
 

分類 素材 作品名 作者 制作年代 寄贈者、展示期間 等

1 薄茶器 陶磁器 色絵菊桐文茶器 野々村仁清 江戸時代 (17世紀)

2 薄茶器 陶磁器 青磁茶器 初代 真清水蔵六 江戸-明治時代 (19世紀) 禅野京子氏

3 薄茶器 漆工 桜蒔絵平棗 江戸時代 (18-19世紀) 3/8-4/24展示

4 薄茶器 漆工 楓蒔絵平棗 江戸時代 (18世紀) 4/26-6/12展示

5 薄茶器 漆工 菊水蒔絵大棗 江戸時代 (17-18世紀)

6 薄茶器 漆工 松蒔絵平棗 松田権六 昭和時代 (20世紀)

7 薄茶器 漆工 平文彩空平棗 大場松魚 平成3年 (1991)

8 薄茶器 漆工 湖畔蒔絵平棗 寺井直次 平成4年 (1992)

9 薄茶器 漆工 野草文平棗 二代 砺波宗斎 平成3年 (1991) 3/8-4/24展示

10 薄茶器 漆工 菊蒔絵平棗 初代 野村大仙 昭和43年 (1968) 4/26-6/12展示

11 薄茶器 漆工 杣田渦文中棗 田中智勝 昭和56年 (1981) 3/8-4/24展示

12 薄茶器 漆工 舞鶴蒔絵棗 平野直行 昭和42年 (1967) 4/26-6/12展示

13 薄茶器 漆工 松蒔絵棗 初代 西村松逸 昭和52年 (1977)

14 薄茶器 漆工 蒔絵おしどり平棗 清水英姿 平成元年 (1989)

15 薄茶器 漆工 堆漆瑞鳥茶器 音丸耕堂 平成4年 (1992)

16 薄茶器 漆工 沈金棗 「渚」 前 史雄 平成21年 (2009)

17 薄茶器 漆工 乾漆菊形棗 三池宗逸 昭和42年 (1967)

18 薄茶器 漆工 雲錦蒔絵棗 初代 西村松逸 昭和時代(20世紀) 個人寄贈【新収蔵品】

19 薄茶器 漆工 松竹梅蒔絵平棗 太田抱逸 大正-昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

20 薄茶器 漆工 鶴蒔絵棗 高村表恵 昭和45年 (1970) 3/8-4/24展示

21 薄茶器 漆工 波に車蒔絵棗 由木尾雪雄 大正11年 (1922)頃 4/26-6/12展示

22 茶碗 陶磁器 薩摩撫子文茶碗 明治時代 (19-20世紀) 中林千代子氏

23 茶碗 陶磁器 赤楽茶碗 樂家十代 旦入 江戸時代 (19世紀) 中林千代子氏

24 薄茶器 漆工 城端鳳凰文茶器 村田百川氏【新収蔵品】

25 薄茶器 漆工 萩の花棗 村田千山 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

26 薄茶器 漆工 夕顔蒔絵茶器 初代 西村松逸 昭和47年 (1972)

27 薄茶器 漆工 芽張柳蒔絵棗 十三代 飛来一閑 明治時代 (19-20世紀) 中林千代子氏

28 薄茶器 漆工 梅果蒔絵棗 十代 中村宗哲 明治-大正時代 (19-20世紀) 中林千代子氏

29 薄茶器 漆工 兼六園桜朽木造大棗 川北良造 平成10年 (1998) 川北良造氏

30 薄茶器 木竹工 白竹張内潤雪吹 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

31 薄茶器 漆工 雲鶴蒔絵竹棗 十三代 黒田正玄 昭和-平成時代 (20世紀) 中林千代子氏

32 蓋置 陶磁器 ペルシャ鳥文蓋置 西坂方南 昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏

33 蓋置 金工 南鐐一葉蓋置 十一代 中川浄益 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

34 蓋置 金工 三人形蓋置 蓮田修吾郎 昭和-平成時代 (20世紀)

35 蓋置 金工 蓋置（牡丹唐草文象嵌唐銅皆具のうち） 十二代 宮﨑寒雉 昭和24年 (1949)

36 蓋置 陶磁器 竹節蓋置 樂家九代 了入 江戸時代 (19世紀) 今村喜美枝氏

37 蓋置 陶磁器 蓋置（松之絵皆具のうち） 二代 中村梅山 平成2年 (1990)

38 蓋置 陶磁器 色絵一閑人蓋置 八田円斎 大正－昭和時代（20世紀）

39 蓋置 陶磁器 色絵三葉形蓋置 吉田屋窯 江戸時代 (19世紀)

40 茶入 陶磁器 高取瓢形茶入 中林千代子氏

41 茶入 陶磁器 唐物肩衝茶入　利休小肩衝 南宋-明時代 (13-15世紀) 金沢市指定文化財

42 釜鐶 金工 渦形鉄釜鐶　銘 磯辺 米沢弘安 昭和38年頃(1963)

43 釜鐶 金工 蝶文象嵌釜鐶 高橋因幡 江戸時代 中林千代子氏

44 釜鐶 金工 釜鐶（牡丹唐草文象嵌唐銅皆具のうち） 十二代 宮﨑寒雉 昭和24年 (1949)

