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（2019）年度の活動についての記録です。 

２ ◎は重要文化財、〇は重要美術品、□は石川県指定文化財、△は金沢

市指定文化財を表します。 
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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） 令和元年度展覧会一覧 

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「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 14/62日 959人 68.5人 

企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 4/20～8/18 117日 6,778人 57.9人 

新館開館30周年記念 
特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」 
【主催：中村記念美術館、金沢市、大樋美術館】 

8/31～
10/20 

   51日 4,688人 91.9人 

東京国立近代美術館工芸館移転連携事業 
特別展「京都の工芸 近代から現代まで ～京都国
立近代美術館所蔵品を中心に～」 

11/1～
12/15 

   45日 3,387人 75.3人 

企画展「令和最初のお正月♪ ニッポンのめでたづ
くし！」 

1/4～3/1    58日 2,557人 77.4人 

新館開館30周年記念 
特別展「物に宿る想い - 漫画にみる骨董の世界  
～波津彬子『雨柳堂夢咄』原画展～」 

3/16～5/10 16/56日 569人 35.6人 

展覧会入館者  計   301日 18,938人 62.9人 

展示入替期間中 計   －     0人 － 

合   計   － 18,938人 － 

 

 

（２） 展覧会記録 

① 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） 【14 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。 

 

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）  
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No. 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

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） 村谷聡志氏蔵 

40 雪国蒔絵長薄器 村田百川 平成（20-21C） 村田百川氏蔵 

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

42 漆絵「芥子」銘々皿 鶴田明子 平成 27 年（2015） 鶴田明子氏蔵 

43 沈金箱「山路」 鶴田悦子 平成 22 年（2010） 鶴田悦子氏蔵 

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

45 三彩蒔絵足付縁高 村田百川 平成 11 年（1999） 村田百川氏蔵 

46 彩漆蒔絵 『夢舟』 三代 西村松逸 平成 24 年（2012） 三代 西村松逸氏蔵 

47 「雪割草」漆芸額 畑 宏 平成 25 年（2013） 畑 宏氏蔵 

48 「希望の光」平棗 畑 宏 平成 27 年（2015） 畑 宏氏蔵 

49 俱利文様蒔絵香合 村田百川 平成 29 年（2017） 村田百川氏蔵 

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

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

52 平文「蛙」香合 鶴田明子 平成 22 年（2010） 鶴田明子氏蔵 

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

54 小紋蒔絵茶器 師池一貴 平成 13 年（2001） 師池一貴氏蔵 

55 Inner side - Outer side 田中信行 平成 29 年（2017） 田中信行氏蔵 
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No. 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

56 沈金棗「蒼」 鶴田悦子 平成 28 年（2016） 鶴田悦子氏蔵 

57 秋草蒔絵軸盆 野村大仙 平成 2 年（1990） 野村大仙氏蔵 

58 平文「芳春」箱 鶴田明子 平成 25 年（2013） 鶴田明子氏蔵 

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

60 「鷭遊ぶ」漆芸額 畑 宏 平成 29 年（2017） 畑 宏氏蔵 

61 鳳凰蒔絵香合 野村大仙 平成（20-21C） 野村大仙氏蔵 

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

63 蒔絵箱「風船かずら」 中野孝一 平成 28 年（2016） 中野孝一氏蔵 

64 金沢盃 金沢漆芸会会員制作 平成 20 年（2008）～ 各作者蔵 

 

 

 

② 展覧会名：企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 

開催期間：平成 31 年 4 月 20 日（土）～8 月 18 日（日） 【117 日間】 

【展示入替休館：6 月 17 日（月）～20 日（木）】 

後  援：北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送 

概  要：館所蔵品を中心に、青、藍、蒼、碧、群青、濃紺、青緑などの様々な語であら

わされる“青い色”をもつ作品を集めた展覧会を開催した。空や海を青で表現し

た絵画、釉薬や絵付けで多彩な青を表した陶磁器、友禅染で青を用いた染織、

青い貝を貼りつけた漆芸など、爽やかなブルーの作品 51 点を展示した。 

※本展における“BLUES（ブルーズ）”の語は、“青い色の作品群”という意で 

用いた。 

 

展示品一覧 

No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 期間 

1  陶磁 染付唐草文竜耳花生 景徳鎮窯 明（15-16C）  

2  陶磁 染付山水文柑子口花生 景徳鎮窯 明（17C）  

3  書跡 俳句短冊 松永貞徳 桃山-江戸（17C） 前期 

4  書跡 俳句短冊 向井去来 江戸（17-18C） 後期 

5   陶磁 染付高砂手花生 五代 三浦竹泉 昭和-平成（20C）  

6   陶磁 青瓷鳳凰耳付花瓶 三代 諏訪蘇山 昭和（20C）  

7   漆工 孔雀文花生 小松芳光 昭和-平成（20C） 前期 

8   漆工 平文花の虹色紙箱 大場松魚 平成 3 年（1991） 前期 

９   漆工 蒔絵箱 野辺の風 清水英姿 平成 17 年（2005） 前期 

10   漆工 漆パネル「サボテンと蝶」 小松芳光 昭和（20C） 後期 

11  漆工 孔雀紋手箱 小松芳光 昭和 52 年（1977） 後期 

12   漆工 ぶどう文蒔絵箱 寺井直次 昭和 62 年（1987） 後期 

13  陶磁 色絵波に兎文香合 西坂方南 昭和（20C）  

14  陶磁 青釉瑞鳥文香合 西坂方南 昭和（20C）  

15   陶磁 古清水牡丹唐草文香炉 
 

江戸（17-18C）  

16   陶磁 青磁千鳥写香炉 二代 真清水蔵六 
明 治 - 昭 和 （ 19-

20C） 
 

17  金工 七宝瑞果文壺形香炉 
 

  

