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公益財団法人 櫻谷文庫 平成 25 年度事業報告

1.事業概況

今期に実施した公益目的事業は次の通り（公１事業）。

１） 公益財団法人泉屋博古館との共催による展覧会「京都日本画の俊英 木島櫻谷展」

を泉屋博古館本館（京都左京区鹿ケ谷）、同分館（東京都港区六本木）にて開催し

た（分館は泉屋博古館、櫻谷文庫、日本経済新聞社 三者共催）。

２） 同展との連携した櫻谷文庫の公開（泉屋博古館との共催）、収蔵品の展示を行った。

京都での櫻谷展期間中に、本年発見された櫻谷手描きの婚礼衣裳「白羽二重金銀彩

梅樹文様打掛・白綸子金彩折鶴文様振袖・波文様帯」の初展示をおこなった（東京

での展覧会会期中は泉屋博古館分館にて展示した）。

３） 櫻谷収集の収蔵品資料について、国登録有形文化財（美術工芸品）の登録に向け、

泉屋博古館学芸課と共同で櫻谷文庫収蔵品の調査、整理、データベース作成をすす

めた（共催事業）。

４） 独自事業として、収蔵櫻谷作品 3 点の修復、軸装をおこなった（瀑布翡翠図、猫糸

瓜図、浴衣美人図）（独自事業）。

５） 第 4 回文展 3 等賞入賞作「かりくら」の修復に関わる助成金申請を公益財団法人住

友財団に行ったが不採用となった（独自事業）。

６） 国登録有形文化財（建造物）に登録されている建造物修理・保全

７） 櫻谷文庫関連情報の発信をインターネット、既存メディアを通じておこなった（独

自事業）。

８） 所蔵櫻谷作品他展示と和館洋館画室の随時公開をおこなった（独自事業）。

９） 芸術文化学術教育への支援として、

① 京都市文化財保護課文化財マネージャー育成講座（NPO法人古材文化の会が実務）

② 泉屋博古館の博物館講習への実技実習協力

③ 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科建築学専攻の講義・演習・実習への協力

④ 立命館大学文学部日本史研究学域京都学の講義・実習への協力

⑤ 立命館大学アートリサーチセンターのプロジェクトへの協力

⑥ 衣笠小学校フィールドワーク授業への協力（無料）

⑦ 映像メディアへの支援として京都市メディアセンターに協力し映画撮影ロケに和館を提供

⑧ 等持院東町地域地蔵盆への協力

⑨ その他京都および大阪の NHK文化センター、京都建築設計監理協会、史跡美術同好会な

どへの協力

等をおこなった。

１０）木島櫻谷の墳墓の維持管理を実施した。

１１） 今後の展示公開企画、情報発信に繋がる、所在不明となっている櫻谷代表作の調
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査、櫻谷の人との繋がり（ヒューマンネットワーク）の調査を泉屋博古館学芸室と共同で

実施した。

今期に実施した収益事業等は次の通り。

１） 洋画家茨木捷彰氏の主宰する美術教室茨木絵画教室に画室をアトリエとして、また

地域在住者を主な対象とする書道教室（講師：大脇双琳氏）、及び整美体操教室、

（講師：井上敦子氏）に旧画室を教室として、主体展会員浜哲郎氏に本館の一部を

制作室として提供（収１事業）。

２） 学校法人ヴィアトール学園と連携し、美術文化教育活動への協力をすすめた（他１

事業）。

上述の今期実施した公益目的事業の詳細は以下の通り。

① 「京都日本画の俊英 木島櫻谷」展開催（公益財団法人泉屋博古館との共催 東京での展覧会は日本経

済新聞社も含め三者共催）

東京での木島櫻谷展は過去 120 年で初の開催であったが、首都圏で極めて大きい反響があ

り、京都本館、東京分館とも予想入館者数を大きく上回り増刷分も含め図録は会期中に完売

した。京都では櫻谷展会期に京都市美術館での竹内栖鳳展が重なり、両館の相互割引入館券

を発行、また平行して近代美術館で皇室の名品展が開催され、その中で櫻谷展来場者から櫻

谷作品が極めて高い評価を得た（ネット上から得た各種評価情報を総合した）。次回櫻谷作

品展覧会への期待が極めて大きい。

主催： 公益財団法人櫻谷文庫 公益財団法人泉屋博古館 株式会社日本経済新聞社(東京

分館のみ)
後援： 京都市 京都市教育委員会 京都市内博物館施設連絡協議会 NHK 京都放送局（京

都本館のみ）助成： 独立行政法人日本芸術文化振興会

入館者数計 19,013 人（内訳：京都 11,919 人東京 7,094 人）

会期 京都 10 月 26 日～12 月 15 日 44 日間、東京 1 月 11 日～2 月 15 日 32 日間

所蔵作品一式貸出料（泉屋博古館）200,000 円
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② 櫻谷文庫 櫻谷展連携 展示公開（公益財団法人泉屋博古館との共催）