45 火入 陶磁器 呉須人物文火入 明時代 (17世紀) 中村榮一郎氏

46 火入 陶磁器 絵唐津火入 小峠丹山 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

47 莨入 漆工 鎌倉彫莨入 吉田楳堂 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏
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48 莨入 漆工 海松貝蒔絵唐人笠莨入 初代 西村松逸 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏

49 香炉 陶磁器 青磁算木文香炉 明時代 (16-17世紀)

50 香炉 陶磁器 古清水牡丹唐草文香炉 江戸時代 (17-18世紀)

51 香炉 陶磁器 青磁千鳥写香炉 二代 真清水蔵六 明治-昭和時代 (19-20世紀) 橋本一枝氏

52 香炉 陶磁器 薩摩色絵扇文香炉 橋本一枝氏

53 香炉 金工 七宝瑞果文壺形香炉 橋本一枝氏

54 香炉 金工 古銅三足香炉　銘　許由 橋本一枝氏

55 香炉 陶磁器 染付竹の絵香炉 景徳鎮窯 明時代 (16-17世紀)

56 香炉台 漆工 春日卓 鎌倉時代・永仁2年 (1294)頃

57 香道具 木竹工 木彫彩色松竹梅文吊香炉・香炉掛 橋本一枝氏    3/8-4/24展示

58 香道具 金工 菊文透吊香炉 橋本一枝氏    4/26-6/12展示

59 香道具 その他 三種盤物 橋本一枝氏

60 香道具 その他 志野袋花結十二箇月 橋本一枝氏

61 香道具 漆工 沢瀉蒔絵沈香箱 橋本一枝氏

62 香道具 漆工 草花蒔絵香箪笥 橋本一枝氏

63 香道具 その他 挿枝・挿枝袋 橋本一枝氏

64 香道具 漆工 杏葉文蒔絵十種香箱 橋本一枝氏

65 香道具 金工 黄銅六角香炉 橋本一枝氏

66 香炉 金工 七宝龍鳳凰文手付香炉 伊勢幸子氏

67 香炉 金工 金銅柄香炉 江戸時代 (19世紀)

68 香炉 漆工 青貝十角香炉 19世紀

69 香炉 陶磁器 薩摩色絵虫籠形香炉 橋本一枝氏

70 香炉 陶磁器 白瓷三足香炉 初代 諏訪蘇山 大正時代 (20世紀)

71 香合 陶磁器 扇形梅の絵香合 青木木米 江戸時代 (19世紀) 金沢市指定文化財

72 香合 陶磁器 交趾菊蟹香合 明時代 (17世紀)

73 香合 陶磁器 唐三彩香合 唐時代 (8世紀)

74 香合 漆工 青貝松下人物図香合 中林千代子氏  3/8-4/24展示

75 香合 漆工 青貝唐子文香合 明時代 (16-17世紀) 4/26-6/12展示

76 香合 漆工 独楽塗香合 中林千代子氏

77 香合 木竹工 華竹筏香合 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

78 香合 木竹工 鳳尾竹香合　銘 要 橋本仙雪 昭和62年 (1987)

79 香合 木竹工 白竹三日月香合 野口重春 昭和-平成時代 (20世紀) 野口五代氏

80 香合 漆工 草花蒔絵笈形重香合 橋本一枝氏

81 香合 漆工 倶利重香合 橋本一枝氏

82 香合 漆工 張抜一閑梅香合 坂下直大 昭和-平成時代 (20世紀)

83 香合 陶磁器 伽藍香合 表千家九代 了々斎宗左 江戸時代 (18-19世紀) 今村喜美枝氏

84 香合 陶磁器 小判形香合 八代 大樋長左衛門 明治-大正時代（19-20世紀） 新町崇氏【新収蔵品】

85 香合 金工 加賀象嵌四歩一香合 米沢弘安 昭和41年 (1966)

86 香合 金工 牡丹文朧銀香合 金森映井智 昭和59年 (1984)

87 香合 漆工 湖畔蒔絵香合 寺井直次 平成8年 (1996)

88 香合 漆工 四君子蒔絵香合 村田百川氏 平成時代（21世紀） 村田百川氏【新収蔵品】

89 香合 陶磁器 色絵起上り香合 西坂方南 昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏

90 香合 陶磁器 乙御前香合 真葛長造 江戸時代 (19世紀)

91 香合 陶磁器 鶴香合 二代 横萩一光 明治-大正時代 (19-20世紀)

92 香合 陶磁器 交趾鴨香合 中林千代子氏

93 香合 陶磁器 黒楽金彩亀香合 樂家十一代 慶入 江戸時代 (19世紀) 今村喜美枝氏

94 香合 陶磁器 大樋打出小槌にねずみ香合 西坂方南 昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏

95 香合 漆工 松喰鶴蒔絵沈箱 伝 五十嵐道甫 江戸時代 (17世紀)

96 香合 漆工 胡蝶文合子 寺井直次 昭和43年 (1968)

97 香合 漆工 扇蒔絵香合 初代 西村松逸 昭和時代(20世紀) 個人寄贈【新収蔵品】