18   陶磁 色絵祥瑞皿 
 

  

19  陶磁 藍和蘭陀草花文蓋付向付 
 

江戸（17C）  

20  陶磁 古九谷瑠璃瓢形徳利 
 

江戸（17C）  

21   陶磁 古染付瓢形徳利 
 

明（17C）  

22  陶磁 青釉刻文蓋置 北出不二雄 昭和-平成（20C）  
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No. 指定 分野 作品名 作者名 制作年代 期間 

23   陶磁 色絵三葉形蓋置 吉田屋窯 江戸（19C）  

24   陶磁 古九谷山水文水指 
 

江戸（17C） 前期 

25   陶磁 祥瑞花鳥文平水指 景徳鎮窯 明（17C） 後期 

26  陶磁 彩釉水指 三代 德田八十吉 昭和 54 年（1979）  

27   金工 七宝牡丹唐草文水指 
 

  

28  陶磁 青磁茶器 初代 真清水蔵六 江戸-明治（19C）  

29  陶磁 祥瑞写松竹梅文茶碗 永楽家十五代 正全 昭和（20C）  

30   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）  

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

32   陶磁 ペルシャ兎文茶碗 西坂方南 昭和（20C）  

33   陶磁 呉須橘文茶碗 
 

明（17C）  

34   陶磁 青磁草花文碗 
 

  

35   陶磁 雲鶴平茶碗 
 

高麗（12-13C）  

36 〇 陶磁 法花蓮池水禽文大香炉 景徳鎮窯 明（16C）  

37   絵画 大物浦 前田青邨 昭和（20C） 前期 

38   染織 染額「秋に想う」 百貫俊夫 昭和 56 年（1981） 後期 

39   陶磁 早春譜花瓶 松本佐一 昭和（20C）  

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

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

42   陶磁 四方鉢 鳥と花 中田明守 昭和 60 年（1985）  

43   陶磁 染付山水ノ図鉢 下道良平 昭和 58 年（1983）  

44   陶磁 染付唐草文平鉢 景徳鎮窯 明（15C）  

45   陶磁 古九谷青手山水図平鉢 
 

江戸（17C）  

46   陶磁 均釉青雲盤 三代 利岡光仙 昭和 59 年（1984）  

47  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）  

48  陶磁 彩陶刻線丸紋壷 北出不二雄 昭和 53 年（1978）  

49  陶磁 飾皿「春よ」 藤村正美 昭和 56 年（1981）  

50  陶磁 刻色絵霊峰交歓飾皿 浅蔵五十吉 昭和 60 年（1985）  

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

52   染織 染額「そよ風のバラード」 梶山 伸 昭和 62 年（1987） 前期 

53   染織 染額「花鳥」 木村雨山 昭和（20C） 後期 

54   染織 染額「季章」 梶山 伸 昭和 57 年（1982） 後期 

55   染織 染額「叢美」 毎田健治 昭和 58 年（1983） 後期 

56   絵画 四季花鳥図屏風 村 東旭 江戸（19C） 前期 

57  絵画 夏季花鳥図小屏風 佐々木泉玄 江戸-明治（19C） 後期 

58   絵画 千巌万壑図 山田介堂 大正 8 年（1919） 前期 

59  絵画 松下品泉図 田近竹邨 大正 8 年（1919） 後期 

60  絵画 大江山図 狩野宗益 江戸（19C） 前期 

61   絵画 山水図 谷 文晁、賛：松平定信 江戸（19C） 後期 

62   絵画 嵐峡遊舟 紺谷光俊 大正-昭和（20C） 前期 

63  絵画 楼閣山水 紺谷光俊 大正（20C） 後期 

64  絵画 春興 田村彩天 昭和 3 年（1928） 前期 
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③ 展覧会名：新館開館 30 周年記念特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」 

開催期間：令和元年 8 月 31 日（土）～10 月 20 日（日） 【51 日間】 

主  催：金沢市立中村記念美術館、金沢市、大樋美術館 

後  援：北國新聞社、ＮＨＫ金沢放送局、テレビ金沢、北陸放送、北陸朝日放送 

概  要：茶道具と工芸の美術館を標榜する中村記念美術館は、新館開館 30 周年を記念

して、現在の金沢の茶道文化はどのように形成されたのかについて、金沢で茶

の湯が広まりはじめた江戸初期 17 世紀から現在までを、茶道具を通して俯瞰

し、 金沢の茶の湯を理解できる展覧会として開催した。加賀藩の御茶堂とし

て、隠居後の三代利常と、五代綱紀に仕えた仙叟宗室。40 年を越える金沢との

関わりの中で、大樋長左衛門と宮﨑寒雉を指導して茶道具を作らせ、現在まで

脈々と続く金沢の茶道の礎となった。本展では、大樋焼と寒雉釜の草創期から

当代までの作品を軸に、仙叟が加賀藩前田家に仕官するにあたって尽力した父

宗旦や、仙叟と同じく加賀藩主に茶を指導した小堀遠州や金森宗和また、加賀

藩に召し抱えられた五十嵐道甫や清水九兵衛らの蒔絵師や本阿弥光悦、光甫に

関する道具、そして近代から現代にかけての金沢の茶道具を 3 部構成で展示し

た。 

 

