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１． 

晴山重疊図幅 

棟方 志功 

共箱 

棟方志功鑑定委員会 鑑定シール有 

昭和31年 

幅43.5cm 長さ143cm 

 

昭和31年9月28日佳宵 棟方志功書 

 

昭和31年の主な出来事は、7月にベ

ニスのビエンナーレに「柳緑花紅」

「釈迦十大弟子」「湧然する女者

達々」『鐘渓頌』など11点を出品し

国際版画大賞を受けました。その

後、青 森、弘 前、八 戸、室 蘭、京

都、名古屋、徳島などで個展を開催

します。この掛軸の図は、そのどこ

かの地で見た風景を描いたのかもし

れません。10月には日展に「蒼原の

柵」を出品。  

 

 



２． 

額「踏マレツモ…」 

柳 宗悦 

昭和 

額：縦59cm 横72.5cm 

 

踏マレツモ  ふまれつも 

花ヲ手向クヤ はなをたむくや 

艸ノ路    くさのみち 

 

柳宗悦は著書の中で次のように書いています。 

「もとより読者は己なりに自由に解すれば良い」 

 

 それならばこのような解釈はいかがでしょうか。 

 

この路は草が踏まれてできた路。 

花を供えて無事を祈る。 

この路は大道なり、迷うことなく進んでいこう。 



３． 

化粧釉辰砂呉須草花図皿額 

河井 寛次郎 

河井紅葩極 

昭和 

額：幅46cm×46cm 

 

大正から昭和の時代、民藝運動の中心的役割を担った

陶工 河井寛次郎の作品です。 

 

陶器のお皿が額にはめ込まれています。花が描かれて

いますが、特定のお花ではなく、年中使用できるデザ

インです。 

河井寛次郎の娘 河井紅葩（須也子）の極めがありま

す。 

皿の高台 

丸に「寛」印 



４． 

薔薇群魚図幅 

望月 玉成 

絹本 

共箱 

大正 - 昭和 

幅49cm 長さ220cm 

 

本紙上部には薔薇の花をついばんでいる

鳥が描かれ、下部にはひらひらと落ちた

薔薇の花びらに群がる魚が描かれた動き

のある画です。 

 

描いたのは、江戸時代より続く京都画

壇・望月派6代目の望月玉成です。京都絵

画世専門学校にて西山翠嶂に画技を学び

ました。望月派の伝統的で綿密な作風に

加え、伝統的な淡彩写実の花鳥画も継承

して四季の表情を豊かに表現した作品が

特徴的です。  



５． 

額 東大寺椿図 

須田 剋太 

昭和 

額：縦46cm 横42.5cm 

 

力強い奔放なタッチで椿が描かれています。 

東大寺椿とは、東大寺修二会で使われる椿の造り花の

ことです。 

修二会（しゅにえ）とは、1270年以上、東大寺 二月

堂で1度も絶えることなく続く伝統行事で、鎮護国

家、天下泰安、風雨順時、五穀豊穣、万民快楽など、

人々の幸福を願う行事です。 

 

須田剋太は、司馬遼太郎の「街道をゆく」の挿絵画家

としても広く世に知られています。 



６． 

江畔帰牧図幅 

坪島 土平 

紙本 

共箱 

昭和 - 平成 

幅38cm 長さ145cm 

 

右 上 に「江 畔 帰 牧」の 賛 が あ り、江

（川）の畔で、牛と共に家に帰る様子が

描かれています。 

 

坪島土平は、陶芸家です。東の魯山人、

西の半泥子とも言われた、実業家である

川喜田半泥子に師事し、半泥子没後に三

重にある廣永陶苑を継承しました。 

織部焼の軸先も土平自ら作陶したもので

す。 



７． 

天啓赤絵 花鳥図角皿 10客組 

中国 明時代（17世紀） 

径 約13cm×13cm 高さ 約3cm 

 