「京都日本画の俊英 木島櫻谷」展との連携公開を実施した。和館、洋館、画室を公開、併

せて手描きの婚礼衣裳「白羽二重金銀彩梅樹文様打掛・白綸子金彩折鶴文様振袖・波文様帯」

を含む所蔵櫻谷作品等を展示した（東京での櫻谷展開催時は泉屋博古館六本木分館に婚礼衣

裳を貸出、展示）。ネット情報から、来場者からの次回公開展示への期待が極めて大きい。

入場者 2,295 人（内 894 人が泉屋博古館経由） 公開日数 51 日（10 月 26 日～12 月 15 日

の金土日祝日） 入場料 1,204,950 円

主催： 公益財団法人櫻谷文庫 公益財団法人泉屋博古館

後援： NHK 京都放送局 KBS 京都放送 京都新聞社 京都新聞 COM 公益社団法人京

都市観光協会 協力： 公益財団法人京都 SKY センター京都 SKY 観光ガイド協会

③ 櫻谷文庫の随時公開

見学希望グループに対して希望に応じ櫻谷文庫の公開、展示を実施した。

入場者 123 名 入場料 77,600 円

④ 櫻谷文庫会場利用と見学

NPO 法人古材文化の会（京都市文化財保護課と連携 文化財マネージャー育成講座実習）、

等持院東町地蔵盆、映画撮影（株式会社京都組）、立命館大学友禅プロジェクト等の会場利

用と見学 利用及び見学料 95,000 円

⑤ 櫻谷収集の収蔵品資料の悉皆整理・調査（進捗）

国登録有形文化財（美術工芸品）の登録を目標とし収蔵品資料の悉皆整理・調査をすすめた。

文化庁文化財部美術学芸課の助言により国登録有形文化財（美術工芸品）の登録と資料公開

のための整理・調査をすすめた。現時点での悉皆調査進捗状況は下表の通り。
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国登録有形文化財（美術工芸品）の登録は、平成 17年 3月 28 日文部科学省告示第 44号に

より「絵画、彫刻、工芸品、書籍・典籍、古文書、考古資料、歴史資料について、建造物以

外の有形文化財のうち、原則として製作後 50年を経過したものであって歴史的若しくは系

統的にまとまって伝存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものあり、①文化史

的意義を有するもの、②学術的価値を有するもの、③歴史上の意義を有するものを登録する」

とされている。美術工芸品登録は建造物のように所有者、管理者、所有者が申請し登録する

ものではなく、文化庁が独自に検討、審議、登録するものとされている。今までに登録され

た有形登録文化財（美術工芸品）一覧抜粋は以下の通り（2014 年 6月 1日現在では 14件）。

調査研究助成金申請にはこの登録が圧倒的に有利。

⑥ NHK「日曜美術館アートシーン」放送ほか既存メディアによる情報拡散

この放送で木島櫻谷の認知度がさらに向上し、公開時の入場者アップに大きく貢献した。

既存メディアの情報拡散力の明確になり、今後 NHK も含め既存メディアへの継続的情

報提供をすすめる。2 か年の実績から NHK 及び京都新聞による情報拡散が圧倒的な効果

があった。 取材：NHK 京都放送局

⑦ ホームページ及び Facebook ページの充実および継続的更新

公式ホームページにリンクする櫻谷文庫 Facebook ページ上で京都画壇、木島櫻谷、櫻

谷文庫関係情報の発信を継続。

櫻谷文庫 Facebook ページの Star-Rating(星 5 段階評価)で 4.6 を獲得。この Rating は

Facebook ページのユーザー評価ではあるが、櫻谷の評価・知名度が確実にアップして

いることは確実と言える。

http://www.facebook.com/okokubunko         

QR コード
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Facebook ページのユーザー評価（参考資料）2014/6/6 現在

⑧ 収蔵櫻谷作品の修復、軸装

瀑布翡翠図、猫糸瓜図（菜園に猫）、浴衣美人図の修復、軸装を行った。

修復費：瀑布翡翠図 44,178 円 猫糸瓜図 175,955 円   浴衣美人 182,655 円
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⑨ 公益財団法人住友財団への収蔵品「かりくら」の修復助成申請

第 4 回文展 3 等賞入賞「かりくら」 二幅対（明治 43 年（1910）制作、絹本着色、各 260.0
㎝×180.0 ㎝ マクリ）の修復助成申請を行ったが不採用となった。修復費は 2 か年で 4.2
百万。

平成 26 年度は住友財団への再度申請、出光文化福祉財団他への申請を予定。

⑩ 画室等建造物の修理・保全

経常的に発生する修理・保全工事として隣家隣接ブロック塀修理(37,000 円、7 月 16 日)、
画室屋根修理(126,000 円、9 月 30 日)、和館玄関屋根修理(37,800 円、10 月 17 日)、洋館和

館樋及び洋館外壁補修(194,775 円、3 月 28 日)を行った。
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⑪ 景観法に基づき櫻谷文庫が「景観重要建造物」に指定され修繕工事の助成金申請が可能になった

