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開館
９月

日（土）～

月

日（月） ＊会期中無休

周年記念特別展「漆椀の世界 ―時代椀と輪島塗椀―」
会期

漆椀は、和食文化を共有する私たちにとっ
て、最も親しみ深い食器として愛されてきま
した。また、永い歴史の中で生み出された数
多くの意匠は、人々の美意識に大きなインス
ピレーションを与えてきました。
本展覧会では、日本人の食文化に寄り添っ
てきた漆椀の歴史や、時代を越えて人々に愛
好される名椀、工芸家たちが不変のテーマと
して取り組んだ椀をご紹介します。

漆絵椀
（草戸千軒町遺跡出土） 重要文化財

室町時代（15 世紀） 広島県立歴史博物館
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蒔絵師によって漆器に華麗な装飾が施されま
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した。江戸時代初期には桃山時代の影響から、

金銀蒔絵や梨地による豪華絢爛な膳椀が製作
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植物が蒔絵で描

鉄線蒔絵懸盤・揃椀 小浜市指定有形文化財
江戸時代前期（17 世紀） 心光寺（福井県小浜市）蔵

写真提供：小浜市教育委員会

「椀」は、飯や汁を盛るのに用いる丸い食
器を指します。古くは縄文時代から椀形の漆
器が製作されており、古代からは身分制を反

ます。懸盤３枚

と椀類、飲食器

映した食事様式の成立に伴って食器も発達し
す。平安後期からは、柿 渋と炭粉を漆 下地

等がセットとな
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として急速に発展します。この頃には日本各
残されており、本展では７件の塗師屋から

持ち歩いたサンプルである見 本 椀 が数多く

様を散らしています。高台が高く作られてお

用いて、黒漆塗の上に金と朱漆で竹の葉の模

に行いました。竹文椀は、木地にはヒノキを

み ほん わん

地で漆器生産が行なわれていましたが、輪島

１７７客の出品があります。見本椀は形や色、

り、桃山時代の様式を踏襲しています。
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文様に至るまで、バリエーションの豊富さに
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膳椀を生産・販売し、他産地との差別化を図
目を奪われます。
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明治維新後は、漆工芸の美術工芸化が推し
進められ、作家・工芸家が活躍する時代が到
来します。工芸家にとっても、漆椀は大きな
まつ だ ごんろく

テーマでした。重要無形文化財「蒔絵」保持
じ だい

者である松田権六は、生活に密着した漆器で
わんたいかん
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く広がっています。用の美の真髄を、心ゆく