赤色、黄色、緑色の釉薬を用いて花鳥が描かれています。構

図は同じようですが、描かれ方がそれぞれ少しずつ違うた

め、違う雰囲気になっており、楽しむことができます。 

 

中国 明時代末期 景徳鎮民窯では古染付・祥瑞・南京赤絵と

呼ばれるやきものが作られ、日本に渡ってきました。江戸時

代初期の日本では、茶人が新奇な茶道具や飲食器を注文焼成

させる風潮もあり、日本人好みの茶道具や飲食器を中国へ注

文したと考えられています。 

 

釉がはじけた、いわゆる虫喰い 

といわれる部分が縁に見られま 

す。高台に窯でできた割れが有 

ります。 

 

「懐石の器 向付様様 （マリア 

書房）」に同手が掲載されてい 

ます。  





８． 

古染付 芙蓉手向付 10客組 

中国 明時代（17世紀） 

径 約14.5cm 高さ 約4.5cm 

 

芙蓉手とは、見込中央に大きく円窓を設け、その周囲

を区切る文様構成が、大輪の芙蓉の花を連想させるこ

とから、日本では芙蓉手と呼ぶようになりました。西

欧においても人気を博した文様です。見込みの図柄

は、鳥のほかに、花蝶、大葉、巻物のようなものなど

が描かれております。 

 

中国 明時代末期 景徳鎮民窯では古染付・祥瑞・南京

赤絵と呼ばれるやきものが作られ、日本に渡ってきま

した。江戸時代初期の日本では、茶人が新奇な茶道具

や飲食器を注文焼成させる風潮もあり、日本人好みの

茶道具や飲食器を中国へ注文したと考えられていま

す。 





９． 

仁清写雲鶴向付 10客組 

15代 永楽 善五郎（永楽 正全） 

共箱 

昭和 

径12cm×19.5cm 高さ4.8cm 

 

鶴が羽を広げた上に雲が描かれた向付です。 

雲鶴文様は、流れる雲の中を飛翔する鶴を表した 

吉祥文様です。通年用いることができます。 



１０． 

古染付 芙蓉手兜鉢 

 

中国 明時代（17世紀） 

径28cm 高さ6cm 

 

芙蓉手とは、見込中央に大きく円窓を設け、その周囲

を区切る文様構成が、大輪の芙蓉の花を連想させるこ

とから、日本では芙蓉手と呼ぶようになりました。西

欧においても人気を博した文様です。見込み柘榴の文

様が描かれています。 

 

中国 明時代末期 景徳鎮民窯では古染付・祥瑞・南京

赤絵と呼ばれるやきものが作られ、日本に渡ってきま

した。江戸時代初期の日本では、茶人が新奇な茶道具

や飲食器を注文焼成させる風潮もあり、日本人好みの

茶道具や飲食器を中国へ注文したと考えられていま

す。 



１１． 

古染付 蓮形七寸皿 

中国 明時代（17世紀） 

径21.5cm 高さ4cm 

 

約400年前の明朝末期に中国の景徳鎮で作られたお皿

です。 

 

蓮の形状をしたお皿の見込みには、蓮、チョロギ、鳥

が描かれています。蓮の葉の形に凹凸があり、立体感

を感じられます。 

釉がはじけた、いわゆる虫喰いといわれる部分が縁に

見られます。 

傷は無く、大変良い状態です。 



１２． 

呉須染付大皿 

中国 明時代（17世紀） 

径42.5cm 高さ9.5cm 

 

呉須手と呼ばれる、福建省南部の漳州窯で作られたお

皿です。古染付と同時代の明時代末期に作られまし

た。呉須の青が優しい色合いです。見込みには鳥と草

花が奔放な筆致で絵付けされています。少し厚手にな

り、虫食いは見られませんが、縁に小さなホツが有り

ます。見込みにも小さな窯キズがあります。 



１３． 

古清水 小禽風景図香炉 

江戸時代 

径6.3cm 高さ6.8cm 

 