平成 23 年 3 月 28 日に景観法（平成 16 年 6 月 18 日法律第 110 号）第 19 条第 1 項の規定

により和館、洋館、画室（一部対象外）、庭（一部対象外）が「景観重要建造物」に京都市

長に指定された。これにより外観に係る補修修繕工事について助成金に申請ができるように

なった。なおこの指定は解除されない。

２．その他公益目的事業に関連する報告事項

▶ 木島櫻谷作品が出展された各地の展覧会

展覧会： 「京都日本画の俊英 木島櫻谷」展

作品：  寒月、万壑烟霧 他

泉屋博古館本館（京都鹿ケ谷）   2013 年 10 月 26 日（土）～12 月 15 日（日）

泉屋博古館分館（東京六本木）   2014 年 1 月 11 日（土)～ 2 月 16 日（日）

展覧会： 「激動の明治、京都の元気は、博覧会から百貨店へ。暮らしと美術と高島屋」展

作品：  作品名不詳

京都高島屋グランドフロア     2014 年 2 月 27 日（木）～3 月 11 日（火）

展覧会： 「Audacious Eyes」展 ～Japanese Art from the Clark Collections

http://new.artsmia.org/audacious-eye/

作品：  雪中老猪図 クラーク日本美術・文化研究センター（Hartford, California）蔵

The Minneapolis Institute of Arts  2013 年 10 月 6 日（日）～2014 年 1 月 12 日（日）

展覧会： 「皇室の名品」展

作品：  月夜帰牧之図、嵐図天鵞絨友禅  宮内庁三の丸尚蔵館 蔵

京都国立近代美術館       2013 年 11 月 9 日（土）～2014 年 1 月 13 日(月・祝)
展覧会： 「夏目漱石の美術世界」展

作品：  寒月  京都市美術館 蔵
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広島県立美術館         2013 年 3 月 26 日（火）～5 月 6 日(月)
東京藝術大学美術館       2013 年 5 月 14 日（火）～7 月 7 日（日）

静岡県立美術館         2013 年 7 月 13 日（土）〜8 月 25 日（日）

▶ 今期所在が確認されたもの及び所在情報のあった櫻谷作品

１．本年度 現所蔵先があらたに判明した作品 （昭和 15 年当時 小津与右衛門家（松坂）所蔵）

・ たけがり   第 5 回帝展出品(大正 13)

海の見える杜美術館（広島県廿日市市)所蔵

・ 灰燼（かいじん）   第 8 回帝展出品(昭和 2)

  愛知県立美術館（愛知県名古屋市）所蔵
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２．最近思文閣図録に掲載された所在が不明であった作品 （昭和15年当時 小津与右衛門家所

蔵）

・ 駅路の春(えきろのはる) 第 7 回文展出品（大正 ２）    平成 16 年思文閣ｶﾀﾛｸﾞ『古今屏風逸品図録第

三週』掲載

・ 松籟(しょうらい) 第 3 回帝展出品(大正 10) 平成 17 年思文閣ｶﾀﾛｸﾞ『和美精粋 思文閣墨蹟資料目録

第 400号記念特集号』掲載

・ 遅日 第7回帝展出品（大正 15） 平成 17年思文閣ｶﾀﾛｸﾞ『和美精粋 思文閣墨蹟資料目録 第400号

記念特集号』掲載
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３．屏風

・獅子と虎図屏風 六曲一双

・大鷲波濤図屏風 六曲一双
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４．軸                   

・雪後

５．国外で所在が判明したもの

・若葉の山 第 5 回文展 2 等賞 Ted Wells 氏(米国在住)所蔵

・雪中老猪図 ｸﾗｰｸ日本美術・文化研究ｾﾝﾀｰ    

(Hanford, California)所蔵           ・峡中漁船の図 大英博物館（London, 英国）所蔵

              

・弓張月 Kagedo Gallery(Seattle, Washington)      ・木曽路の雪 Kagedo Gallery(Seattle, Washington)
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・作品名不詳屏風 Kagedo Gallery(Seattle, Washington)

・浜松図屏風（画像なし） Kagedo Gallery(Seattle, Washington) 画像を Kagedo Gallery に依頼中

６．現在も所在不明の作品（当初は小津与衛門氏蔵）

第 8 回文展「涼意」              第 9 回文展「うまや」

第 10 回文展「港頭の夕」           第 11 回文展  「孟宗藪」

第 12 回文展「暮雲」                  第 6 回帝展 「婦女四趣」
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第 9 回帝展    「えもの（獅子）」

2.処務の概要

1.役員に関する事項

役名 氏名 就任日等 現職

評議員 森藤昌和 平成 25年 4月 1日就任 学校法人ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園 前副理事長

評議員 松本史郎 平成 25年 4月 1日就任 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ法律事務所 弁護士

評議員 水原 厚 平成 25年 4月 1日就任
水原司法書士・土地家屋調査士・行

政書士事務所 所長

評議員 上田 文 平成 25年 4月 1日就任

美術研究家

京都工芸繊維大学文化遺産教育研

究センター特任助教

評議員 秋山 悟 平成 25年 4月 1日就任
元 協和発酵工業株式会社    

常務取締役

評議員 西尾孝彦 平成 25年 4月 1日就任
元 鹿島建設株式会社     

専務執行役員
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代表理事 門田 理 平成 25年 4月 1日就任
株式会社ﾃｸﾉｺﾝｾｰﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代

表取締役

理事 門田 理 平成 24 年 6 月 23 日重任
株式会社ﾃｸﾉｺﾝｾｰﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代