その小さな姿の中には奥深い世界が果てしな

漆椀は漆器の基本といっても過言ではなく、

ご紹介します。

や製作道具、材料、製作動画を交えて詳しく

に、素地、塗り、加飾に至るまで、工程見本

そ じ

解説いたします。現在の輪島塗の技法を中心

で、漆椀の製作技術についても重点を置いて

さらに本展は漆器産地での開催ということ

漆刷毛を用いて椀に漆を塗る様子

（竹村祥子）
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ある椀に関心を持ち、研究した内容を『時代

椀大觀』にまとめ、自らも漆椀の制作を熱心

竹文椀／松田権六

評判となり、輪島塗は日本を代表する漆器と

ぬ

ました。輪島の古い塗師屋には、行商時に

器の需要を開拓し、製品の種類を多様化させ

に加えて、料亭や旅館で使用される業務用漆

師屋はこれまでの伝統的な膳椀セットの生産

し や

明治後期から大正時代にかけて、輪島の塗

して名声を高めました。
明治～昭和（19 ～ 20 世紀） 大﨑漆器店蔵
輪島塗見本椀各種

Wajima Museum of Urushi Art News 78

―４―

Wajima Museum of Urushi Art News 78

企画展「第

した。

月

日（土）～

なかから、２作品をご紹介しましょう。

年

まず、
前田安孝氏
（日展会友）
の作品「月光」
（左写真）では、闇夜にほんのり照らされた

月

日（日） ＊

15

月

～

日は年末休館

ちんきん

です。前田氏は、遠くスリランカの旅情から、

いずれも作品を通して、作家各々の制作に

地だからこそ可能な制作だと感じ入ります。

対する熱い思いに、会場で直に接していただ

ければ幸いです。

また、一昨年から実施しているⅡ部〔テー

と き いろ

会員）の蒔絵箱「襲・朱鷺色」
（下写真）は、

マ展〕もご好評を頂き、今年のテーマを「光

かさね

昨年辺りから輪島にもよく飛来するトキの

と影」として企画いたします。このコーナー

み

「美すず」を目当たりにし、イメージして制

なお、展覧会会期中 月 日
（日） 時 分

をどうぞご期待下さい。

に於きましては、多様な感性や表現の広がり
うるし

蒔絵の技法で美しいグ

ぼかして塗込み、研出

「トーク＆ワーク」を実施する予定です。作

を交えて制作工程等のお話をしていただく

からは、前田安孝氏を講師にお迎えし、実演
まき え

ラデーションが表現さ

（高柳浩子）

家独自の技法をご紹介くださる、またとない

思わせ、自然豊かな当

す。

れています。飛び立つ

とぎだし

朱鷺色と白の彩 漆を
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かれ、そこにいわゆる

作された作です。整然とした幾何学文様が描

まき え

次にご紹介する坂下好晴氏（日本工芸会正

した。

神々しい月光に魅せられてこの制作に至りま

により、点だけでこのような表現ができるの

表されています。点の大小・深浅・粗密など

さて、この作品はすべて沈金の点彫技法で

カルに表現されています。

複雑に交差し、三角形や四角形などでリズミ

ちらちらと垣間見える物陰も、そよ吹く風で

１

回 飛翔する輪島の漆芸作家たち ―全国展入選作品―」

会期

名の作品をご観覧いただける運びとなりま

会派を越えて一堂に展示するもので、今回は

展に特別出品や入選を果たした作家の作品を、

本伝統工芸展をはじめとする全国規模の公募

選作品―」が始まります。前年度の日展・日

展「飛翔する輪島の漆芸作家たち―全国展入

今年も霜秋の候から、 回目を迎える企画
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梟が深林の番人のように描かれています。そ

2015 年 第 62 回日本伝統工芸展
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「月光」 前田安孝
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INFORMATION
セミナー

平成２８年度石川県輪島漆芸美術館文化講座 漆文化セミナー
第１回 ７月16日（土）（終了）
「總持寺祖院所蔵の桃尾長鳥鎗金手箱と古漆器に見る沈金技法の変遷」
講師 小池 富雄氏
（鶴見大学文学部文化財学科教授）
第２回 ９月25日（日）
「知られざる 漆椀の世界」
講師 四柳 嘉章
（石川県輪島漆芸美術館 館長・歴史学博士）
第３回 11月20日（日）
「欧州のものづくりの現場から見る“漆芸装飾の可能性”」（仮）
講師 三谷 昭氏
（蒔絵職人・アトリエMITANI主宰）
第４回 12月11日（日）
「輪島塗技術保存調査に係る工房調査報告」（仮）
講師 高柳 浩子
（石川県輪島漆芸美術館 学芸課長補佐）
全４回出席者に修了証が交付されます。
いずれも13時30分開始、受講無料・予約不要。
お問い合せ 0768―22―9788
いずれも詳細が決まり次第当館HPやチラシ等でお知らせします。

TOPICS

キャラクターユニット 「おわん組合」新メンバー加入！

おわんキャラクターユニット「おわん組合」も結成
して２年経ち、６団体の大所帯になってまいりまし
た。漆塗りや焼き物など、個性的でかわいいキャラ
クターが勢ぞろいです。ゆるく頑張ってまいります
ので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。
おわん組合ＨＰも見てくださいね！
http://owankumiai.web.fc2.com/index.htm

休館日

2016/11/8（火）～ 11/11（金）展示替え
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