
第81回七尾港まつり協賛

池田文夫氏の「眼」
会　期…令和４年７月２日［土］〜７月24日［日］
開館時間…午前９時〜午後５時（入館は午後４時30分まで）
休館日…毎週月曜日（7/18は開館）、7/19（火）
観覧料…一般350円（280円）、大高生280円（220円）、中学生以下無料　（　）内は20名以上の団体料金
　　　　※「国民の祝日」は70歳以上の方無料
主　催…石川県七尾美術館（公益財団法人七尾美術財団）　　　協賛…第81回七尾港まつり実行委員会
　七尾市出身の実業家で、美術品コレクターでもあった池田文夫氏（1907～87）が蒐集した美術工芸品「池田コレクシ
ョン」は、平成７年（1995）の開館以来、所蔵品の中核と位置づけられてきました。「織部」「志野」といったやきものや、
近現代作家たちの日本画・工芸品などバラエティに富んだ289点からなる同コレクションですが、本展覧会では、改め
てその魅力を多くの方々に知っていただくべく、４つのテーマを設定。珠玉のコレクションの中から計68点を紹介し
ます。いずれも得難い貴重な作品で、池田氏の鑑識眼と美術品への深い愛玩を感じさせる逸品です。氏はあれこれ難し
いことを考えるのではなく、お気に入りの作品に触れることを何よりの喜びとしていたようです。皆さまも、池田氏の
愛した品々の中から、お気に入りの１点を見つけてみてはいかがでしょうか。
［第１展示室］　テーマ展示「めでたいもの尽くし」
　　作品名	 種類	 員数	 作者	 制作年代

１．鯛句画讃	 絵画	 １幅	 竹内栖鳳（1864〜1942）	 昭和４年（1929）
２．蓬莱山図	 絵画	 １幅	 菱田春草（1874〜1911）	 明治35年（1902）
３．張果老図	 絵画	 １幅	 下村観山（1873〜1930）	 明治〜昭和時代（19〜20世紀）
４．お福図	 絵画	 １幅	 上村松園（1875〜1949）	 明治〜昭和時代（19〜20世紀）
５．松図	 絵画	 １幅	 熊谷守一（1880〜1977）	 昭和時代（20世紀）
６．竹図	 絵画	 １幅	 熊谷守一（1880〜1977）	 昭和時代（20世紀）
７．梅図	 絵画	 １幅	 熊谷守一（1880〜1977）	 昭和時代（20世紀）
８．旭日図	 絵画	 １幅	 橋本関雪（1883〜1945）	 大正〜昭和時代（20世紀）
９．双鶴図	 絵画	 １幅	 前田青邨（1885〜1977）	 昭和37年（1962）頃
10．水仙図	 絵画	 １幅	 金島桂華（1892〜1974）	 昭和25年（1950）頃
11．鯉図	 絵画	 １幅	 福田平八郎（1892〜1974）	 昭和13年（1938）
12．カブラ図	 絵画	 １幅	 高山辰雄（1912〜2007）	 昭和時代（20世紀）
13．志野梅花千鳥文向附	 陶磁	 ５客	 	 桃山時代（16〜17世紀）
14．織部木瓜形鉢	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（17世紀）
15．織部亀甲文富士形小手鉢	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（17世紀）
16．色絵松竹梅文瓢形小皿	古九谷	 陶磁	 １枚	 	 江戸時代（17世紀）
17．色絵金銀彩柘榴図丸小皿	吸坂窯	 陶磁	 ５客	 	 江戸時代（17〜19世紀）
18．色絵牡丹唐獅子図八角鉢	伝春日山窯	 陶磁	 １口	 	 江戸時代（19世紀）
19．赤絵百老図大鉢　宮本屋窯	 陶磁	 １口	 	 江戸時代（19世紀）
20．不白茶碗　銘千鶴万亀	 陶磁	 ２口	 川上不白（1719〜1807）	 江戸時代（18〜19世紀）
21．赤楽寿字平茶碗	 陶磁	 １口	 樂　弘入（1857〜1932）	 明治〜昭和時代（19〜20世紀）
22．黒楽茶碗　銘福笑	 陶磁	 １口	 樂　惺入（1887〜1944）	 大正８〜昭和19年（1919〜44）頃
23．白秞太白麒麟像	 陶磁	 １基	 十二代酒井田柿右衛門（1878〜1963）	 昭和３年（1928）
24．志野紅白茶碗	 陶磁	 ２口	 荒川豊蔵（1894〜1985）	 昭和32年（1957）
25．桑名蕪菁盆	 漆工	 ４枚	 	 明治時代（19世紀）
26．五風十雨	 書	 １幅	 熊谷守一（1880〜1977）	 昭和時代（20世紀）
27．洗心長寿	 書	 １幅	 北村西望（1884〜1987）	 昭和46年（1971）
28．鯉	 	 彫刻	 １点	 泉　亮之（1838〜1918）	 大正７年（1918）
29．鶴	 	 彫刻	 １点	 田中太郎（1911〜92）	 昭和29年（1954）
30．翁	 	 彫刻	 １点	 田中太郎（1911〜92）	 昭和時代（20世紀）
　＜参考展示＞
31．池田文夫氏像	 彫刻	 １点	 北村西望（1884〜1987）	 昭和46年（1971）



