




番号 作品名 作者・著者 員数・技法など 所蔵者
1    竹川竹斎肖像写真 一葉・写真 射和文庫蔵
2 ◎竹川竹斎肖像 一幅・絹本着色 射和文庫蔵
3 ◎竹川政信六十三歳像 藤原明忠筆・竹川政寿賛 一幅・絹本着色 射和文庫蔵
4 ◎積善之家和歌 竹川竹斎詠 一幅・紙本墨書 射和文庫蔵
5 ◎大黒天画文庫蔵印及萬古印 一幅・紙本着色 射和文庫蔵
6    書幅 竹川竹斎 一幅・紙本墨書 石水博物館蔵
7    辞世の歌 竹川竹斎 一幅 射和文庫蔵
8    双眼鏡と寒暖計（竹斎使用品） 射和文庫蔵
9 ○陶印（射和文庫） 一個・射和萬古 射和文庫蔵

10    相棒 川喜田半泥子作 一口 射和文庫蔵
11    菓子鉢  川喜田半泥子作 一口 射和文庫蔵
12 ◎上池普請日記 竹川竹斎記 三巻三冊 射和文庫蔵
13 ◎開墾茶桑園図帳 竹川竹斎記 一冊 射和文庫蔵
14 ◎蠶茶楮書 竹川竹斎編著 一冊 射和文庫蔵
15    梅の絵土瓶 沼波弄山作 一口・古萬古 射和文庫蔵
16 ○乙御前 井田己斎作 一個・射和萬古 射和文庫蔵
17    古萬古色絵掛花入 一口・古萬古 石水博物館蔵
18    寿老人香合 一合・射和萬古 石水博物館蔵
19    色絵菓子鉢 一口・射和萬古 石水博物館蔵
20 ○印籠と根付 近藤　勇作 根付は射和萬古 射和文庫蔵
21 ○乾山写大皿 一口・射和萬古 射和文庫蔵
22 ○松に雪画水指 一口・射和萬古 射和文庫蔵
23 ○狛犬 奥田弥助作 一対・射和萬古 射和文庫蔵
24    衝立 月僊画 一基 射和文庫蔵
25    茶壺 一個・射和萬古 射和文庫蔵
26 ○輸出用醤油瓶 二個・射和萬古 射和文庫蔵
27 ◎三語便覧 村上義茂著 二巻二冊 射和文庫蔵
28 ◎草木奇花写真 三巻三冊 射和文庫蔵
29    主図合結 十一巻 石水博物館蔵
30 ◎聖経類書 一冊 射和文庫蔵
31 ◎馬可傳福音書畧解 一冊 射和文庫蔵
32 ◎竹斎日記 竹川竹斎記 七十五巻七十五冊の

内五冊
射和文庫蔵

33 ◎竹川竹斎翁自筆年表 竹川竹斎記 一冊 射和文庫蔵
34 ◎新訂万国全図 二舗・折帖 射和文庫蔵
35    花筏画水指 一口・射和萬古 射和文庫蔵
36 ○古田織部写暦手茶碗 竹川竹斎作 一口・射和萬古 射和文庫蔵
37 ○竹斎手造茶碗 竹川竹斎作 一口・射和萬古 射和文庫蔵
38 ◎ななそひの日記 竹川竹斎記 二巻二冊 射和文庫蔵
39 ◎川船の記 竹川竹斎記 八巻八冊 射和文庫蔵
40 ◎古今名物類聚 陶斎尚古老人 十六巻十六冊 射和文庫蔵
41 ◎水鳥之図 竹川竹斎筆・玄々斎賛 一幅・絹本着色 射和文庫蔵
42    玄々斎・竹斎合筆歌 一幅 射和文庫蔵
43    祇園祭礼図 伝長谷川久蔵 一幅・紙本着色  石水博物館蔵
44    蛤香合 一合 射和文庫蔵
45 ○茶入 一口・射和萬古 射和文庫蔵
46 ○雲錦香合 一合・射和萬古 射和文庫蔵
47 ◎勝海舟の肖像写真と竹口信義宛書簡 一幅・紙本墨書 射和文庫蔵
48    射和書院 勝海舟 扁額一面・紙本墨書 射和文庫蔵
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番号 作品名 作者・著者 員数・技法など 所蔵者
49    勝海舟書幅 勝海舟 一幅 射和文庫蔵
50 ◎護国論 竹川竹斎著 一冊 射和文庫蔵
51 ◎護国後論 竹川竹斎著 一冊 射和文庫蔵
52 ◎勝海舟書簡 勝海舟記 一巻十七通外三紙 射和文庫蔵
53 ◎浮宝の日記 竹川竹斎記 一冊 射和文庫蔵
54 ◎航海日記 勝麟太郎 二巻　合一冊 射和文庫蔵