展示品一覧 

 第一章 前田家と茶の湯～前田家をめぐる人々～ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

1 △ 唐物肩衝茶入 利休小肩衝  南宋-明（13-15C）  

2 △ 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C）  

3 △ 布袋図 
伝 卒翁 

賛：癡絶道冲 

南宋・淳祐 4-5 年 

（1244-45）頃 
 

4  利休在判棗  桃山（16C）  

5  虫喰茶杓 千 利休 桃山（16C）  

6 △ 唐物肩衝茶入 蒲生肩衝  南宋-元（13-14C）  

7 △ 共筒茶杓 小堀遠州 江戸（17C）  

8  竹一重切花生 小堀遠州 寛永 19 年（1642）  

9  消息 本阿弥光悦 桃山-江戸（16-17C） 個人 

10  古銅耳付四方花生    

11 ◎ 

恵慶集 下 

附 恵慶集 上 

附 檜文蒔絵歌書箱 

（下）藤原定家、伝

民部卿局 

（上）烏丸光広、中

院通村、小堀遠州、

松花堂昭乗 

（下）鎌倉（13C） 

（上）江戸（17C） 

（箱）江戸（17C） 

 

12  共筒茶杓 金森宗和 江戸（17C）  

13  色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C）  

14  古天命猿摘釜  室町（16C）  

15  消息 本阿弥光甫 江戸（17C）  

16  焼締茶碗 銘 武蔵野 本阿弥光甫 江戸（17C） 根津美術館 

17  赤茶碗 銘 手枕 楽家初代 長次郎 桃山（16C）  

 

  第二章 仙叟宗室、金沢へ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

18  宗旦在判棗  江戸（17C）  

19  共筒茶杓 銘 宝剣 千 宗旦 江戸（17C）  

20 〇△ 砧青磁平水指 銘 青海波 龍泉窯 南宋-元（12-13C）  
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No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

21  梅花図自画賛 千 宗旦 江戸（17C）  

22  墨跡 玉舟宗璠 江戸（17C）  

23  高麗茶碗 銘 春霞   個人 

24  共筒茶杓 銘 尺長 仙叟宗室 江戸（17C） 個人 

25  竹一重切花生 仙叟宗室 江戸（17C） 個人 

26  大樋飴釉寿星香合 仙叟宗室 江戸（17C） 大樋美術館 

27  一行「出日輝乾坤」 仙叟宗室 江戸（17C） 個人 

28  茶碗 銘 無為 初代 大樋長左衛門 江戸（17C） 個人 

29  茶碗 銘 北海 初代 大樋長左衛門 江戸（17C） 個人 

30  大樋飴釉茶盌 銘 唐橋 初代 大樋長左衛門 江戸（17C） 大樋美術館 

31  大樋飴釉渦紋茶碗 銘 鳴戸 初代 大樋長左衛門 江戸（17C） 大樋美術館 

32  雲龍釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C） 個人 

33  霰棗釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17-18C）  

34  塩屋釜 十二代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

35  消息「塩屋釜の文」 仙叟宗室 江戸（17C） 個人 

36  寶船釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C） 個人 

37  段々釜 初代 宮﨑寒雉 江戸（17C） 石川県立美術館 

 

  第三章 受け継がれるわざ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者 

38  大樋飴釉茶盌 銘 めまつ 二代 大樋長左衛門 江戸（18C） 大樋美術館 

39  大樋飴朱釉茶盌 銘 夕陽 三代 大樋長左衛門 江戸（18-19C） 大樋美術館 

40  大樋飴釉富士絵茶盌 四代 大樋長左衛門 江戸（18-19C） 大樋美術館 

41  大樋黒朱釉茶盌 銘 玉堂 五代 大樋長左衛門 江戸（19C） 大樋美術館 

42  飴釉茶碗 銘 侘の友 五代 大樋長左衛門 江戸（19C）  

43  大樋舟形水指 六代 大樋長左衛門 江戸（19C）  

44  紅鉢風炉 六代 大樋長左衛門 江戸（19C）  

45  黒茶盌 九代 大樋長左衛門 昭和（20C）  

46  朱釉飴茶盌 銘 寿山 
十代 大樋長左衛門

（陶冶斎） 
平成 13 年（2001）  

47  大樋飴釉海老摘蓋手付水指 
十代 大樋長左衛門

（陶冶斎） 
平成 27 年（2015）  

48  大樋海老耳付花入 大樋陶冶斎 平成 31 年（2019）  

49  大樋飴釉渦紋茶盌 
十一代 大樋長左衛

門 
令和元年（2019） 大樋美術館 

50  大樋窯変茶盌 
十一代 大樋長左衛

門 
令和元年（2019） 大樋美術館 

51  大樋黒釉茶盌 
十一代 大樋長左衛

門 
令和元年（2019） 大樋美術館 

52  乙御前釜 初代 宮﨑寒雉 江戸・明暦 3 年（1657）  

53  霰鉈作釜 伝 三代 宮﨑寒雉 江戸（18C）  

54  大久保釜 五代 宮﨑寒雉 江戸（18C） 個人 

55  萬代屋釜 十代 宮﨑寒雉 江戸（18-19C） 個人 

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

57  柏葉釜 十二代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

58  焼飯釜 十二代 宮﨑寒雉 昭和（20C） 個人 

59  涛声釜 十三代 宮﨑寒雉 昭和（20C）  

60  矢筈釜 十四代 宮﨑寒雉 平成 9 年（1997）  
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④ 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「京都の工芸 近代から現代まで ～京都国立近代美術館所蔵品を中心

に～」 

開催期間：令和元年 11 月 1 日（金）～12 月 15 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：京都国立近代美術館 

