
　コレクション展 「新春優品選」 第6展示室　2016年12月21日（水）～2017年2月12日（日）

NO 分野 作者名 制作年 初出展覧会・受賞 展示期間

1 陶磁 二代浅蔵五十吉 1978

2 陶磁 板谷波山 1917

3 陶磁 十代大樋長左衛門 （陶冶斎） 1987 第19回改組日展

4 陶磁 北出塔次郎 1964 第7回日展

5 陶磁 北出塔次郎 1966 第9回日展

6 陶磁 武腰敏昭 1997 第29回改組日展

7 陶磁 初代德田八十吉 20c

8 陶磁 三代德田八十吉 1986 第9回伝統九谷焼工芸展

9 陶磁 吉田美統 2000 第47回日本伝統工芸展　日本工芸会保持者選賞

10 漆工 赤地友哉 1976 第23回日本伝統工芸展

11 漆工 大場松魚 1984 第31回日本伝統工芸展

12 漆工 川之辺一朝 1881 第2回内国勧業博覧会

13 漆工 小森邦衞 1992 第39回日本伝統工芸展

14 漆工 佐治賢使 1978 第10回改組日展

15 漆工 柴田真哉 1877 第1回内国勧業博覧会

16 漆工 寺井直次 1997 第44回日本伝統工芸展

17 漆工 中野孝一 1978 第25回日本伝統工芸展

18 漆工 前大峰 1963

19 漆工 松田権六 1965

20 漆工 三谷吾一 1988 第20回改組日展

21 陶磁 木村雨山 1938 第2回新文展

22 陶磁 二塚長生 2003 第50回日本伝統工芸展

23 染織 水野博 1964 第11回日本伝統工芸展

24 染織 初代魚住為楽 1954

25 染織 金森映井智 1985 第32回日本伝統工芸展　日本工芸会保持者選賞

26 染織 高橋介州 20c 第1回石川県工芸作家選抜美術展　

27 漆工 中川衛 2001 第48回日本伝統工芸展　日本工芸会保持者選賞

28 漆工 米沢弘安 1970

29 漆工 隅谷正峯 1995

30 漆工 川北良造 1992

31 漆工 灰外達夫 2014

32 漆工 氷見晃堂 1956 第12回日展

33 金工 福田芳朗 c.1992

34 金工 西出大三 1980 第27回日本伝統工芸展

35 金工 西出大三 1971 第18回日本伝統工芸展

36 金工 紺谷力 2004 第51回日本伝統工芸展

37 金工 下口宗美 1982 第7回石川県工芸作家選抜美術展

38 絵画 柴田是真 床 歳暮人物図 ～12/28

39 絵画 柴田是真 床 桃太郎図 1/4～

40 木工 氷見晃堂 花 桑造砂磨花入 20c ～12/28

41 木工 川北良造 花 兼六園真弓坂松花入 2015 1/4～

42 陶磁 九代大樋長左衛門 茶碗 飴釉茶わん 1980 ～12/28

43 陶磁 九代大樋長左衛門 茶碗 黒釉内梅花文茶碗 1980 第5回石川県工芸作家選抜美術展 1/4～

44 漆工 寺井直次 薄茶器 桐文中次 1975 ～1/15

45 漆工 上棚宗佐 薄茶器 朱黒漆塗梅形中次 20c 1/16～

46 漆工 吉田楳堂 茶杓 堆漆茶杓 1968 ～1/15

47 木工 氷見晃堂 茶杓 鉄刀木茶杓 20c 1/16～

48 金工 三代魚住為楽 水指 砂張水指 1982 第7回石川県工芸作家選抜美術展 ～12/28

49 陶磁 六代清水六兵衛 水指 金彩老梅水指 1963 1/4～

50 漆工 塩多慶四郎 菓子器 乾漆盛器 1976 第1回石川県工芸作家選抜美術展

51 金工 十三代宮崎寒雉 釜 霰真形釜 1968

網代重箱「暁天」

　茶道具取り合わせ

作品名

樹間に遊ぶ　色絵飾鉢

葆光彩磁チューリップ文花瓶

輪花「花器」

樹映譜

樹海饗宴図

色絵白金彩飾鉢「長閑」

色絵金彩葡萄文花瓶

燿彩鉢

釉裏金彩大山蓮花文鉢

けん胎黒漆鉢

平文輪彩箱

蒔絵棕櫚に芭蕉図聯

象嵌鋳銅花瓶

寂夜

蒔絵釣燈籠図額

金胎牡丹蒔絵箱

秋草蒔絵小箪笥

沈金猫文「けはひ」飾筥

迦陵頻伽宝相華文蒔絵経箱

海の詩

染色馬二曲屏風

友禅着物「新潮」

友禅訪問着「蒼林の譜」

砂張銅鑼

木彫加彩人形「愛宕浄晨」

加賀象嵌鴛鴦香炉

象嵌朧銀花器「岑寂樹林」

金銀象嵌鴛鴦香炉

太刀 銘傘笠正峯作之　平成七年八月日

欅造食籠

神代杉挽曲造木象嵌食籠

栃造八稜箱

欅捩梅象嵌三段重

截金彩色木彫合子「華鳥」

截金彩色合子「酉」

彩塑人形「腰鼓遊楽」