2つの窓絵に、一方は風景が、もう一方は鳥が絵付け

されています。窓絵の周りには七宝文様が描かれてい

ます。 

 

幕末に磁器焼成が本格的に始まり、これが「清水焼」

と呼称されるようになると、江戸時代中期以前に京で

焼かれた陶器を「古清水」と呼ぶようになったと言わ

れます。また、江戸時代後期にあっても磁器とは異な

る京焼色絵陶器の総称としても用いられています。 



１４． 

薩摩焼 色絵牡丹唐草図水注 

幕末 - 明治 

径12.5cm 高さ13cm 

 

瓢形で、持ち手が胴の後ろに付いている後手の水注で

す。 

胴には象牙色の地に細かな貫入が入り、両面に色絵や

金彩を使い、牡丹唐草図が上品に描かれています。 

 

薩摩焼は、朝鮮出兵 の際に、島津義弘が、連れて

帰って来た朝鮮人陶工たちが窯を開いたことに始まる

とされています。製品には使われている土の材質の違

いから、白薩摩・黒薩摩と区別があります。白薩摩は

島津藩調度品として用いられ、藩窯以外の製造販売を

厳禁としていました。 



１５． 

能楽神歌蒔絵手箱 

七世（八代）象彦  

共箱 

明治 - 大正 

径23cm×28.5cm 高さ14cm  

 

能の神歌が蒔絵された手箱です。蓋の表には、「三番叟」が舞い、側面

には「千歳」が蒔絵されています。内側には光琳松の模様が蒔絵、螺

鈿、錫を用いて描かれています。 

神歌とは、能の演目「翁」の別名です。その舞は、国家安静、五穀豊穣

を祝う寿ぎの神事とされています。三番叟と千歳は、翁と共に舞う役で

す。光琳松模様は、尾形光琳をはじめとする琳派が描いた画風をアレン

ジした模様です。 

蓋裏 蓋表 身の内側 



象彦は、江戸時代より続く京都の漆器商です。三井家をはじめ

とする旧財閥や皇室などの愛顧をうけて、数多くの名品を制作

しました。八代象彦は、皇族からの下賜品の製作、皇族・国賓

への献上品の製作など数々の名品を製作しました。八代目を継

承した当初は、7世代目の当主として「七世 象彦」と箱書をし

ており、本作品も箱書きは「七世 象彦」と書かれています。 



１６． 

桜蒔絵提重 

 

幕末 - 明治 

外枠：縦19.5cm 横34cm 高さ33cm 

 

全体的に桜蒔絵で統一された春らしい提重です。 

 

外枠は上部に金属の提手を付け、黒地に桜が蒔絵されています。 

四段重箱には梨地に桜が蒔絵されています。 

上の棚の右側には、銘々盆が5客収められています。銘々盆は黒地に

桜が蒔絵されています。 

上の棚の左側には、正方形の銘々盆1客と朱塗の盃が1客収められて

います。銘々盆は梨地に桜が、盃は朱塗の地に桜が蒔絵されていま

す。 

時代のものになるため、重箱をはじめ、角があたってソゲている部

分が所々に見られます。 





１７． 

金地双鶴平棗 

二木 成抱 

共箱 

大正 - 昭和 

径8.5cm 高さ5.5cm 

 

江戸時代に加賀藩の保護を得て、城下町の金沢はさま

ざまな工芸品が発展しました。その後、二木成抱は明

治17年金沢に生まれ、加賀蒔絵の基礎を築いた五十嵐

道甫、清水九兵衛らに私淑しました。伝統的な技法を

継承しつつ写実性の高い作品を制作し、大正から昭和

期に活躍した名工です。 

 