表取締役

業務執行

理事
門田 節 平成 25 年 4 月 1 日就任 公益財団法人櫻谷文庫 職員

理事 平野重光 平成 24 年 6 月 23 日重任

美術史研究家

元 京都市美術館学芸課長

元 倉敷芸術科学大学教授

理事 石田祐三郎 平成 24 年 6 月 23 日重任
京都大学名誉教授

元 福山大学教授

理事 茨木捷彰 平成 24 年 6 月 23 日重任 画家

理事 木島温夫 平成 25 年 4 月 1 日就任 滋賀大学名誉教授

監事 秋山哲 平成 24 年 6 月 23 日就任

公益社団法人日本ｲｽﾗｴﾙ親善協会代

表理事会長、元 株式会社毎日新聞

社 常務取締役

監事 木俣茂子 平成 24 年 6 月 23 日就任 地域役員

2.職員に関する事項

職務 氏名   就任日 担当事務 手当 備考

事務 門田 節 平成 18．4．1 経理事務・庶務 8 万円 月額

3. 契約に関する事項

  無し                          

４．寄付金に関する事項

無し

５．平成 25 年度主要な行事

詳細は次ページ以下別添 表「5.平成 25 年度主要な行事」ｐ1～ｐ3 の通り

第 1回理事会

日時 平成 25年 6月 15 日（土）１２時～１６時 場所 櫻谷文庫 画室

出席者 理事現在数 6名 定足数４名 出席理事数 ６名（代表理事 門田理、業務執行

理事 門田節、平野重光、石田祐三郎、茨木捷彰、木島温夫）（監事出席者）秋山哲

議題 １）財団法人移行に関する件

２）平成 24年度財団法人櫻谷文庫事業報告に関する件

３）平成 24年度財団法人櫻谷文庫決算に関する件

４）平成 25年度事業計画及び収支予算に関する件
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５）公益財団法人櫻谷文庫所蔵品貸出規程制定の件

６）平成 25年度第 1回評議員会の招集について

第 1回評議員会

日時 平成 25年 6月 29 日（土）１1時～１６時 場所 櫻谷文庫 画室

出席者 評議員現在数 6名 定足数 4名 出席評議員数 5名（松本史郎、水原厚、上田文、

秋山悟、西尾孝彦 理事出席者 門田理、門田節 （監事出席者）秋山哲

議題  １）公益財団法人移行に関する件

２）平成 24年度財団法人櫻谷文庫事業報告に関する件

３）平成 24年度財団法人櫻谷文庫決算に関する件

４）平成 25年度事業計画及び収支予算に関する件

５）公益財団法人櫻谷文庫所蔵品貸出規程制定の件

第 2回理事会（みなし決議）

日時 平成 26年 3月 16 日（日）

決議事項 １）平成 26年度事業計画及び収支予算に関する件

２）事業計画及び収支予算に関する評議員会招集について

同意理事：門田節、平野重光、石田祐三郎、茨木捷彰、木島温夫

第 2回評議員会

日時 平成 26年３月 2３日（日）１３時～１６時 場所 櫻谷文庫 画室

出席者 評議員現在数 6名 定足数 4名 出席評議員数 5名（松本史郎、水原厚、上田文、

秋山悟、西尾孝彦 理事出席者 門田理、門田節 （監事出席者）秋山哲

議題   １）平成 26年度事業計画及び収支予算に関する件



関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
1 平成25年4月1日(月) 独自 櫻谷文庫　公益財団法人へ移行
2 平成25年4月2日(火) 共催 「櫻谷展」図録用撮影立会　門田所蔵品持 (公財）泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏
3 平成25年4月2日(火) 独自 平成25年度事業計画・予算提出 京都府文化財保護課 京都府文化財保護 門田理 森本氏
4 平成25年4月3日(水) 独自 履歴事項証明・印鑑証明受取 京都地方法務局 京都地方法務局 門田理
5 平成25年4月4日(木) 独自 名称変更他届出 京都地方法務局 京都地方法務局 門田理
6 平成25年4月7日(日) 独自 監査事項打合せ 門田理 秋山監事
7 平成25年4月10日(水) 独自 株式会社千總　社長様他社員13名櫻谷文庫 (株)千總 櫻谷文庫 門田理、門田節 仲田社長他
8 平成25年4月17日(水) 共催 「櫻谷展」関連　櫻谷作品所在情報収集 山本営業部長、平野 思文閣 門田理 泉屋博古館実方

9 平成25年4月27日(土) 独自 文化財ﾏﾈｰｼﾞｬｰ育成講座実習（和館）
NPO法人古材文化の
会、京都市文化財保
護課

櫻谷文庫 門田節

10 平成25年4月28日(日) 独自 門田もも子七回忌（画室他　25名） 櫻谷文庫 門田理、門田節

11 平成25年5月6日(月) 共催
「櫻谷展」ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会、櫻谷文庫連携公
開打合せ

(公財）京都ｽｶｲｾﾝﾀｰ
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会

門田宅 門田理、門田節 中江氏

12 平成25年5月8日(水) 共催 「櫻谷展」泉屋博古館打合せ (公財）泉屋博古館 門田宅
実方、坂井、田
畑氏

13 平成25年5月9日(木) 共催 櫻谷写生帖調査 (公財）泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏
14 平成25年5月10日(金) 独自 美術史学会　全国大会出席 京都府文化財保護課 関西大学 門田節 中野氏
15 平成25年5月21日(火) 独自 茨木絵画教室展 茨木絵画教室 門田節 茨木氏

16 平成25年5月22日(水) 独自 立命館大学ｱｰﾄﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ訪問
立命館大学ｱｰﾄﾘｻｰﾁｾ
ﾝﾀｰ

立命館大学ｱｰﾄﾘｻｰﾁ
ｾﾝﾀｰ

門田理、門田節 山本氏

17 平成25年5月23日(木) 共催 「櫻谷展」関連 出展櫻谷作品修復打合せ
(公財)泉屋博古館、
(有)墨仙堂

櫻谷文庫 門田理、門田節
実方氏（泉
屋）、関地氏他
（墨仙堂）

18 平成25年5月28日(火) 共催 櫻谷下絵調査 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節
実方氏、ｱﾙﾊﾞｲﾄ
3名