後  援：北國新聞社、テレビ金沢、北陸放送 

概  要：本展は、東京国立近代美術館工芸館移転関連事業として開催した。 

金沢の工芸の技術は、長い歴史における人の交流の中で培われ発展したもの

で、特に江戸時代の京都からの影響は大きいものがあった。本展では、金沢の

工芸の源流ともいえる京都の工芸の世界を紹介した。今回は、京都国立近代美

術館の特別協力により、陶芸・漆芸・金工・染織作品からなる多彩な京都の工

芸作品 26 点を中心に、49 点の作品を展示し、近代から現代にいたる京都と金

沢の人的交流も理解できるものとした。 

 

展示品一覧 

 序章 金沢の工芸の世界 －漆芸・金工・陶芸を中心に－ 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

1  秋野蒔絵硯箱 五十嵐派 江戸前期（17-18C） 金沢美術工芸大学 

2  松竹梅鶴蒔絵大盃・盃台  五十嵐随甫 江戸-明治（19C）  

3  四季草花蒔絵二段重 米田孫六 江戸-明治（19C）  

4  
朝昼夕蒔絵三組盃・松竹梅

蒔絵盃台 
沢田宗沢 明治（19-20C）  

5  稲穂蒔絵吸物椀 沢田宗沢 江戸-大正（19-20C）  

6  松鶴蒔絵吸物椀 笹田月暁 大正-昭和（20C）  

7  四季草花蒔絵木銚子 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

8  鶴蒔絵棗 高村表恵 昭和 45 年（1970）  

9  花筏象嵌鐙 銘 盛次 江戸（18C）  

10  橘熨斗押 初代 山川孝次 明治（19C）  

11  小鼓謡本熨斗押 米沢弘正 明治-大正（20C）  

12  牡丹唐草文象嵌唐銅皆具 十二代 宮﨑寒雉 昭和 24 年（1949）  

13  古九谷山水図鉦形鉢  江戸（17C）  

14  飴釉茶盌 九代 大樋長左衛門 昭和（20C）  

15  色絵丸紋散らし角箱 富本憲吉 昭和 11 年（1936） 金沢美術工芸大学 

16  色絵人物文台鉢 北出塔次郎 昭和 15 年（1940）頃 金沢卯辰山工芸工房 

17  色絵更紗魚貝文徳利 北出不二雄 昭和 56 年（1981）  

18  色絵詩句陶瓶 北出不二雄 昭和 56 年（1981）  

19  色絵鹿図皿 春日山窯 江戸後期（19C） 金沢卯辰山工芸工房 

20  扇形梅の絵香合 青木木米 江戸（19C）  

21 △ 交趾ふきのとう香合 原 呉山 明治（19C） 金沢卯辰山工芸工房 

22  色絵笠鈴虫香合 二代 横萩一光 明治（20C） 金沢卯辰山工芸工房 

23  色絵山水図丸文散鉢 初代 諏訪蘇山 明治-大正（19-20C） 金沢卯辰山工芸工房 

 

 本章 京都の近代工芸 －京都国立近代美術館所蔵品より－ 

No. 作品名 作者名 制作年代 期間 

24 蝶に花丸唐草文飾り壺 並河靖之 明治（20C）  

25 上代紬地友禅染着物「白夜」 羽田登喜男 昭和 51 年（1976） 前期 

26 染屏風 日本の民家 皆川泰蔵 昭和 31 年（1956） 前期 



10 

 

No. 作品名 作者名 制作年代 期間 

27 訪問着「透流」 小倉建亮 昭和 37 年（1962） 後期 

28 型染 青楓の図屏風 稲垣稔次郎 昭和 23 年（1948） 後期 

29 朱螺鈿大名縞手筥 黒田辰秋 昭和 45-55 年（1970-1980）  

30 一閑塗日月椀 北大路魯山人 昭和 18 年（1943）  

31 羽衣蒔絵料紙硯箱 
八世 西村彦兵衛 

（象彦） 
明治後期-昭和初期（19-20C）  

32 鴬宿梅蒔絵吸物椀 二代 木村表斎 明治中期（19-20C）  

33 鹿図蒔絵手元箪笥 
神坂祐吉 

案：神坂雪佳 
大正-昭和初期（20C）  

34 蒔絵莨入 
杉林古香 

図案：浅井 忠 
明治 35-40 年（1902-1907）  

35 耀貝飾箱「月の海」 服部峻昇 平成 4 年（1992）  

36 森の函 鈴木雅也 昭和 52 年（1977）  

37 真塗蓋物付内銀楕円大鉢 鈴木睦美 平成 11 年（1999）  

38 辰砂丸紋四方壺  河井寬次郎 昭和 13 年（1938）頃  

39 玄窯梅花瓶 
六代 清水六兵衞 

（正太郎） 
昭和 30 年（1955）  

40 富士染付釉裡紅金彩壷 近藤悠三 昭和 54 年（1979）  

41 彩埏新秋花瓶 楠部彌弌 昭和 59 年（1984）  

42 鳥たちの歌 藤平 伸 昭和 41 年（1966）  

43 鉄燿扁壺 清水卯一 昭和 61 年（1986）  

44 金銀彩花入「流光」 十七代 永樂善五郎 平成 6 年（1994）  

45 
シリーズ盌 大地に眠る精霊たち 

精霊の炎 
十五代 樂吉左衞門 平成 20 年（2008）  

46 黄鱗文組弁壺 栗木達介 平成 4 年（1992）  

47 碑．妃 八木一夫 昭和 37 年（1962）  

48 黒陶作品 山田 光 昭和 56 年（1981）  

49 海 
三代 宮永東山 

 (理吉) 
昭和 48 年（1973）  

 

 

 

