵足付縁高 村田百川 平成 11 年（1999） 村田百川 

46 彩漆蒔絵 『夢舟』 三代 西村松逸 平成 24 年（2012） 三代 西村松逸 
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No. 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

47 「雪割草」漆芸額 畑 宏 平成 25 年（2013） 畑 宏 

48 「希望の光」平棗 畑 宏 平成 27 年（2015） 畑 宏 

49 俱利文様蒔絵香合 村田百川 平成 29 年（2017） 村田百川 

50 蒔絵「白花逍遥」箱 三代 西村松逸 平成 3 年（1991） 三代 西村松逸 

51 乾漆溜塗盛器「宙の韻」 村谷聡志 平成 29 年（2017） 村谷聡志 

52 平文「蛙」香合 鶴田明子 平成 22 年（2010） 鶴田明子 

53 螺鈿蒔絵「花宇宙」八角箱 清水英姿 平成 15 年（2003）頃 清水英姿 

54 小紋蒔絵茶器 師池一貴 平成 13 年（2001） 師池一貴 

55 Inner side - Outer side 田中信行 平成 29 年（2017） 田中信行 

56 沈金棗「蒼」 鶴田悦子 平成 28 年（2016） 鶴田悦子 

57 秋草蒔絵軸盆 野村大仙 平成 2 年（1990） 野村大仙 

58 平文「芳春」箱 鶴田明子 平成 25 年（2013） 鶴田明子 

59 螺鈿菱文 変塗 提盤 清水英姿 平成 25 年（2013） 清水英姿 

60 「鷭遊ぶ」漆芸額 畑 宏 平成 29 年（2017） 畑 宏 

61 鳳凰蒔絵香合 野村大仙 平成（20-21C） 野村大仙 

62 蒔絵「紫陽花」色紙箱 片山雅博 平成 27 年（2015） 片山雅博 

63 蒔絵箱「風船かずら」 中野孝一 平成 28 年（2016） 中野孝一 

64 金沢盃 金沢漆芸会会員制作 平成 20 年（2008）～ 各作者 

 

 

 

 

２．自主事業及び財団事業 

 

（１）ギャラリートーク 

  学芸員等による展覧会解説。 

No. 実施日 内容 人数 

1 4 月 22 日（日）14:00- 特別展「美のチカラ～茶事の妙～」 講師：谷村庄太郎氏 50 人 

2 5 月 3 日（木・祝）18:00- 特別展「美のチカラ～茶事の妙～」 30 人 

3 5 月 12 日（土）11:00- 特別展「美のチカラ～茶事の妙～」 講師：谷村庄太郎氏 114 人 

4 5 月 19 日（土）11:00- 特別展「美のチカラ～茶事の妙～」 77 人 

5 6 月 16 日（土）14:00- 「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 15 人 

6 7 月 7 日（土）14:00- 「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 14 人 

7 7 月 20 日（金）18:00- 「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 23 人 

8 8 月 18 日（土）14:00- 「工芸セレクションⅡ お釜と香合」 17 人 

9 9 月 22 日（土）14:00- 新収蔵作品展 茶道具ニューフェイス！ 12 人 

10 10 月 6 日（土）14:00- 新収蔵作品展 茶道具ニューフェイス！ 16 人 

11 11 月 10 日（土）14:00- 
特別展「茶の湯の道具 Modern & Classic」  

講師：唐澤昌宏氏 
37 人 

12 11 月 17 日（土）14:00- 特別展「茶の湯の道具 Modern & Classic」 9 人 

13 2 月 23 日（土）14:00- 企画展「キラキラ☆うるしワールド」 23 人 

14 3 月 9 日（土）14:00- 企画展「キラキラ☆うるしワールド」 講師：金沢漆芸会 30 人 

15 3 月 30 日（土）14:00- 企画展「キラキラ☆うるしワールド」 講師：金沢漆芸会 44 人 

合計 511 人 
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（２）「旧中村邸」一般公開 

   日頃は、貸し施設として稼働しているため見学することができない金沢市指定保存建造物で

ある「旧中村邸」を春と秋に一般に広く公開したもので、無料にて開催。 

事業名 開催期間 開催日数 入邸者数 
一日平均 

入邸者数 

春の一般公開 4/29～5/6 8日 1,243人 155.4人 

秋の一般公開 10/26～11/5 11日 1,148人 104.4人 

 合計 19日 2,391人 125.8人 

 

 

（３）こども茶会＆展覧会鑑賞会 

    金沢美術倶楽部が創立 100 周年を迎えるに当たり、金沢美術倶楽部 100 周年実行委員会と

中村記念美術館の共催で、旧中村邸２階の大広間にて小中学生を対象とした茶会を開催し、

参加者は茶会後に特別展「美のチカラ～茶事の妙～」の鑑賞を行った。 

開催日：平成 30 年 4 月 28 日（土）10:00～12:00 

場 所：旧中村邸、中村記念美術館展示室 

    参加者：32人 

    参加費：500 円 

    主 催：金沢美術倶楽部 100 周年実行委員会（美術館との共催） 

 