蓋の表には金地に表情豊かな鶴が2羽飛んでいます。

内側は表側と雰囲気が変わり、黒地に朱塗の四角文様

が散らしてあります。 

高台に「成抱」の銘があります。 



１８． 

讃岐彫 風月三昆図盆 

森 象堂 

共箱 

明治 - 昭和 

縦33.5㎝ 横34㎝ 高さ2.4㎝ 

 

三昆とは仲の良い兄弟という意味があり、 

その意味に因んだ蘭、蓮、菊のことも指します。 

 

森象堂（1887－1967）は、高松市出身で讃岐彫の名工

と称された、石井磬堂の義弟です。  



１９． 

辰砂刷毛目抜蝋文扁壷 

河井 寛次郎 

河井敏孝極箱 

昭和 

口径7cm×6.3cm 胴径10cm×13.8cm 高さ22cm 

 

石膏型による方形の造形に対し、鉄釉・辰砂の軽快な

筆致で文様が描かれています。 

抜蝋とは、溶かした蝋で器体に文様を描いた上に彩

色。彩釉すると、蝋によって釉が弾かれ、その部分が

抜き文となる技法です。 

河井寛次郎記念館 館長の河井敏孝氏の箱書きがあり

ます。 

反対側 



２０． 

紫紅鉢 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

径22.4cm 高さ9.5cm 

 

発色が難しい中国 鈞窯の紫紅釉を使った鉢です。青

色の地と、鮮やかな赤紫色が混じり合い、混じり合っ

た部分のグラデーションも見事です。 

 

「天才は彗星のごとく突然現れる」と評された寛次郎

は、この頃になると、自身の作陶に疑問を抱き、個展

の発表を控え、自身の陶芸を模索していました。その

後、沈黙を破り、発表したのが、それまでの作風とは

異なる紫紅釉をはじめとした作品でした。民衆的芸術

に影響を受け、日常の生活を意識した陶磁表現が多く

なっていきました。 



２１． 

掛合釉花瓶 

濱田 庄司 

共箱 

昭和 

口径10.2cm 胴径12.7cm 高さ25.4cm 

 

白釉と黒釉を掛け分け、指で文様を描いた作品は濱田

庄司の代表的な技法のひとつと言えます。単純です

が、ひとつとして同じ模様にならないという偶然性の

魅力があります。 

反対側 



２２． 

流杉文壷 

和太 守卑良 

共箱 

1985（昭和60）年 

口径12cm 胴径22cm×25.5cm 高さ18.5cm 

 

和太守卑良は、京都市立美術大学（現京都市立芸術大

学）で、富本憲吉と出会いました。高知県安芸の古窯

の復興に従事し、その後、茨城県笠間市に移住し築窯

しました。各展の入選を重ねました。和太は、独創的

で様々な抽象的な文様を作りました。本作品には流杉

文様が装飾されている壷です。 

箱書きより1985年に制作されたことがわかります。 



２３． 

古赤絵写四方香炉 

16代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

共箱 

昭和 - 平成 

径9cm×9cm 高さ11cm 

 

側面に「牡丹と蝶」、「牡丹と蜻蛉（とんぼ）」、

「唐子と蝙蝠（こうもり）」、「唐子と鹿」が描かれ

ています。 

蝶は、長寿の意味を持ち、不死不滅のシンボルです。 

蜻蛉は、強い虫を表す勝虫とも言われます。 

蝙蝠は、中国語で「蝠」が「福」と同じ発音であるこ

とから、幸福のシンボルとされています。 



２４． 

呉須赤絵大皿 

16代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

共箱 

昭和 - 平成 

径37㎝ 高さ5.5㎝ 

 

本作品は、中国 明時代に制作された呉須赤絵の 

お皿を、京焼の名工 永楽即全が写したものです。 

赤色や緑色の華やかな色を使い、奔放な筆致で、 

草花や鳥などが描かれています。 

 



２５． 

色絵ぐい呑み 

藤本 能道 

共箱 

人間国宝 

昭和 - 平成 

径6.3cm 高さ4.6cm 

 