⑤ 展覧会名：企画展「令和最初のお正月♪ ニッポンのめでたづくし！」 

開催期間：令和 2 年 1 月 4 日（土）～3 月 1 日（日） 【58 日間】 

概  要：令和最初の正月を迎えたことを祝して、正月に飾る絵画や正月料理を盛る器な

ど、めでたい特に使う物やめでたさを感じさせる模様が描かれているものを集

めた展覧会を開催した。朝日、松竹梅、鶴亀、富士山など、めでたいとされる

ものを楽しんでもらった絵画、陶磁、漆芸など展示点数 56 点。また、元号

「令和」は『万葉集』が典拠となっていることにちなんで「和歌の世界コーナ

ー」も併設した。 

 

展示品一覧 

No. 作品名 作者名 制作年代 備考 

1 朝日に波図 岸 岱 江戸（19C）  

2 宝船 二代 山川孝次 明治（19-20C）  

3 朝暾・子乃日・重陽 紺谷光俊 大正-昭和（20C）  

4 三番叟 小西福年 大正-昭和（20C）  

5 羽子板図 谷 文晁 江戸（18-19C）  

6 梅花正月遊具図 佐脇嵩之 江戸（18C）  
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No. 作品名 作者名 制作年代 備考 

7 ぶりぶり香合 野口重春 昭和-平成（20C）  

8 天神図 
久隅守景 

賛：太華令瞻 
江戸（17C） 

 

9 平文富士日月盤 大場松魚 平成 11 年（1999）  

10 鷹蒔絵大盃・盃台 沢田宗沢  明治（19-20C）  

11 茄子蒔絵吸物椀   明治（19-20C）  

12 松竹梅鶴蒔絵三方   明治-大正（20C）  

13 堅手茶碗 銘 寒紅梅   李朝（16C）  

14 松竹梅蒔絵平棗 太田抱逸 大正-昭和（20C）  

15 松之絵茶碗 二代 中村梅山 平成 2 年（1990）  

16 鶴香合 二代 横萩一光 明治-大正（19-20C）  

17 黒楽金彩亀香合 楽家十一代 慶入 江戸（19C）  

18 松に鶴蒔絵小蓋盆   明治（19-20C）  

19 鶴亀蒔絵盃・祥瑞蒔絵盃台 五十嵐随甫 江戸-明治（19C）  

20 海老蒔絵五段重   大正-昭和（20C）  

21 蓮の根手筥 池田喜一 昭和 24 年（1949）  

22 宝尽熨斗押 山尾光侶 明治（19-20C）  

23 小槌熨斗押 初代 山川孝次 明治（19-20C）  

24 大判熨斗押 二代 山川孝次  明治（19-20C）  

25 大樋打出小槌にねずみ香合 西坂方南 昭和（20C）  

26 俵形釜 六代 名越浄越 江戸・文化 11 年（1814）  

27 魚貝蒔絵脇取盆   明治-大正（19-20C）  

28 藻貝蒔絵菜盛椀 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

29 ぶどう紋小箱 寺井直次 昭和（20C）  

30 夕顔蒔絵茶器 初代 西村松逸 昭和 47 年（1972）  

31 瓢文赤茶碗 山本与興 江戸・文化 11 年（1814）  

32 蒔絵おしどり平棗 清水英姿 平成元年（1989）  

33 菊蒔絵銚子 大垣昌訓  明治 39 年（1906）頃  

34 菊水蒔絵大棗   江戸（17-18C）  

35 黄交趾竜鳳凰文向付 永楽妙全 大正（20C）  

36 九谷染付竜鳳凰文瓢形大徳利   江戸-明治（19C）  

37 飴釉扁壺花生     

38 蝙蝠蒔絵厚物椀    明治-大正（19-20C）  

39 七宝瑞果文壺形香炉     

40 薩摩色絵扇文香炉     

41 松に鶴図・寿老人図・梅に鶴図 狩野栄信 江戸（19C）  

42 寿老 下村観山 大正-昭和（20C）  

43 伊万里色絵寿字独楽形鉢   江戸（17-18C）  

44 古赤絵獅子文鉢 景徳鎮窯 明（16C）  

45 牡丹孔雀蒔絵盃・牡丹蒔絵盃台 二木成抱 大正-昭和（20C）  

46 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）  

 

  ～和歌の世界コーナー～ 

No. 作品名 作者名 制作年代 備考 

47 木彫加彩 雅韻 下口宗美 昭和 57 年（1982）  

48 
和歌三神図（玉津島明神・住吉明神・

柿本人麻呂） 

板谷慶舟、住吉広行、

板谷広長 
江戸・寛政 7 年（1795）  

49 三十六歌仙色紙帖 住吉広尚 江戸・享和 2 年（1802）  
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  ～めでたづくしの取り合わせ～ 

No. 作品名 作者名 制作年代 備考 

50 色絵起上り香合 西坂方南 昭和（20C）  

51 一行 「萬歳楽」 宙宝宗宇 江戸（19C）  

52 染付高砂手花生 五代 三浦竹泉 昭和-平成（20C）  

53 芽張柳蒔絵棗 十三代 飛来一閑 明治（19-20C）  

54 海老文茶碗 二代 真清水蔵六 明治-昭和（19-20C）  

55 松之絵皆具 二代 中村梅山 平成 2 年（1990）  

56 墨梅図風炉先屏風 木村雨山 大正-昭和（20C）  

 

 

 

