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写 真 名 所 蔵 者 

池坊 生花展 華道家元池坊 
 青磁鳳凰耳花生 銘 万声 和泉市久保惣記念美術館 

珠光青磁茶碗 出光美術館 

仙厓筆 花見画賛 出光美術館 

朝夕菴 出光美術館 

江戸名所図屏風 出光美術館 

井上八千代氏 井上八千代氏 

井上愛子(四世八千代)三回忌追善 京舞｢信乃｣ 井上八千代氏 

井上愛子(四世八千代)三回忌追善 京舞｢長刀八島｣ 井上八千代氏 

上野道善師 上野道善氏 

自徹斎生形貴一 生形家 

惺斎宗匠消息文 生形家 

昭和 30年 同門会大阪支部 生形家 

平成 19年 豊国神社での茶会にて 生形貴重氏 

黒織部沓茶碗 梅澤記念館 

一休宗純墨跡 七仏通戒偈 永青文庫 

黄金の茶室 ＭＯＡ美術館 

半蔀を舞う片山九郎右衛門氏 片山九郎右衛門氏 

遊行柳 （財）片山家能楽・京舞保存財団 

若き日の片山九郎右衛門氏 片山九郎右衛門氏 

『茶経』茶研の図 金谷町お茶の郷博物館 

イギリスのアフタヌーン・ティー 金谷町お茶の郷博物館 

アフリカのミントティー 金谷町お茶の郷博物館 

モロッコのミントティー 金谷町お茶の郷博物館 

団茶 四角 金谷町お茶の郷博物館 

団茶 筒入り 金谷町お茶の郷博物館 

チベットのチャイドン 金谷町お茶の郷博物館 

チャイドン 金谷町お茶の郷博物館 

九條池から拾翠亭を望む 環境省京都御苑管理事務所 

都をどり 祇園甲部歌舞会 

都をどり 第１景 置歌 祇園甲部歌舞会 

北野大茶の湯址 石碑 北野天満宮 

看大の席 北村美術館 

大文字画賛 北村美術館 

大の字茶碗 北村美術館 

即中斎作 茶杓 銘 如意 北村美術館 

碌々斎好 既望棗 銘 美人 北村美術館 

碌々斎筆 既望棗絵賛 北村美術館 

文阿弥花伝書残巻 九州国立博物館 

徳岡孝二氏 京都吉兆 

桂離宮 月見台 宮内庁京都事務所 （田畑みなお氏撮影） 

桂離宮 古書院 宮内庁京都事務所（田畑みなお氏撮影） 

原久子先生と栗﨑曻氏 栗﨑曻氏 

昭和 63 年 不審菴茶会 栗﨑曻氏 

平成 4 年 不審菴茶会 栗﨑曻氏 

平成 9 年 不審菴茶会 栗﨑曻氏 

平成 18 年 不審菴茶会 栗﨑曻氏 

元伯宗旦筆「寒山拾得」画賛 （昭和 63 年 不審菴茶会) 栗﨑曻氏 

栗栖熊三郎氏 栗栖熊三郎氏 

たん熊本店（春） 栗栖熊三郎氏 
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たん熊本店（夏） 栗栖熊三郎氏 

たん熊本店（秋） 栗栖熊三郎氏 

 たん熊本店（冬） 栗栖熊三郎氏 

祖父 初代熊三郎 栗栖熊三郎氏 

すっぽんの一人鍋 栗栖熊三郎氏 

（秋 小禽図の掛物） 栗栖熊三郎氏 

永樂即全作 熊笹の徳利・熊絵の酒呑 栗栖熊三郎氏 

本家たん熊（玄関） 栗栖熊三郎氏 

即中斎作茶杓 銘 目出鯛 栗栖熊三郎氏 

一閑張 中棗・小棗一双 栗栖熊三郎氏 

蓋裏 即中斎花押 栗栖熊三郎氏 

即中斎箱書 栗栖熊三郎氏 

たん熊 露地蹲踞 栗栖熊三郎氏 

若筍煮 栗栖熊三郎氏 

鱧 栗栖熊三郎氏 

竹干し場 黒田正玄氏 

栄西禅師画像 建仁寺両足院 

明恵上人 樹上坐禅像 高台寺 

織田信長画像 神戸市立博物館 

東三条殿復元模型 国立歴史民俗博物館 

澱看席 金戎光明寺 西翁院 （田畑みなお氏撮影） 

千利休屋敷跡 財団法人 今日庵 

弘法大師筆 崔子玉座右銘 財団法人 大師会 

おようのあま絵巻 サントリー美術館 

慈照寺銀閣 慈照寺 

東求堂 同仁斎 慈照寺 

登呂遺跡 復元竪穴住居 静岡市立登呂博物館 

登呂遺跡 復元高床倉庫 静岡市立登呂博物館 

重文『喫茶養生記』 
 

壽福寺 

聞香寄合図 松栄堂 

銘香木三種 松栄堂 

シャネル社ジャック・ボルジュ氏と聞香を楽しむ畑氏 松栄堂 

八橋忌当日の法然院 聖護院八ツ橋総本店 

鈴鹿且久氏 聖護院八ツ橋総本店 

神酒餅 聖護院八ツ橋総本店 

八橋忌 聖護院八ツ橋総本店 

古文書 聖護院八ツ橋総本店 

八ツ橋 聖護院八ツ橋総本店 

８代鈴木與平茶室 共生庵 鈴木與平氏 

鈴木與平氏 鈴木與平氏 

テームズ河畔 鈴木與平氏 

常滑焼 山茶碗ぐいのみ 鈴木與平氏 

九谷焼 吉田屋桃形ぐいのみ 鈴木與平氏 

加賀蒔絵 酒器揃 鈴木與平氏 

イギリス製ぐいのみ？ 鈴木與平氏 
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大徳寺山門 金毛閣 大徳寺 

