
期間

（詳細は別紙の通り）

(1) 展覧会活動

 1) 

       2) 琳派400年記念 秋期特別展 光悦ふり・光悦名碗と様式の展開

3) 新春展「樂歴代 優しいすがた」

 4) 春期特別展 樂歴代〜長次郎と14人の吉左衞門〜

(2) 

 1)

(3) 他機関との協力活動

 1)館外展示協力事業

 2)海外交流事業、他の美術館・博物館との協力事業

 3)その他の機関・団体との協力事業

 1)海外出品作品（軸）の修復を行った。

               2)収蔵品（軸）の修理を行った。

（作品リストは別紙の通り）

1) 7件の作品寄贈を受け、基本財産に繰り入れた。

Ⅱ

 1) 歴代解説小冊子はじめ研究図書資料を前年度に引き続き公開、販売した。

   2) 新刊図書（展覧会図録）1刊を発行した。

Ⅲ

1) 小・中学校への協力活動として、「親子でお茶一服」を開催した。

 2) 研修授業・修学旅行学習への協力をした。

 3) 大学、各種学校のゼミ、研究会への協力を行った。

地域社会への文化協力、社会教育活動

 1) 生涯学習など、社会教育事業への協力を行った。

   2) 地方文化団体の文化事業への協力を行った。



手遊びで自由奔放な制作を行った本阿弥光悦の樂茶碗は、樂歴代やさまざまな作陶家に大きな影

響を与えた。光悦茶碗の代表作に加え、光悦に影響を受けた樂歴代や覚々斎・酒井宗雅・川喜田

半泥子など、光悦様式の確立と展開を追う展示をおこなった。

千利休の創意のもと、当時今焼茶碗といわれた樂焼を長次郎が造ってから450年近く。樂焼の特

徴の１つである手捏ねという技法は、その技法で造られたからこそ、生まれた表情がある。歴代

の作品の中でもやわらかく、優しい作品の数々を展観した。

樂家・樂焼の歴史は千利休と1人の陶工、長次郎との出会いから始まる。長次郎を初代とし、現

在で14人目の吉左衞門。各歴代がそれぞれの時代を生き、決して踏襲することなく己の世界を築

きあげてきた。各々の時代の中での創造性に視線をあてた展示をおこなった。

樂茶碗は初代長次郎の「侘び」の造形に始まり、本来、装飾的表現とは対照的なもの。本展で

は、琳派400年の協賛として、「装飾表現」に焦点をあて、樂歴代の装飾への取り組みを鑑賞し

て頂いた。



開催期日

開催期日

当館所蔵の作品を手に触れて鑑賞する。当館所蔵作品は、茶碗をはじめとした茶の湯工芸品である。

館付属の小間茶室で茶の湯道具組を再現、その後広間に移動し、作品を手にとって鑑賞。

当館学芸員の解説、質疑応答を行う。

当館所蔵作品を用いての茶会形式による作品鑑賞会。館長による作品解説、質疑応答を行う。

定例 毎月1回開催 12回実施

特別開催

6月13日 淡交会 青年部   30名

9月6日   淡交会 郡山青年部・いわき青年部  27名

9月12日 ダイセツ工業   12名

9月15日 ホテルオークラ 12名

9月23日 表千家札幌地区青年会 12名

11月6日 東京大学 教育学部 附属中等教育学校 19名 館長対応

11月7日 京都造形芸術大学 10名

各日曜日 8回実施

平成27年5月10日、6月21日、７月19日、10月11日、11月8日、12月13日

平成28年2月14日、3月20日

1．平成27年5月5日(火・祝) 参加者 保護者 20名、小学生 14名、中学生 4名

2．平成28年3月6日(日) 参加者 保護者 14名、小学生 10名、中学生 1名、幼児4名

小・中学生の親子対象。副館長樂扶二子の解説による、親子でお茶一服を体験。樂茶碗

でお茶を飲み、茶の湯文化、樂焼の世界に触れた。
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樂美術館事業報告

Ⅱ 研究・資料図書公開事業

研究・資料図書公開事業報告

・『樂と萩　新兵衛の樂　吉左衞門の萩』　を出版した。
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・石川県小松市立南部中学校 (修学旅行) 生徒6名 平成27年5月21日

「琳派400年記念 樂歴代 装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・京都市立上京中学校 (社会科見学) 生徒5名 平成27年5月28日

「琳派400年記念 樂歴代 装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・Sea winds （ハワイの高校） (修学旅行) 生徒12名 教員4名 平成27年6月10日