⑥ 展覧会名：新館開館 30 周年記念 

特別展「物に宿る想い - 漫画にみる骨董の世界 ～波津彬子『雨柳堂夢咄』 

   原画展～」 

開催期間：令和 2 年 3 月 16 日（月）～5 月 10 日（日） 【16 日間／56 日】 

主  催：金沢市立中村記念美術館 

後  援：北國新聞社、ＮＨＫ金沢放送局、テレビ金沢、北陸朝日放送、北陸放送、 

石川テレビ 

概  要：漫画『雨柳堂夢咄』は、金沢で活躍する波津彬子先生の代表作の一つで、骨董

に秘められた“想い”をテーマに、およそ 30 年にわたって描き続けられている

人気漫画である。この作品の原画やカラーイラストと、物語に符合する美術工

芸品を展示し、漫画と美術作品をコラボレーションさせた展覧会である。 

 

展示品一覧 

 【漫画原稿】 

No. 作品名 初出・制作年代 展示枚数 

1 第２話「宵待ちの客」 ASUKA 増刊・ファンタジーＤＸ1991 年 
表紙カラーイラスト 

および 35 ページ分 

2 第 32 話「花野」 眠れぬ夜の奇妙な話 1997 年 3 月号 全 16 ページ 

3 第 46 話「むさし野」 眠れぬ夜の奇妙な話 1999 年 9 月号 20 ページ分 

4 第 84 話「夜伽の客」 眠れぬ夜の奇妙な話 2010 年 7 月号 
表紙カラーイラスト 

および 28 ページ分 

5 第 96 話「酌めども尽きず」 ネムキ 2012 年 11 月号 25 ページ分 

6 第 106 話「夏の風邪おくり」 Nemuki+ 2014 年 7 月号 20 ページ分 

7 第 12 話「雛の宵」 眠れぬ夜の奇妙な話 VOL.12 1993 年 1 ページ 

8 第 53 話「紫煙の夢」 眠れぬ夜の奇妙な話 2001 年 5 月号 1 ページ 

9 第 103 話「なかきよのとおのねふりの」 Nemuki+ 2014 年 1 月号 1 ページ 

10 第 114 話「冬の宴」 Nemuki+ 2016 年 1 月号 1 ページ 

 

 【カラーイラスト】 

No. 作品名 初出・制作年代 備考 

11 雨柳堂の店内 波津彬子イラスト集「花色更紗」1993 年  

12 第 5 話「花に暮れる」表紙 眠れぬ夜の奇妙な話 VOL.5 1991 年  

13 第 7 話「金色の鳥」表紙 眠れぬ夜の奇妙な話 VOL.7 1992 年  

14 第 26 話「橋姫」表紙 眠れぬ夜の奇妙な話 1996 年 5 月号  

15 第 48 話「更紗夢紋様」表紙 眠れぬ夜の奇妙な話 2000 年 1 月号  

16 第 75 話「禍禍しいもの」表紙 眠れぬ夜の奇妙な話 2006 年 11 月号  
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No. 作品名 初出・制作年代 備考 

17 第 92 話「夜咄」表紙 ネムキ 2012 年 1 月号  

18 
眠れぬ夜の奇妙な話コミックス其ノ十二  

口絵カラー 
2002 年  

19 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノ一 表紙 2002 年  

20 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノニ 表紙 2002 年  

21 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノ四 表紙 2002 年  

22 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノ五 表紙 2005 年  

23 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノ六 表紙 2006 年  

24 文庫版『雨柳堂夢咄』其ノ七 表紙 2008 年  

25 眠れぬ夜の奇妙な話コミックス其ノ十六 カバー 2016 年  

26 ネムキ 2001 年 5 月号表紙 2001 年  

27 特別展描きおろし 2020 年  

 

 【いろいろなお道具たち】 

No. 指定 作品名 作者名 制作年代 所蔵者名 

28  芭蕉蒔絵鼓胴   個人蔵 

29  松月寺大桜茶杓 小坂康斎  昭和-平成（20C）  

30  兼六園桜朽木造大棗 川北良造 平成10年 (1998)   

31  兼六園姫小松造水指 川北良造 平成10年 (1998)   

32 △ 唐物肩衝茶入 蒲生肩衝  南宋-元（13-14C）  

33  色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸（17C）  

34  猩々薄端 伝 横河九左衛門 江戸（19C）  

35  四季草花蒔絵木銚子 大垣昌訓 大正-昭和（20C）  

36  松竹梅鶴蒔絵大盃・盃台 五十嵐随甫 江戸-明治（19C）  

37  
五節句蒔絵盃・千鳥蒔絵

盃台 
大垣馬笑 明治-大正（19-20C）  

38  朝鮮唐津徳利  桃山-江戸（17C）  

39  古九谷桜川瓢形徳利  江戸（17C）  

40  吉田屋六角瓢形徳利 吉田屋窯 江戸（19C）  

41  唐三彩盃  唐（8C）  

42  ペルシャ鳥文盃  9-10C  

43  花鳥図馬上杯 清水清閑 江戸-大正（19-20C）  

44  鉄線蒔絵盃 遊部石斎 大正5年（1916）頃  

45  色絵更紗文盃 北出不二雄 昭和56年（1981）  

46  加賀友禅花鳥文振袖 木村雨山 明治-昭和（20C）  

47  武蔵野茶筥   波津彬子氏蔵 

48  武蔵野図角形蓋付向付 尾形乾山 江戸（18C）  

49 △ 鶉図 伝 李安忠 南宋（13C）  

50  夏季花鳥図小屏風（右隻） 佐々木泉玄 江戸-明治（19C）  

51  虎図屏風（右隻） 伝 狩野常信 江戸（17C）  

52  魚の帯留 「一政」銘  波津彬子氏蔵 

53  福良雀香合 紺谷 力 昭和-平成（20-21C） 波津彬子氏蔵 

54  
和紙貼彩色人形「蓮華化

生」 

紺谷 力 昭和-平成（20-21C） 
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２．自主事業及び財団事業 