髙田明浦猊下 大徳寺 

聚光院 大徳寺 聚光院 

瑞峯院 方丈 大徳寺 瑞峯院 

古唐津茶碗 銘 舟越 
 

田中丸コレクション 

朝鮮唐津水指 田中丸コレクション 

絵唐津草花文茶碗 田中丸コレクション 

絵唐津草花文向付 田中丸コレクション 

斑唐津片口ぐい呑 田中丸コレクション 

京都 嵐山 
 

土村清治氏 

天龍寺庭園 天龍寺 

清水寺縁起 上巻 東京国立博物館 

武野紹鴎作 茶杓 東京国立博物館 

圜悟克勤墨跡（印可状） 東京国立博物館 

大井戸茶碗 銘 有楽 東京国立博物館 

青磁茶碗 銘 馬蝗絆 東京国立博物館 

伊賀耳付花入 東京国立博物館 

春日権現験記絵 東京国立博物館 

東大寺 四聖坊 東大寺 

『君台観左右帳記』書院飾次第 東北大学附属図書館 

『君台観左右帳記』書院違棚図 東北大学附属図書館 

嘉祥菓子 とらや 

常盤饅 とらや 

菖蒲饅 とらや 

白小豆・赤小豆 とらや 

茶樹王 
 

中村羊一郎氏 

南宗寺 山門 南宗寺 

武野紹鴎の墓 南宗寺 

千家墓所 南宗寺 

西本願寺 白書院一の間 西本願寺 

ＮＨＫ趣味悠々「茶の湯表千家 京に楽しむ夏の茶」より 日本放送出版協会 

村田珠光筆 山水図 野村美術館 

唐物 長谷川文琳茶入 野村美術館 

唐物肩衝茶入 銘 油屋 畠山記念館 

『茶湯一会集』 彦根城博物館 

千家古図 藤井不羨庵筆 藤井家 

平安神宮 大極殿 平安神宮 

第 1回時代祭当日の様子 平安神宮 

九條道弘氏 平安神宮 

タワフル夕顔蒔絵立礼卓 堀内家 

不審菴露地の図 堀内不識斎筆 吸江斎賛 堀内家 
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松本卓臣氏 松本卓臣氏 

備後大会 家元席 床 松本卓臣氏 
 松本コレクション特別茶会 松本卓臣氏 

江岑作茶杓 栄 松本卓臣氏 

江岑作煤竹尺八花入 銘 吉日 松本卓臣氏 

古井戸茶碗 高麗 松本卓臣氏 

備後大会支部長席（亭主） 松本卓臣氏 

備後大会支部長席（客座） 松本卓臣氏 

聚楽第図 三井文庫 

待庵 床框 妙喜庵 

待庵 室床 妙喜庵 

待庵 内部（床からにじり口を見る） 妙喜庵 （田畑みなお氏撮影） 

待庵 内部（客座側） 妙喜庵 （田畑みなお氏撮影） 

待庵 天井 妙喜庵 （田畑みなお氏撮影） 

待庵 外観 妙喜庵 （田畑みなお氏撮影） 

麟閣 森川容佑氏 

森田りえ子氏 森田りえ子氏 
 金閣寺本堂杉戸絵（春・牡丹、秋・菊） 森田りえ子氏 

『茶道雑誌』表紙 森田りえ子氏 

金閣寺本堂杉戸絵（夏・花菖蒲）前にて 森田りえ子氏 

四季扇面張付屏風 森田りえ子氏 

相国寺管長有馬賴底先生とのコラボレーションの掛物 森田りえ子氏 
大棗「日月星」 
蓋裏蓋裏 

森田りえ子氏 

蓋裏 森田りえ子氏 

茶杓 金・銀「一（はじめ）」 森田りえ子氏 
2003 年 アンコールワット公演 
 

矢島聰子事務所 

蘭陵王を舞う東儀氏 矢島聰子事務所 

天からの光「鳳笙」 矢島聰子事務所 

東儀秀樹氏講義風景 矢島聰子事務所 

東儀氏作陶の様子 矢島聰子事務所 

山本一力氏 山本一力氏 

武野紹鴎所持 信楽鬼桶水指 
 

湯木美術館 

志野茶碗 銘 広沢を手にされる湯木貞一氏 湯木美術館 

利休所持 黄瀬戸建水 銘 大脇指 湯木美術館 

即中斎自作茶杓 銘 手習 湯木美術館 

吉兆嵐山店茶室「酉庵」茶席披きの茶事 湯木美術館 

「洛中洛外屏風 上杉本」に描かれた室町殿 
 

米沢市上杉博物館 

宗旦屋敷小座敷書院惣図 
 

龍谷大学 

鹿苑寺金閣（撮影 柴田秋介） 
 

鹿苑寺 

金閣寺本堂杉戸絵（春・牡丹、秋・菊） 鹿苑寺 

 金閣寺本堂杉戸絵（夏・花菖蒲） 鹿苑寺 

 

 
足利義持若宮八幡宮社参図絵巻 
 

若宮八幡宮 

  

  

 

 

 

 

 

 