黒窯制作ビデオ英語版上映の後、「琳派400年記念 樂歴代 装飾への荷坦・

抑制と解放」を鑑賞した。

・神戸高校 茶道部 生徒27名 教員2名 平成27年7月30日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「琳派400年記念 樂歴代

装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・東京都 大塚高校 茶道部 生徒18名 教員1名 同門会会員 1名  平成27年7月30日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「琳派400年記念 樂歴代

装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・きのくに子どもの村中学校 (研修旅行)  生徒7名 教員2名    平成28年2月6日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「新春展 樂歴代

優しいすがた」を鑑賞した。

・早稲田実業学校 茶道部 中学生4名 高校生13名 大学生5名 教員2名

平成28年3月25日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「春期特別展 樂歴代

        〜長次郎と14人の吉左衞門〜」を鑑賞した。

会場 樂美術館 茶室

副館長樂扶二子が小中学生の親子を対象に特別鑑賞茶会を行い、小間での空間体験、

広間での茶の湯体験を指導解説した。実際に古い樂茶碗でお茶をいただく体験に、

子供も親も興味津々。緊張しながらも、熱心に質問をしていた。

日時 平成27年5月5日、平成28年3月6日



・同志社大学 文学部 美術芸術学部 学生19名 教員1名 平成27年4月21日

「琳派400年記念 樂歴代 装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・関西学院大学 茶道部       学生9名 一般7名   平成27年7月11日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「琳派400年記念 樂歴代

装飾への荷坦・抑制と解放」を鑑賞した。

・岐阜大学 茶道部 学生13名   平成27年9月9日

    「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり 光悦名碗と様式の展開」を鑑賞した。

・摂南大学 文化経済学会 11名    平成27年9月10日

  「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり 光悦名碗と様式の展開」を鑑賞した。

・実践女子大学 文学部 日本美術史専攻 学生38名 教員1名 平成27年10月9日

黒窯制作ビデオ上映後「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり 光悦名碗と様式の展開」

を鑑賞した。

・東京造形芸術大学 学生24名 教員1名     平成27年11月8日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり

光悦名碗と様式の展開」を鑑賞した。

・京都女子大学 学生7名 教員1名  平成27年11月21日

学芸員が解説をし、黒窯制作ビデオ上映。その後「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり

光悦名碗と様式の展開」を鑑賞した。

・名古屋芸術大学 学生12名 教員2名  平成28年2月3日

館長樂吉左衞門が樂焼に関するレクチャーをし、その後「新春展 樂歴代 優しいすがた」

を鑑賞した。

(館外活動）

・金沢美術工芸大学 シンポジウム「芸術論の今日」 平成27年10月24日

会場：京都工芸繊維大学 60周年記念館1階ホール 学生25名

館長樂吉左衞門が金剛永謹氏と芸道トークセッションを行った。

・京都大学 エグゼクティブ・リーターシップ・プログラムにて講義 平成27年12月12日

会場：京都大学 橘会館 学生12名 職員5名

館長樂吉左衞門がパワーポイントを用いて樂茶碗や陶芸、芸術に関する講義を行った。講義後、

樂美術館に移動し、「秋期特別展 琳派400年記念 光悦ふり 光悦名碗と様式の展開」を鑑賞した。



日程

内容

会場

日程

内容

会場

事業主体

事業主体

会場

日程

事業主体

内容

平成27年7月11日

「茶碗の中の宇宙－その美意識と思想」というテーマで館長樂吉左衞門がスク

リーンに画像を映しながら講演。通訳を介して活発な質疑応答が交わされた。

エルミタージュ美術館 レクチャー・ホール

エルミタージュ美術館・国際交流基金

平成27年9月6日

「樂-茶碗の中の宇宙」展において、日本より日経カルチャーツアーにて訪問の

15名に、館長樂吉左衞門が展示についての解説を行った。

エルミタージュ美術館

株式会社日経カルチャー

平成27年9月22日

館長樂吉左衞門によって、ロシアの子供たちと茶碗制作のワークショップが開催

され、12名の子供たちが作品制作を楽しんだ。

プーシキン美術館内スタジオ

プーシキン美術館・国際交流基金

プーシキン美術館 ムセイオン会場

平成27年9月22日日程

プーシキン美術館・国際交流基金事業主体

「茶碗の中の宇宙－その美意識と思想」というテーマで館長樂吉左衞門がスク

リーンに画像を映しながら講演を行った。

内容

樂美術館

平成27年10月27日

京都市総合企画局 京都創生海外プロモーション

館長樂吉左衞門が通訳を介して窯や樂焼の歴史について説明。また、「秋期特

別展 琳派400年記念 光悦ふり 光悦名碗と様式の展開」についても解説を

行った。 参加者25名

会場

日程

事業主体

内容
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