 

（１）ギャラリートーク 

  学芸員等による展覧会解説。 

No. 実施日 内容 人数 

1 4 月 6 日（土）14:00- 企画展「キラキラ☆うるしワールド」 14 人 

2 4 月 27 日（土）18:00- 企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 11 人 

3 5 月 5 日（日・祝）14:00- 企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 22 人 

4 5 月 25 日（土）14:00- 企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 9 人 

5 6 月 22 日（土）14:00- 企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 14 人 

6 7 月 6 日（土）14:00- 企画展「BLUES～和の空間にみる青～」 18 人 

7 9 月 14 日（土）11:00- 
特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」 

講師：11 代 大樋長左衛門氏 
30 人 

8 9 月 22 日（日）14:00- 特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」 15 人 

9 10 月 12 日（土）14:00- 特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の湯」 19 人 

10 11 月 9 日（土）14:00- 
特別展「京都の工芸 近代から現代まで ～京都国立近代

美術館所蔵品を中心に～」 
15 人 

11 11 月 30 日（土）14:00- 
特別展「京都の工芸 近代から現代まで ～京都国立近

代美術館所蔵品を中心に～」 講師：大長智広氏 
37 人 

12 12 月 7 日（土）14:00- 
特別展「京都の工芸 近代から現代まで ～京都国立近

代美術館所蔵品を中心に～」 
13 人 

13 1 月 12 日（日）14:00- 
企画展「令和最初のお正月♪ ニッポンのめでたづく

し！」 
30 人 

14 2 月 8 日（土）14:00- 
企画展「令和最初のお正月♪ ニッポンのめでたづく

し！」 
22 人 

15 3 月 28 日（土）14:00- 
特別展「物に宿る想い－ 漫画にみる骨董の世界 ～波

津彬子『雨柳堂夢咄』原画展～」 
中止 

合計 269 人 

 

 

（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 4/27～5/6 10日 1,589人 158.9人 

秋の一般公開 11/1～11/7 7日 792人 113.1人 

 合計 17日 2,381人 140.1人 
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（３）子ども博物館セミナー事業 第 17 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：令和元年 7 月 20 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：40 人 

    参加費：500 円（観覧料含む） 

    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 3 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」を、初心者にも参加しやすく気軽に体験できる催しとし

て、また、香道をまったく知らない方の入り口として、お香に親しむ層の裾野が広がること

を目的に実施する。さらに、中村記念美術館では香道具を所蔵しており、実際に香道の体験

をしていただくことで、収蔵品に関する理解を深めてもらう。 

 

    開催日：令和元年 9 月 7 日（土）10:00～15:00 【2 席】 

    場 所：旧中村邸 1 階、2 階 

    参加者：50 人 

    参加費：500 円（観覧料含む） 

    講 師：志野流香道教室 川村節子氏 

 

 

（５）第 2 回 和室でコンサート ～バイオリンとチェロで奏でる秋の調べ～ 

    和の空間である旧中村邸を会場として、バイオリンとチェロによる演奏会を開催した。当

館は茶道具に特化した美術館として知られているが、美術と音楽という広い文化の枠組みで

の参加を集い、地元の幅広い年齢層の皆様に中村記念美術館を知ってもらい、新たなファン

層の発掘を行う。また、入場券に美術館喫茶室での茶菓券を付けることにより本館にも足を

運んでもらい、開催中の特別展への関心を高めてもらう機会とした。 

 

    開催日：令和元年 9 月 21 日（土）14:00～15:00 

    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：伊田多喜氏（バイオリン）、伊田直樹氏（チェロ） 

    後 援：北國新聞社 
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（６）講演会「仙叟宗室について」＆スペシャル対談「加賀にまつわる茶碗の謎 ～ノンコウ・

光悦・空中～」 

開催中であった新館開館 30 周年記念特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 金沢の茶の

湯」の関連事業として、京都の茶道資料館副館長の伊住禮次朗氏を講師に迎え、仙叟宗室と

加賀藩の繋がりについての講演会を開催した。 

また講演会終了後に、伊住氏と茶陶の作り手である 11 代 大樋長左衛門氏の 2 氏による

加賀にまつわる茶碗の謎についての対談を実施して、特別展「仙叟宗室・大樋焼・寒雉釜 

金沢の茶の湯」の理解を深めた。 

 

    開催日：令和元年 10 月 5 日（土）14:00～15:30 

    場 所：金沢歌劇座 2 階大集会室 

    講 師：［講演会講師］ 伊住禮次朗氏（茶道資料館副館長） 

［対談］ 伊住禮次朗氏、11 代 大樋長左衛門氏 

    参加者：145 人 

    参加費：500 円 

 

 

（７）第 30 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」にて開催を予定していたが、新型コロナウィルス感染拡大防

止の観点から、金沢市からの要請により開催を取りやめた。 

 

 

（８）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 4 月 27 日（土） 夜間開館（ショートギャラリートーク実施） 22 人 

2 7 月 26 日（金） 夜間開館（小さな九谷焼づくり実施） 49 人 

3 9 月 21 日（土） 夜間開館（「茶道具と舞踊」実施） 25 人 

4 10 月 18 日（金） 夜間開館（安田登一座「冥界下り二夜」実施） 60 人 

5 10 月 19 日（土） 夜間開館（安田登一座「冥界下り二夜」実施） 68 人 

合計 224 人 

 