19 平成25年6月5日(水) 独自 櫻谷文庫隣家服部氏と境界塀打合せ 服部氏 服部氏工事現場 門田理、門田節 服部氏

20 平成25年6月6日(木) 共催 「櫻谷展」関連　図録打合せ
(公財)泉屋博古館、
京都工芸繊維大学

櫻谷文庫 門田節
実方氏（泉
屋）、清水氏

21 平成25年6月8日(土) 独自 京都府国登録文化財所有者の会総会 同志社女子部ｱｰﾓｽﾄ 門田節
22 平成25年6月10日(月) 独自 （公社）京都市観光協会総会 (公社)京都市観光協 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 門田理 天鷲氏

23 平成25年6月11日(火) 共催
「櫻谷展」ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会、櫻谷文庫連携公
開打合せ

(公財）京都ｽｶｲｾﾝﾀｰ
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会

門田宅 門田理、門田節 中江氏、土師氏

24 平成25年6月12日(水) 独自 夏目漱石展　（「寒月」関連） 東京藝大美術館 東京藝大美術館 門田理
25 平成25年6月15日(土) 平成25年度第1回理事会 櫻谷文庫画室 門田理、門田節 理事全員秋山監
26 平成25年6月24日(月) 共催 「櫻谷展」関連 出展櫻谷作品修復打合せ (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏

27 平成25年6月25日(火) 共催 「櫻谷展」関連 出展櫻谷作品修復打合せ
(公財)泉屋博古館、
(有)墨仙堂

泉屋博古館 門田節
実方氏（泉
屋）、関地氏他
（墨仙堂）

28 平成25年6月29日(土) 独自 平成25年度第1回評議員会 櫻谷文庫 門田理、門田節
松本水原上田秋
山悟西尾各氏秋
山監事

29 平成25年6月29日(土) 共催 「櫻谷展」関連　打合せ (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田理、門田節 実方氏、平野理
30 平成25年7月2日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へ説明 NHK京都放送局 NHK京都放送局 門田理 神谷氏
31 平成25年7月2日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へ説明 京都府文化財保護課 京都府文化財保護 門田理 中野氏
32 平成25年7月2日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へ説明 (株)千總 (株)千總 門田理 加藤氏
33 平成25年7月2日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へ説明 (公社)京都市観光協 京都市観光協会 門田理 天鷲氏
34 平成25年7月2日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へ説明 芸艸堂 芸艸堂 門田理
35 平成25年7月3日(水) 共催 「櫻谷展」関連　櫻谷映像VHSのDVD化発 (株)虹映社 (株)虹映社 門田理
36 平成25年7月4日(木) 共催 「櫻谷展」関連　今昔西村で打掛展示相談 (公財)泉屋博古館 今昔西村（新門 門田節 実方氏
37 平成25年7月5日(金) 共催 「櫻谷展」関連　後援依頼 (公社)京都市観光協 京都市観光協会 門田理 天鷲氏
38 平成25年7月5日(金) 共催 「櫻谷展」関連　後援依頼 京都新聞社 京都新聞社 門田理 谷氏
39 平成25年7月12日(金) 共催 「櫻谷展」関連　後援依頼 京都新聞COM 京都新聞社 門田理 谷氏
40 平成25年7月12日(金) 共催 「櫻谷展」関連　後援依頼 KBS京都 KBS京都 門田理 今西氏、橋野氏
41 平成25年7月12日(金) 共催 「櫻谷展」関連　後援依頼 NHK京都放送局 NHK京都放送局 門田理 田中氏、井筒氏
42 平成25年7月18日(木) 共催 扇面、団扇、色紙、短冊調査 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏

43 平成25年7月19日(金) 共催
「櫻谷展」ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会、櫻谷文庫連携公
開打合せ

(公財）京都ｽｶｲｾﾝﾀｰ
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会

門田宅 門田理、門田節 中江氏

44 平成25年8月2日(金) 共催 「櫻谷展」関連　図録用写真等持参 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏
45 平成25年8月5日(月) 独自 櫻谷文庫公開 櫻谷文庫 門田理
46 平成25年8月12日(月) 共催 「櫻谷展」関連　打掛持参 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏

47 平成25年8月19日(月) 独自
櫻谷文庫建物調査（京都工繊清水准教授ほ
か）

京都工芸繊維大学 櫻谷文庫 門田節
清水准教授、学
生7名

48 平成25年8月23日(金) 共催 「櫻谷展」関連　図録用門田所有写真等持 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏
49 平成25年8月23日(金) 共催 「櫻谷展」関連　図録用打掛撮影（便利 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏

50 平成25年8月29日(木) 共催
「櫻谷展」関連 出展櫻谷作品修復品表装打
合せ

(公財)泉屋博古館、
(有)墨仙堂

墨仙堂 門田節
実方氏（泉
屋）、関地氏他
（墨仙堂）

51 平成25年9月4日(水) 共催 「櫻谷展」関連　櫻谷文庫公開ﾎﾟｽﾀｰ打合せ (株)ｻﾝｴﾑｶﾗｰ 門田宅 門田理、門田節 木元氏
52 平成25年9月9日(月) 共催 「櫻谷展」関連　扇面、色紙貸出手続き (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏

5. 平成25年度　主要な行事

年月日
概要 対応者

内容

1



関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
年月日

概要 対応者
内容

53 平成25年9月18日(水) 共催 「櫻谷展」関連　ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ打合 (株)ｻﾝｴﾑｶﾗｰ 門田宅 門田理、門田節 木元氏

54 平成25年9月20日(金) 独自 立命館山本氏、造形大田中氏櫻谷文庫見学
立命館大学ｱｰﾄﾘｻｰﾁｾ
ﾝﾀｰ、京都造形大

櫻谷文庫 門田理、門田節
山本氏（立命
館）、田中氏
（造形大）

55 平成25年9月21日(土) 共催 「櫻谷展」関連　ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ納品 (株)ｻﾝｴﾑｶﾗｰ 門田宅 門田節 木元氏
56 平成25年9月22日(日) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏
57 平成25年9月23日(月) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (学)ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園 洛星中高等学校 門田理、門田節 湊氏
58 平成25年9月25日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 文化庁 文化庁 門田理 筒井氏
59 平成25年9月26日(木) 独自 画室屋根修理 みつや工務店 櫻谷文庫 門田節
60 平成25年9月26日(木) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館打合せ (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏、坂井氏

61 平成25年9月27日(金) 共催 「櫻谷展」関連　ﾌﾘｰﾏｶﾞｼﾞﾝ京都コロン取材 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節
http://www.kyoto-
colon.com/

62 平成25年9月28日(土) 独自 画室屋根、洋館外壁修繕工事 みつや工務店 櫻谷文庫 門田節 みつや工務店
63 平成25年9月30日(月) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (公社)京都市観光協 京都市観光協会 門田理 天鷲氏、小泉氏
64 平成25年9月30日(月) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (株)市原亀之助商店 市原亀之助商店 門田理 吉田氏
65 平成25年10月1日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 ﾏｴﾀﾞﾋﾛﾐｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ ﾏｴﾀﾞﾋﾛﾐｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ 門田理 前田氏
66 平成25年10月1日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 京都府文化財保護課 京都府文化財保護 門田理 横田氏
67 平成25年10月1日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 KBS京都 KBS京都 門田理 今西氏、橋野氏
68 平成25年10月1日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 京都新聞社 京都新聞社 門田理 谷氏
69 平成25年10月1日(火) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 京都新聞COM 京都新聞社 門田理 谷氏
70 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 NHK京都放送局 NHK京都放送局 門田理 田中氏、井筒氏
71 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 京都新聞文化ｾﾝﾀｰ 京都新聞社 門田理
72 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (株)千總 千總 門田理 加藤氏

73 平成25年10月2日(水) 共催
「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参
挨拶

(株)思文閣 思文閣 門田理
山本営業部長、
平野氏

74 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 (株)大龍堂書店 大龍堂書店 門田理 山岸氏
75 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 木島家 木島宅、御倉薬局 門田理 木島温夫、早苗
76 平成25年10月2日(水) 共催 「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 吉田会計事務所 吉田会計事務所 門田理、門田節 太田氏

77 平成25年10月2日(水) 共催
「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参
挨拶

(株)白川書院 白川書院 門田理、門田節
「月刊京都」住
山氏

78 平成25年10月3日(木) 共催
「櫻谷展」関連　関係先へﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参
挨拶

NPO法人古材文化の
会

古材文化の会 門田節

79 平成25年10月4日(金) 共催
「櫻谷展」関連　泉屋博古館貸出料、図録
打合せ

(公財)泉屋博古館 門田宅 門田節 実方氏

80 平成25年10月4日(金) 共催 「櫻谷展」関連　ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会打合せ
(公財）京都ｽｶｲｾﾝﾀｰ
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会

門田宅 門田理、門田節 中江氏

81 平成25年10月6日(日) 共催 「櫻谷展」関連　ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会最終打合せ
(公財）京都ｽｶｲｾﾝﾀｰ
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会

門田宅 門田理、門田節 中江氏他3名

82 平成25年10月7日(月) 共催
「櫻谷展」関連　画像ﾃﾞｰﾀ、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ
持参挨拶

京都市文化財保護課
京都市文化財保護
課

門田理 石川氏

83 平成25年10月7日(月) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館貸出品確認、 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏
84 平成25年10月8日(火) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館貸出品搬出 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏

85 平成25年10月9日(水) 独自
京都市ﾌｨﾙﾑｵﾌｨｽ　和館、洋館、画室ほか撮
影

京都市 観光MICE推
進室 ﾒﾃﾞｨｱ支援ｾﾝﾀｰ

櫻谷文庫 門田理、門田節 信国氏

86 平成25年10月9日(水) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館井上事務局長 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田理、門田節 井上氏
87 平成25年10月9日(水) 共催 「櫻谷展」関連　朝日新聞社森本編集委員 朝日新聞社 櫻谷文庫 門田理、門田節 森本氏
88 平成25年10月11日(金) 共催 「櫻谷展」関連　ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁｹｯﾄ持参 京都府文化財保護課 京都府文化財保護 門田理 横田氏
89 平成25年10月14日(月) 共催 「櫻谷展」関連　櫻谷文庫大型ﾎﾟｽﾀｰ納品、 POｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 櫻谷文庫 門田理、門田節

90 平成25年10月17日(木) 独自
京都市ﾌｨﾙﾑｵﾌｨｽ、松竹　和館、洋館、画室
下見

京都市 観光MICE推
進室 ﾒﾃﾞｨｱ支援ｾﾝﾀｰ

櫻谷文庫 門田節 信国氏

91 平成25年10月18日(金) 共催 「櫻谷展」関連 出展櫻谷作品修復品受取
(公財)泉屋博古館、
(有)墨仙堂

墨仙堂 門田節
実方氏（泉
屋）、関地氏他
（墨仙堂）

92 平成25年10月18日(金) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館貸出品小物搬 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏

93 平成25年10月20日(日) 共催
「櫻谷展」関連　NHK(ﾆｭｰｽ、日曜美術館用
映像)櫻谷文庫撮影

NHK京都放送局 櫻谷文庫
門田理、門田
節、坂口さつき

神谷氏ほか3名

94 平成25年10月22日(火) 独自
京都市文化財保護課、景観政策課来訪　景
観法　景観重要建造物指定　説明、指定予

京都市文化財保護
課、景観政策課

櫻谷文庫 門田理、門田節
石川氏、坂本氏
他

95 平成25年10月25日(金) 共催 「櫻谷展」　ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾚｾﾌﾟｼｮﾝ (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田理、門田節
96 平成25年10月26日～12月15日共催 「櫻谷展」　櫻谷文庫連携特別公開 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田理、門田節

97 平成25年10月29日(火) 共催
「櫻谷展」関連　NHKﾆｭｰｽ610京いちにち
で放送

NHK京都放送局 ― ― ―

98 平成25年10月30日(水) 共催 「櫻谷展」関連　NHKぐるっと関西で放送 NHK大阪放送局 ― ― ―
99 平成25年10月30日(水) 共催 「櫻谷展」関連　泉屋博古館へﾘｰﾌﾚｯﾄ持参 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 実方氏

100 平成25年10月31日(木) 共催 「櫻谷展」関連　日本旅行ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ倶楽部 日本旅行 櫻谷文庫 門田理、門田節
101 平成25年11月2日(土) 共催 「櫻谷展」関連　日本旅行ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ倶楽部 日本旅行 櫻谷文庫 門田理、門田節
102 平成25年11月2日(土) 共催 「櫻谷展」関連　京都新聞取材、撮影 京都新聞社 櫻谷文庫 門田理、門田節
103 平成25年11月3日(日) 共催 「櫻谷展」関連　日本旅行ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ倶楽部 日本旅行 櫻谷文庫 門田理、門田節
104 平成25年11月4日(月) 共催 「櫻谷展」関連　日本旅行ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ倶楽部 日本旅行 櫻谷文庫 門田理、門田節
105 平成25年11月8日(金) 共催 「櫻谷展」企画　櫻谷文庫見学ツアー(2回 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田理、門田節 工繊大清水准教
106 平成25年11月8日(金) 独自 京都国立近代美術館「皇室の名品」展ﾚｾﾌﾟ 京都国立近代美術館 京都国立近代美術 門田理、門田節
107 平成25年11月9日(土) 共催 「櫻谷展」企画せんおくｱｰﾄｻﾛﾝ(平野清水今 (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田理
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108 平成25年11月13日(水) 共催 「櫻谷展」関連　KBS京都「ぽじたま」放 (公財)泉屋博古館 実方氏出演
109 平成25年11月19日(火) 共催 「櫻谷展」関連　NHK全国放送(情報まるご (公財)泉屋博古館
110 平成25年11月20日(水) 独自 衣笠小学校(授業)社会科見学(児童48名引率4 衣笠小学校 櫻谷文庫 門田節 先生2名
111 平成25年11月21日(木) 独自 京都工芸繊維大学(授業)和館測量実習(学生 京都工芸繊維大学 櫻谷文庫 門田節 清水准教授

112 平成25年12月11日(水) 共催
「櫻谷展」関連　立命館大学木立、山本先
生学生5名見学

立命館大学 櫻谷文庫 門田節 木立教授

113 平成25年12月12日(木) 共催
「櫻谷展」関連　NHK京都文化センター(13
名)

NHK京都文化セン
ター

櫻谷文庫 門田節

114 平成25年12月13日(金) 共催
「櫻谷展」関連　工繊大並木教授、東寺美
術館新見氏、高津古文化会館雨宮氏来訪

(公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田理、門田節

115 平成25年12月13日(金) 独自 京都府建築士事務所協会見学(14名)
(一社)建築士事務所
協会

櫻谷文庫 門田節

116 平成25年12月18日(水) 独自 CSスカパー番組企画検討(ﾜﾝｽﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ） ﾜﾝｽﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 泉屋博古館 門田理、門田節 加藤氏

117 平成26年1月10日(金) 共催
「櫻谷展」泉屋分館(六本木)ﾒﾃﾞｨｱﾚﾘｰｽ、ﾚｾ
ﾌﾟｼｮﾝ

(公財)泉屋博古館、
日本経済新聞社

泉屋博古館分館(六
本木)

門田理
野地氏、実方氏
ほか

118 平成26年1月11日~2月16日 共催 「櫻谷展」開催(東京・六本木）
(公財)泉屋博古館、
日本経済新聞社

泉屋博古館分館(六
本木)

- -

119 平成26年1月12日(日) 独自 史迹美術同攷会見学(41名) 史迹美術同攷会 櫻谷文庫 門田理、門田節 矢田部氏
120 平成26年1月16日(木) 独自 立命館大学（授業）京都学（学生22名） 立命館大学 櫻谷文庫 門田理 木立教授