色絵磁器を代表する人間国宝、藤本能道によるぐい呑

です。 

東京美術学校工芸科図案部を卒業後、文部省から新設

された技術講習所に入所し、本格的に陶芸家を志すよ

うになります。ここで能道は、当時講師を務めていた

加藤土師萌、富本憲吉に師事しました。 



２６． 

金襴手酒杯 10客組 

14代 永楽善五郎（永楽 妙全） 

共箱 

大正 - 昭和 

径6.3cm 高さ3.8cm 

 

胴の外側のみならず内側も金襴手となっている 

酒杯10客組です。胴の側面には雲鶴文様が 

描かれています。縁は細かい輪花状になっています。 



２７． 

萩茶碗 

三輪 休和（10代 三輪 休雪） 

共箱 

人間国宝 

昭和 

径13.5cm 高さ10cm 

 

昭和42年に家督を譲って「休和」銘となって以降の 

晩年期におけるお茶碗です。 

高台脇に「和」の銘があります。 

 

三輪休雪は山口県萩市の萩焼窯元・三輪窯の当主が

代々襲名している陶芸作家としての名跡です。 

 

休和は、川喜田半泥子が主催した、からひね会に参加

し、同世代の荒川豊蔵や金重陶陽と親交を重ね、古陶

磁に学び、茶の湯を楽しみ、作陶精神を高めあいまし

た。 



２８． 

バカラ 金縁切子鉢 

昭和前期 

径20.3cm 高さ12cm 

 

戦前に作られたオールドバカラと呼ばれる古い手で

す。明治期にその当時の大阪の古美術商 春海商店の

主人がフランス バカラ社に特別注文したものが最初

です。 

 

暖かい季節に涼しげな御茶道具を求めるお茶人のため

に、鉢などの懐石食器や水指などを注文しました。色

や形を設計図のようにして、注文していたそうです。 

 

こちらの鉢はその流れを汲んだ特別注文されたものの

ひとつだと考えられます。切子のように胴部分が外側

からカッティングされて、口縁は金を縁取っていま

す。 



２９． 

祥瑞写茶碗 

3代 和田 桐山 

鵬雲斎書付 

共箱 

昭和 - 平成 

径11.5cm 高さ7.5cm 

 

中国明時代に制作された祥瑞茶碗を、和田桐山が写し

たお茶碗です。この茶碗の腰が突き出た部分は、まる

で紐を巡らしたようにも見えることから、腰紐とも呼

ぶこともあります。 



３０． 

茶碗「むさし野」 

前田 青邨 画、 

16代 永楽善五郎（永楽 即全）作 

共箱 

昭和 

径12.4cm 高さ7.4cm 

 

京焼の名工 永楽即全と、文化勲章を受章するなど、

画壇・院展を代表する画家として活躍した前田青邨の

合作のお茶碗です。 

前田青邨が「むさし野」と銘を箱の蓋表に箱書きして

おり、お茶碗にはススキが描かれています。 



３１． 

祥瑞写水指 

5代 真葛（宮川） 香斎 

鵬雲斎書付 

共箱 

昭和 - 平成 

径18cm 高さ21cm 

 

側面に松竹梅の文様が描かれ、それぞれ丸紋の中に山

水図や馬に乗っている人物が描かれています。 

蓋も同様に松竹梅と丸紋が描かれています。桃の摘み

です。 

祥瑞は、中国 明時代に景徳鎮窯で作られた上手の染

付のことです。 

丸紋（山水図）の中に、窯の焼成時にできた極小の焦

げ跡があります。 



３２． 

乾山写露芝鉢 

16代 永楽善五郎（永楽 即全） 

共箱 

昭和- 平成 

径20.5cm 高さ9.5cm 

 