【第２展示室】　「池田文夫氏の「眼」〜３つの視点から〜」
【池田氏ゆかりの地の品々】
　　作品名	 種類	 員数	 作者	 制作年代

１．人物・花鳥図押絵貼屏風（右隻）	 絵画	 ６曲１隻	 伝海北友松（1533〜1615）	 江戸時代（17世紀）
２．黄瀬戸六角盃	 陶磁	 10客	 	 桃山時代（16〜17世紀）
３．志野草花文向附	 陶磁	 ５客	 	 桃山時代（16〜17世紀）
４．織部唐草文敷瓦	 陶磁	 １枚	 	 桃山時代（17世紀）
５．美濃伊賀水指	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（17世紀）
６．飴釉手桶水指	 陶磁	 １口	 伝初代大樋長左衛門（1630〜1712）	 江戸時代（17世紀）
７．色絵山水図富士形小皿	古九谷	 陶磁	 １客	 	 江戸時代（17世紀）
８．色絵栗鼠図丸小皿	古九谷	 陶磁	 １客	 	 江戸時代（17世紀）
９．色絵花鳥図木瓜形小皿	古九谷	 陶磁	 １客	 	 江戸時代（17世紀）
10．色絵龍桐文木瓜形平卓　粟生屋窯	 陶磁	 １口	 粟生屋源右衛門（1797〜1863）	 江戸時代（19世紀）
11．色絵布袋山水人物図硯箱	 陶磁	 １揃	 初代德田八十吉（1873〜1956）	 昭和時代（20世紀）
12．瀬戸黒茶碗	 陶磁	 １口	 荒川豊蔵（1894〜1985）	 昭和時代（20世紀）
13．香札蒔絵丸盆	 漆工	 １枚	 大垣昌訓（1865〜1937）	 明治〜昭和時代（19〜20世紀）
14．古代朱漆沈金唐草文椀	 漆工	 ５客	 前　大峰（1890〜1977）	 昭和時代（20世紀）
15．砂張鉦	 金工	 １個	 初代魚住為楽（1886〜1964）	 昭和33年（1958）　　　架台制作：氷見晃堂
16．象嵌瑞牛置物	 金工	 １点	 高橋介州（1905〜2004）	 昭和時代（20世紀）
17．養老	 彫刻	 １点	 関野聖雲（1889〜1947）	 大正10年（1921）
18．金鶏鳥	 彫刻	 １点	 吉田秀鳳（1916〜95）	 昭和51年（1976）頃

【日本画セレクション】
　　作品名	 種類	 員数	 作者	 制作年代

19．太平記　大森彦七物語（上巻）	 絵画	 １巻	 	 江戸時代（17世紀）
20．維摩居士図	 絵画	 １幅	 狩野芳崖（1827〜88）	 明治19年（1886）
21．深山杜鵑図	 絵画	 １幅	 今尾景年（1845〜1924）	 大正13年（1924）
22．金魚図	 絵画	 １幅	 大橋翠石（1865〜1945）	 大正〜昭和時代（20世紀）
23．鶏図	 絵画	 １幅	 小川芋銭（1868〜1938）	 大正〜昭和時代（20世紀）
24．暮雪図	 絵画	 １幅	 川合玉堂（1873〜1957）	 昭和時代（20世紀）
25．勢多迦童子図	 絵画	 １面	 佐藤玄 （々朝山）（1888〜1963）	 昭和14〜23年（1938〜48）頃
26．朱盆に果実図	 絵画	 １幅	 青木大乗（1894〜1979）	 大正〜昭和時代（20世紀）
27．閑光図	 絵画	 １幅	 上村松篁（1902〜2001）	 昭和後期（20世紀）

【"モノ"を伝える】
　　作品名	 種類	 員数	 作者	 制作年代

28．信楽水指　銘腹鼓	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（16〜17世紀）
29．志野振出	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（16〜17世紀）
30．志野草花文足付香合	 陶磁	 １合	 	 桃山時代（16〜17世紀）
31．織部柳文筒向附	 陶磁	 ５客	 	 桃山時代（17世紀）
32．織部輪花南瓜葉文台鉢	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（17世紀）
33．絵唐津盃台	 陶磁	 １口	 	 桃山時代（17世紀）
34．ノンコウ赤茶碗　銘小判	 陶磁	 １口	 樂　道入（1599〜1656）	 江戸時代（17世紀）
35．老松茶器　覚々斎好	 漆工	 １合	 表千家七世如心斎（1706〜51）在判	 江戸時代（18世紀）
36．肩面広口釜	 金工	 １口	 大西家	 江戸時代（18世紀）
37．竹茶杓　追銘下ソキ	 竹工	 １本	 古田織部（1544〜1610）	 桃山時代（16〜17世紀）
※出品作品はすべて「池田コレクション」です。
※出品作品は変更の可能性があります。また、作品の目録順番と実際の展示順番は異なります。