 

（４）子ども博物館セミナー事業 第 16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 30 年 7月 21日（土）10:00～16:30 【3回】 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    対 象：小中学生とその保護者 

    参加者：72人 

    参加費：300 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 2 回 はじめてのお香入門～香りを楽しむ～ 

    日本の伝統文化である「香道」。当館では、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「市民聞香席」を開催してきたが、金沢市が

「金沢市における文化の人づくりに関する条例」を制定したことを受け、伝統文化としての

香道の担い手育成につなげることを目的に、香道を全く知らない人向けの入り口として平成

29年度より「市民聞香席」をリニューアルして事業を開催している。 
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    開催日：平成 30 年 8月 25日（土）10:00～15:00 【2席】 

    場 所：旧中村邸 1階、2 階 

    参加者：46人 

    参加費：300 円 

    講 師：志野流香道教室 川村節子氏 

 

 

（６）和室でコンサート ～ロマンティックギターとクラシックギターの調べ～ 

    「和」の空間である旧中村邸においてギター演奏会を開催。当館は、茶道具と工芸の美術

館として知られているが、それらに興味の薄い方々へも美術館の認知度を高めるために、音

楽という親しみやすい分野のイベントを開催した。第 1 回目の今回は、クラシックギター・

アーリーギターの演奏家である谷内直樹氏によるコンサートを行った。 

    開催日：平成 30 年 9月 17日（月・祝）13:30～14:30 

    場 所：旧中村邸 2階 

    参加者：36人 

    参加費：500 円（美術館喫茶室の茶菓券付き） 

    演奏者：谷内直樹氏（クラシックギター、アーリーギター演奏家） 

    後 援：北國新聞社 

 

 

（７）全国学生大茶会 プレ茶会 

    2019 年度に茶道をたしなむ全国の若者が金沢に集うイベント「全国学生金沢大茶会（仮

称）」の開催を目指す金沢市は、茶道の盛んな金沢の魅力を幅広い世代に伝えるととも

に、大学の茶道部や文化系のサークルの合宿などを呼び込むきっかけにも繋げたい考え

で、今年度はプレ茶会を中村記念美術館と共催事業として開催した。 

    開催日：平成 30 年 10月 6日（土）～8日（月・祝）10:00～16:00 【各日 6 席】 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    席主等：10月 6 日 午前は金沢大学、午後は名古屋大学及び立命館大学が各２名加わる 

10月 7 日 午前は東京大学、午後は関西学院大学 

10月 8 日 午前は金沢学院大学、午後は金沢美術工芸大学 

    参加者：469 人 

    茶菓料：500 円 

    主 催：全国学生大茶会準備委員会、金沢市（美術館との共催） 

 

 

（８）第 29回 中村記念美術館 春の茶会 

    毎年、春分の日に開催している「春の茶会」。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、茶室「耕雲庵」にて開催した。 

    開催日：平成 31 年 3月 21日（木・祝）10:00～15:00 

    場 所：茶室「耕雲庵」 

    参加者：133 名 

    参加費：1,000 円 

    主 管：表千家同門会石川県支部 
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（９）企画展「キラキラ☆うるしワールド」関連イベント 「うるしの器に触れてみよう」 

    実際に漆の器に触れてみるとともに、材料や制作に使用させれる道具について作家から直

接、説明を聞くことにとって、“うるし”を使った工芸品への興味を喚起し、理解を深めても

らうためのイベントを開催した。金沢漆芸会の会員による解説や加飾に使用する銀粉を蒔く

体験や実際に漆の器を用いての飲食体験を行った。 

    開催日：平成 31 年 3月 23日（土）、24 日（日） 【6回】 

    場 所：「旧中村邸」 

    参加者：53人 

    参加費：500 円（※未就学児は無料） 

    協 力：金沢漆芸会 

 

 