露芝は、線弧を三日月形に描き芝草に露の玉がついて

いる意匠です。四季を通じて用いられる模様ですが、

水ということで涼しく感じられることから、特に夏の

着物や帯の柄にも用いられます。  

本作品では、露を透かしを用いて表されています。特

に、見込みや高台の付近には御本のような赤い斑点の

文様も見られます。 



３３． 

柿釉双桃式水滴 

4代 清風 与平 

共箱 

大正 - 昭和 

径7cm 高さ6cm 

 

桃が2つくっついた形状の水滴です。 

枝が注ぎ口になっています。 



３４． 

上越の山染付花瓶 

河合 卯之助 

共箱 

昭和 

口径6.7㎝ 胴径13㎝ 高さ23㎝ 

 

新潟の上越に魅せられたのでしょう。 

器面一周ぐるりと山々が描かれております。 

 

河合卯之助は、京焼の窯元に生まれました。京都市立

絵画専門学校を卒業し、西陣織の図案を描いていたこ

ともあり、描写力にも優れていました。 



作家略歴（五十音順） 

14代 永楽善五郎（永楽 妙全） 

1852（嘉永5）年‐1927（昭和2）年 

京都の女性陶芸家。本名は悠。夫は永

楽得全（14代）。技量に優れ作品への

評価は高い。 

 

15代 永楽善五郎（永楽 正全） 

1880（明治13）年 - 1932（昭和7）年 

14代妙全の甥。妙全の没後、昭和7年ま

での約5年間、15代として活躍。妙全生

存中はその代作に当たり、大正初年に

は信楽へ赴いた。建仁寺4世竹田黙雷老

師より「正全」の号を受けた。 

 

16代 永楽 善五郎（永楽 即全） 

1917（大正6）年‐1998（平成10）年 

14代得全の甥15代正全の子。妙全の養

嗣子。三井家・三千家に出入りし数々

の名品を作る。茶道隆盛と共に現代の

名工の一人に数えられる。 

 

河合 卯之助  

1889（明治22）年 - 1969(昭和44)年  

陶工 河合瑞豊の次男として京都五条坂

に生まれる。戦後は団体展に参加する

ことは無く活動。弟に陶芸家の河合栄

之助。吉川英治、岡部伊都子、清水卯

之助、富本憲吉との交流も多く、居も

当時の文化サロンだった。 

 

河井 寛次郎 

1890（明治23）年‐1966（昭和41）年 

島根県生まれ。東京高等工業学校窯業

科卒後、京都市陶磁器試験場に入所。

京都市五条坂に窯を築き作陶を行う。

東洋古陶磁の技法による作品を制作し

ていたが、民藝運動に関わり、実用を

意識した作品に取り組むようになる。

文化勲章、人間国宝、芸術院会員への

推薦を辞退。 

 

須田 剋太 

1906（明治39）年 - 1990（平成2）年 

日本の洋画家。埼玉県生。浦和画家。

当初具象画の世界で官展の特選を重ね

たが、1949年以降抽象画へと進む。力

強い奔放なタッチが特徴と評される。

司馬遼太郎の紀行文集『街道をゆく』

の挿絵を担当し、また取材旅行にも同

行した。 

 

4代 清風 与平 

1871（明治4）年‐没年不詳 

清風家は京都の陶家。1871年、3代与平

の次男として京都に生まれる。陶技を

父に、絵を田能村小斉に学ぶ。1828年

頃、五 条 坂 に 開 窯 し た の に 創 ま る。

1914年、3代与平が没すると、家業を継

ぎ、4代与平を名乗った。父同様、名工

の名が高かった。 

 

芹澤 銈介 

1895（明治28）年 - 1984（昭和59）年 

静岡市生まれ。東京高等学校図案科卒

業後、生涯の師である柳宗悦と沖縄の

染物紅型に出会ったことにより型染め

を中心とした道に進む。1956年、人間

国宝に認定。 

 