・イベント参加者数 

No. 実施日 内容 人数 

1 4 月 27 日（土） ショートギャラリートーク 11 人 

2 7 月 26 日（金） 
小さな九谷焼づくり～豆皿絵付け体験 

参加費 1,500 円、小学生以下 1,000 円 
36 人 

3 9 月 21 日（土） 

「茶道具と舞踊」日本の伝統美に触れる 

入館料+1,000 円（解説後、松風閣へ移動） 

※松風閣イベントのみの参加者あり 

61 人 

4 10 月 18 日（金） 
安田登一座「冥界下り二夜 第一夜 

「イナンナの冥界下り」旧中村邸 1,000 円 
53 人 

5 10 月 19 日（土） 
安田登一座「冥界下り二夜 第一夜 

「イザナギの冥界下り」旧中村邸 1,000 円 
50 人 

合計 211 人 
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（９）喫茶室 

    喫茶室で、抹茶と菓子を 350 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 600 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 
623 755 416 404 372 691 546 735 294 421 329 0 5,586 

    ※2/29～3/31 まで、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、喫茶室は営業を休止。 

 

 

 

 

 

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 115 号（700 部、令和元年６月１日発行） 

第 116 号（700 部、令和元年 10 月１日発行） 

第 117 号（500 部、令和２年２月１日発行） 

 

 

（２）事業 

実施日 内容 講師 参加者 

5 月 15 日（水） 
日帰りバス旅行 MIHO MUSEUM 春季特

別展鑑賞と岩根山善水寺拝観 
 46 人 

7 月 3 日（水） 工房見学 九谷焼窯元「九谷光仙窯」 五代 利岡光仙 19 人 

7 月 27 日（土） 
プレミアム講座「九谷焼の色・土・かたち

～戸出家のわざ～」 
戸出克彦 18 人 

8 月 6 日（火） 
美術鑑賞会 谷口吉郎・吉生記念金沢建築

館 開館記念特別展「清らかな意匠」 

高木愛子（専門員）、 

髙巢とあ希（学芸員） 
31 人 

8 月 22 日（木） 
美術鑑賞会 谷口吉郎・吉生記念金沢建築

館 開館記念特別展「清らかな意匠」 

高木愛子（専門員）、 

髙巢とあ希（学芸員） 
27 人 

12 月 9 日（月） 
ミュージアム・コンサート「和（尺八・

箏）×洋楽器のコラボレーション」 
ひぐらし 64 人 

合計 205 人 
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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 21 35 21 8 

5 月 15 23 18 16 

6 月 13 13 7 0 

7 月 10 9 8 0 

8 月 9 13 16 0 

9 月 14 22 13 0 

10 月 24 16 9 0 

11 月 23 30 27 14 

12 月 11 4 5 0 

1 月 11 13 10 0 

2 月 7 6 1 0 

3 月 0 1 1 5 

小計 158 185 136 43 

年計 522 

 ※2/29～3/15 まで、新型コロナウィルス感染拡大防止のため使用の自粛要請を行った。 

 

 

 

 

 

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、令和元年度は、8 月 5 日から 5 日間の日

程で、9 人の実習生を受け入れた。 

実施日 内容 実習施設 

8 月 5 日（月） 

午前 
オリエンテーション、講義「金沢市の博物館等

文化施設の概要」 
金沢市立中村記念美術館 

午後 施設見学 
鈴木大拙館、 

金沢ふるさと偉人館 

8 月 6 日（火） 終日 古文書の取り扱い 前田土佐守家資料館 

8 月 7 日（水） 終日 民俗資料の取り扱いと展示 金沢くらしの博物館 

8 月 8 日（木） 終日 文学資料の取り扱いと展示 室生犀星記念館 

8 月 9 日（金） 午前 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）令和元年度購入及び寄附、寄託 

    ・寄附  15 点（絵画 1 点、書跡 3 点、陶磁 8 点、漆工 1 点、その他 2 点） 

 

 寄附作品 

No. 分野 作品名 作者名 制作年代 寄附者名 

1 絵画 しずか夜の図 紺谷光俊 昭和 12 年頃 土田武子氏 

2 陶磁 白天目茶碗  室町（16C） 宮地甚吉郎氏 

3 漆工 屈輪輪花天目台  宋（10-13C） 宮地甚吉郎氏 

4 書跡 一行「瑞気満」 裏千家 14 代 淡々斎 昭和（20C） 太田 恵氏 

5 書跡 連歌  上大路能順 宝永 2 年（1705） 太田 恵氏 

6 書跡 一行「水鳥影同飛」 前田斉泰 江戸-明治（19C） 太田 恵氏 

7 陶磁 黄交趾秋草水指 中村翠嵐 昭和-平成（20-21C） 太田 恵氏 

8 陶磁 瓢花生 原 呉山 明治（19C） 太田 恵氏 

9 陶磁 朝日焼櫛目水指 松林豊斎 昭和（20C） 太田 恵氏 

10 陶磁 祥瑞写水指 原 呉山 明治（19C） 太田 恵氏 

11 陶磁 赤絵銅鑼皿 永楽和全 江戸-明治（19C） 太田 恵氏 

12 陶磁 細水指 真清水蔵六 明治-昭和（19-20C） 太田 恵氏 

13 陶磁 大樋渦紋茶碗 3 代 大樋長左衛門 江戸（18-19C） 太田 恵氏 

14 その他 宇治川合戦図象嵌衝立 伝 武田友月 江戸（19C） 太田 恵氏 

15 その他 糸目手付煙草盆  昭和-平成（20-21C） 太田 恵氏 

 

 

（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（令和元年度：8/21～25） 

 

「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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令和元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 84 359 255 141 20 9 208 1,219 

    （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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令和元年度 
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