（10）ナイトミュージアム 

・夜間開館入館者数（17:00～20:00）  ※（17:00～21:00） 

No. 実施日 内容 人数 

1 5 月 3 日（木・祝） 夜間開館（ギャラリートーク実施） 36 人 

2 7 月 20 日（金）※ 夜間開館 162 人 

3 7 月 21 日（土） 夜間開館（ギャラリートーク実施） 11 人 

4 8 月 4 日（土）※ 夜間開館（BUNGAKU Night 実施） 36 人 

5 9 月 15 日（土） 夜間開館（動物たちの夜茶会実施） 36 人 

6 10 月 27 日（土） 夜間開館【金沢マラソン前夜】 14 人 

7 10 月 28 日（日） 夜間開館【金沢マラソン当日】 8 人 

合計 303 人 

・イベント参加者数 

No. 実施日 内容 人数 

1 7 月 20 日（金） 

オープニングイベント「Shading Village」（本多公

園）19:00-21:00 参加費：無料 
－人 

市内宿泊施設向けのプレスリリース（旧中村邸） 60 人 

ランタン作りワークショップ（呈茶室）17:00- －人 

2 8 月 4 日（土） 
BUNGAKU Night 宮沢賢治『土神と狐』（美術館） 

19:00-20:00 参加費 1,000 円 
36 人 

3 9 月 15 日（土） 
動物たちの夜茶会（耕雲庵）➀17:00- ➁18:40- 

参加費：大人 1,000 円 子ども 500 円 
35 人 

合計 131 人 

 

 

（11）喫茶室（平成 30 年度「呈茶室」から名称変更） 

    喫茶室で、抹茶と菓子を 300 円で提供している。また、毎月第 2土曜日及び第 2 日曜日を

プレミアムデーとし、𠮷はし菓子所の生菓子を 1日 30 個限定として 500 円で提供した。 

    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：人 

  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 

利用 

者数 
1,041 1,912 593 639 611 525 602 970 299 － 396 575 8,163 

    ※LED 設備改修工事のため、12/10～2/9 まで休館。 
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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 112号（700部、平成 30年 6 月 1 日発行） 

第 113号（700部、平成 30年 9 月 15 日発行） 

第 114号（700部、平成 31年 2 月 1 日発行） 

 

 

（２）事業 

実施日 内容 講師 参加者 

6 月 27 日（水） 

友の会旅行 生誕 150 年横山大観展鑑賞と

京都大徳寺拝観 

（京都国立近代美術館、大徳寺大仙院） 

 46 人 

8 月 31 日（金） 
プレミアム講座「寒雉釜～見どころ・制

作・使い方～」 
十四代 宮﨑寒雉 25 人 

10 月 10 日（水） 
美術鑑賞会 石川県立歴史博物館 特別展

「歌舞伎衣装 綺羅をまとう」 
 13 人 

11 月 1 日（火） 秋の茶会 主管：表千家流出村宗貞社中 129 人 

２月 20 日（水） 工房見学「金沢美術工芸大学美術工芸科」 
山村慎哉（金沢美術工芸大学教

授） 
18 人 

３月 7 日（木） 
ミュージアム・コンサート「春風に音楽を

のせて」 

直江学美（ソプラノ） 

長野良子（ピアノ） 
58 人 

合計 289 人 

 

 

 

 

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 22 16 3 

5 月 15 25 19 14 

6 月 9 17 9 － 

7 月 14 16 0 － 

8 月 7 8 8 － 

9 月 7 11 8 － 

10 月 13 30 33 － 

11 月 12 32 32 － 

12 月 8 7 6 － 

1 月 12 8 7 － 

2 月 9 7 3 － 

3 月 14 20 13 － 

小計 143 203 154 17 

年計 517 
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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 30 年度は、8 月 6日から 5日間の日

程で、8人の実習生を受け入れた。 

実施日 内容 実習施設 

8 月 6 日（月） 
午前 

オリエンテーション、講義「金沢市の文化行政

について」 
中村記念美術館 

午後 施設見学 鈴木大拙館 

8 月 7 日（火） 終日 古文書の取り扱い 前田土佐守家資料館 

8 月 8 日（水） 終日 民俗資料の取り扱い くらしの博物館 

8 月 9 日（木） 

午前 建築について くらしの博物館 

午後 
くらしの博物館における資料・建物の魅力を紹

介するワークショップ 
くらしの博物館 

8 月 10 日（金） 午前 発表会、修了会 ふるさと偉人館 

 

 

 

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 30 年度購入及び寄附、寄託 

    ・購入  2 点（陶磁 2 点） 

    ・寄附  1 点（陶磁 1 点） 

 

 購入作品 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 備考 

1 陶磁 大樋飴釉海老摘蓋手付水指 
十代大樋長左衛門

（大樋陶冶斎） 
2015 年  

2 陶磁 大樋海老耳付花入 大樋陶冶斎 2019 年  

 

 

 

「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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 寄附作品 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 寄附者名 

1 陶磁 白磁色絵爬虫弧波文大平鉢 長谷川塑人 1998 年 長谷川塑人氏 

 

 

（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 30 年度：5/23～27） 

 

平成 30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 143 81 353 254 141 20 9 206 1,207 

    （貸出・喫茶室茶道具及び個人寄託品は除く、参考資料は含む） 

   ※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  奈良-江戸（8-17C） 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：市 

○・□ 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 

法花蓮池水禽文大香炉  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：市企業局 
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平成 30年度 

金沢市立中村記念美術館年報 第 41号 

「梅庵のたより」 

 

発行日 令和元年 5 月 7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 