坪島 土平 

1929（昭和4）年 - 2013（平成25）年 

大阪生まれ。1946年、川喜田半泥子に

師事。1963年、川喜田半泥子没後に廣

永陶苑を継承。大阪高島屋にて個展開

催、以降、東京日本橋高島屋と共に個

展開催。 

濱田 庄司 

1894（明治27）年‐1978（昭和53）年 

神奈川県生まれ。東京高等工業学校窯

業科に入学、板谷波山に師事。河井寛

次郎と共に京都市立陶芸試験場にて主

に釉薬の研究。バーナード・リーチに

同行、共同してセント・アイヴスに築

窯。帰国後、沖縄 壺屋窯などで学ぶ。

栃 木 県 益 子 町 で 作 陶を 開 始。昭 和30

年、人間国宝に認定。 

 

藤本 能道 

1919（大正8）年‐1992（平成4）年 

日本の色絵磁器を代表する作家。日本

画の没骨描法を取り入れた、写実的な

描 写 の 文様 表 現を 追 求。独自 の 技 法

「釉描加彩」を確立、1986年「色絵磁

器」で人間国宝に認定。 

 

二木 成抱 

1884（明治17）年 - 1954（昭和29）年 

金沢生まれ。山本利成に師事。加賀蒔

絵の基礎を築いた五十嵐道甫、清水九

兵衛らに私淑。大正10年、第９回農商

務省工芸展覧会三等賞受賞。昭和3年、

第９回帝展に初入選、以後帝展や新文

展、日展などを中心に活躍。 

 

5代 真葛（宮川） 香斎 

1922（大正11）年 - 2016（平成28）年 

東京生まれ。昭和21年、4代の長女と結

婚、宮川家に入籍。昭和47年、5代宮川

香斎を襲名。表千家13代即中斎宗左よ

り「真葛」の印を授かる。平成14年、

養子・和男に家督を譲って隠居し、

「治平」を名乗る。 

 

三輪 休和（10代 三輪 休雪） 

1895（明治28）年 - 1981（昭和56）年 

山口県出身。 15歳の時から、祖父雪山

および父9代に師事する。昭和2年、父

の隠居に伴い10代休雪を襲名。昭和42

年、三輪窯を弟(11代休雪)に譲り休和

と号した。昭和45年、重要無形文化財

(人間国宝)「萩焼」の保持者に認定。昭

和48年、勲四等旭日小綬章。 

 

望月 玉成 

1900（明治33）年 - 1951（昭和31）年 

京都生まれ。名は重信・重蔵。別号は

玉禅。父は日本画家望月玉渓。望月派6

代目。京都市立美術工芸学校、京都市

立絵画専門学校を卒業。西山翠嶂、父

玉渓に師事した。 

 

柳 宗悦 

1889（明治22）年‐1961（昭和36）年 

民藝運動の提唱者。民藝の父とも呼ば

れ る。東 京 生。東 京 帝 國 大 学 在 学 中

に、同人雑誌グループ白樺派に参加。

富本憲吉・浜田庄司・河井寛次郎と共

に生活に即した民芸品に注目して「用

の美」を唱え、民藝運動を起こした。

昭和11年、東京都目黒区に日本民藝館

を設立。戦前、北海道、東北、沖縄、

台湾などの工芸の紹介に尽力した。昭

和32年、文化功労者。 

 

棟方 志功 

1903（明治36）年‐1975（昭和50）年 

20世紀の美術を代表する世界的巨匠の

一人。日本の板画家。青森県出身。昭

和17年以降、彼は版画を「板画」と称

し、木版の特徴を生かした作品を一貫

して作り続けた。  

 

和太 守卑良 

1944（昭和19）年 - 2008（平成20）年 

兵庫県西宮市出身。1967年に京都市立

美術大学陶磁器専攻卒業。学長の依頼

で高知県安芸市にて古窯の復興を手が

け陶器制作を始める。1977年、茨城県

笠間市に移住。1980年、ファエンツァ

国際陶芸展金賞受賞。 