◎三重県指定文化財
○松阪市指定文化財

番号 作品名 作者など 窯・素材・年代など 備考
1 志野茶碗　銘「微笑」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和12年頃
2 黒織部茶碗　銘「富貴」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和15年頃 寄託作品
3 志野茶碗　銘「おらが秋」 川喜田半泥子 廣永窯
4 井戸手茶碗　銘「雨後夕陽」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和16年頃
5 粉引茶碗　銘「雪の曙」 川喜田半泥子 千歳山窯
6 織部黒茶碗　銘「暗香」 川喜田半泥子 千歳山窯 藤田コ
7 高麗手茶碗　銘「雅茶子」 川喜田半泥子 廣永窯
8 井戸手茶碗　銘「初紅葉」 川喜田半泥子 廣永窯・昭和22年
9 焼締茶碗　銘「さび柿」 川喜田半泥子 千歳山窯

10 伊賀水指　銘「慾袋」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和15年
11 葡萄図（秋はれや～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画
12 下駄図（柿食ふて～） 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画淡彩 寄託作品
13 秋茄子図 川喜田半泥子筆 紙本墨画淡彩
14 千歳山の蟇図 川喜田半泥子筆・自賛 紙本墨画・昭和33年頃 藤田コ
15 粉引手茶碗　銘「夕立」 川喜田半泥子 千歳山窯
16 井戸手茶碗　銘「ひばり」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和16年
17 白掛茶碗　銘「天の川」 川喜田半泥子 廣永窯
18 井戸手茶碗　銘「おぼろ」 川喜田半泥子 廣永窯・昭和24年頃
19 御所丸風茶碗 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和13年
20 黒茶碗　銘「無茶太郎」 川喜田半泥子 千歳山窯・昭和15年頃
21 片身替茶碗　銘「寝物語」 川喜田半泥子 千歳山窯
22 焼締茶碗　銘「しほ釜」 川喜田半泥子 千歳山窯
23 呼継茶碗　銘「いざよい」 川喜田半泥子 千歳山窯
24 呼継茶碗　銘「ねこなんちゅ」 川喜田半泥子 千歳山窯
25 志野茶碗　銘「かりがね」 川喜田半泥子 廣永窯
26 志野彼岸花絵水指 川喜田半泥子 廣永窯
27 粉引手茶入　銘「伊勢みやげ」 川喜田半泥子 千歳山窯 藤田コ
28 胴〆手茶入　銘「まろにえ」 川喜田半泥子 岐阜県・牟田洞窯
29 竹茶杓　銘「須磨琴」 川喜田半泥子 竹 寄託作品
30 竹茶杓　銘「須磨琴」の添状 川喜田半泥子筆 紙本墨書 寄託作品
31 政子遺訓 川喜田政筆 紙本墨書・明治32年
32 政子遺訓写 川喜田半泥子筆 紙本墨書・昭和25年

山里茶席内
作品名 作者など 窯・素材・年代など 備考

33 閑不徹雲在嶺頭 金陵好清筆 紙本墨書
34 竹掛花入　銘「大黒」 川喜田半泥子 竹・昭和29年 藤田コ
35 南蛮縄簾写水指 川喜田半泥子 千歳山窯

※藤田コ＝平成23年に寄贈された藤田等風コレクション
※展示作品、展示期間が変更になる場合があります。

所蔵品展－川喜田半泥子の作品と季節の館蔵品－
2015年8月28日(金)～2015年10月18日(日)
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