121 平成26年1月23日(木) 独自
京都市景観政策課「景観重要建造物」指定
打合せ

京都市都市計画局景
観政策課

櫻谷文庫 門田理、門田節 坂本氏他3名

122 平成26年1月24日(金) 独自 立命館大学友禅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、TBS打合せ 立命館大学 櫻谷文庫 門田理、門田節 木立教授
123 平成26年1月26日(日) 独自 京都北消防署　防災状況確認 北消防署 櫻谷文庫 門田節

124 平成26年1月28日(火) 独自 京都市ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ、(株)京都組　ロケ打合せ
京都市ﾒﾃﾞｨｱ支援ｾﾝ
ﾀｰ、(株)京都組

櫻谷文庫 門田理、門田節 信国氏(京都市)

125 平成26年1月29日(水) 共催 櫻谷作品　新出屏風1 (公財)泉屋博古館 大阪府 門田理、門田節 実方氏
126 平成26年1月31日(金) 独自 京都組「天才脚本家梶原金八」ﾛｹ打合せ (株)京都組 櫻谷文庫 門田理 浜名氏
127 平成26年2月8日(土) 独自 京都組「天才脚本家梶原金八」ﾛｹ下見 (株)京都組 櫻谷文庫 門田理 宇喜多氏他7名
128 平成26年2月9日(日) 独自 立命館大学　学生見学(1名) 櫻谷文庫 門田理 西村氏

129 平成26年2月15日(土) 共催 「櫻谷展」泉屋分館(六本木)ｱｰﾃｨｽﾄﾄｰｸ
(公財)泉屋博古館、
日本経済新聞社

泉屋博古館分館(六
本木)

門田理
野地氏、竹内浩
一氏ほか

130 平成26年2月17日(月) 共催 「櫻谷展」終了関連　関係先へ挨拶 NHK京都放送局 門田理 神谷氏
131 平成26年2月17日(月) 共催 「櫻谷展」終了関連　関係先へ挨拶 (株)千總 門田理 加藤氏
132 平成26年2月17日(月) 共催 「櫻谷展」終了関連　関係先へ挨拶 ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園 門田節 湊氏
133 平成26年2月19日(水) 共催 泉屋博古館にて26年度事業計画打合せ (公財)泉屋博古館 泉屋博古館 門田理、門田節 実方氏

134 平成26年2月20日(木) 独自 NHK大阪文化センター見学(22名)
NHK大阪文化セン
ター

櫻谷文庫 門田節 北岡氏

135 平成26年2月21日(金) 共催 櫻谷作品　新出屏風2 (公財)泉屋博古館 京都市内 門田理、門田節 野地氏、実方氏
136 平成26年2月22日(土) 独自 京都組「天才脚本家梶原金八」ﾛｹ準備 (株)京都組 櫻谷文庫 門田理
137 平成26年2月24日(月) 独自 京都組「天才脚本家梶原金八」撮影 (株)京都組 櫻谷文庫 門田理 ｽﾀｯﾌ40名

138 平成26年2月26日(水) 独自
(株)千眞工藝27年度ｶﾚﾝﾀﾞｰ用「望郷」画像
利用打合せ

(株)千眞工藝 櫻谷文庫 門田理、門田節 湯浅氏

139 平成26年2月27日(木) 共催 「櫻谷展」貸出作品返却搬入 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 実方氏

140 平成26年3月1日(土) 独自
櫻谷作婚礼衣裳婦人画報取材(坂口公一さつ
き婚礼）

上賀茂神社

141 平成26年3月6日(木) 独自 景観法「景観重要建造物」指定審議同意書 京都市景観政策課 京都市景観政策課 門田節 坂本氏
142 平成26年3月12日(水) 独自 京都府文化財所有者等連絡協議会総会 泉涌寺妙應殿 門田節
143 平成26年3月16日(日) 独自 わざ永々棟訪問(高津古文化会館関連) わざ永々棟 門田理、門田節
144 平成26年3月16日(日) 平成25年度第2回理事会（みなし決議） 門田理 全理事の同意
145 平成26年3月19日(水) 独自 景観法「景観重要建造物」指定同意書提出 京都市景観政策課 櫻谷文庫 門田理、門田節 坂本氏

146 平成26年3月20日(木) 独自
立命館大学友禅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ作品お披露目会(学
生15名)

立命館大学 櫻谷文庫 門田理、門田節
木立教授、山本
講師

147 平成26年3月23日(日) 平成25年度第2回評議員会 櫻谷文庫 門田理、節
松本水原上田秋
山悟西尾各氏秋
山監事

148 平成26年3月24日(月) 共催 「櫻谷展」貸出作品返却　確認、引渡 (公財)泉屋博古館 櫻谷文庫洋館2階 門田節 実方氏、廣川氏
149 平成26年3月26日(水) 独自 婦人画報　櫻谷作品婚礼衣裳等撮影 婦人画報 櫻谷文庫 門田節 嶋津氏
150 平成26年3月27日(木) 独自 京都府建築士事務所協会洛北支部見学(4名) 櫻谷文庫 門田節 石井氏
151 平成26年3月28日(金) 独自 (株)千總　加藤氏打合せ (株)千總 櫻谷文庫 門田理、門田節 加藤氏

152 平成26年3月28日(金) 独自
景観法に基づく「景観重要建造物」指定(和
館、洋館、画室、庭（洛星使用区域は除

京都市都市計画局景
観政策課

門川大作

153 平成26年3月31日(月) 独自 櫻谷文庫和館　樋補修工事 みつや工務店 櫻谷文庫 門田節 みつや工務店
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