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公益財団法人 櫻谷文庫 平成 29年度事業報告 

1. 公益目的事業：今期に実施した公益目的事業は次の通り（公１事業） 

本年度は、公益財団法人住友財団の助成金による櫻谷文庫収蔵品櫻谷作「かりくら」の修復および、

京都府の補助金による収蔵品の調査を行い、併せて泉屋博古館、京都市立芸術大学との連携によ

る収蔵物調査をすすめた。また、京都府の補助金による収蔵品（櫻谷による虎の習作、今尾景年に

よる南禅寺瑞龍図下絵）の修復、収蔵品のうち伊藤若冲筆布袋図の修復を独自に行った。 

泉屋博古館本館「木島櫻谷 近代動物画の冒険」展（櫻谷文庫、京都新聞社、BS フジ、Zeppライ

ブ社共催）、京都文化博物館「木島櫻谷の世界」展にあわせ、また、泉屋博古館分館（六本木）「木

島櫻谷Part1 木島櫻谷 近代動物画の冒険」展および「木島櫻谷Part２ 櫻谷＋展「四季連作屏風」

＋近代花鳥図屏風尽し」展と連携し、今小路通り同時期公開にあわせ、櫻谷文庫の公開展示を行

った。 

 

《公開》 

櫻谷文庫 2017年（平成 29年）秋の特別公開「虎の群れ」  
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櫻谷文庫 2018年（平成 30年）春の特別公開 泉屋博古館分館（六本木一丁目）「木島櫻谷 近

代動物画の冒険」展、今小路通り初の連携公開 

 

 

 

参考：2018年 4月 27日～5月 6日 「非公開文化財特別公開」共催（公財）京都古文化保存協会 
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櫻谷文庫特別公開 入場者数推移 （2012年～2018年） 

 

 

立命館大学文学部地域研究学域への協力 

2015年から櫻谷文庫見学が文学部地域研究学域のカリキュラムに組み入れられており本年も一回

生の見学及び地域研究学域京都学専攻の学生による成果発表会が例年通り画室で開催された。 
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衣笠小学校 3年生他の社会科見学（無料） 

例年通り実施された。併せて朱雀第四小学校の 3年生社会科見学が実施された。 

《収蔵品修復・調査》 

収蔵品修復助成による修復（公益財団法人住友財団） 

公益財団法人住友財団助成事業として 2か年計画で進めてきた第 4回文展 3等賞入賞作「かりく

ら」の修復が完了、9月 22日に当代住友吉左衛門様、公益財団法人住友財団、京都市内各美術

館及び報道各社をお招きし完成披露を櫻谷文庫画室でおこなった。 

住友財団文化財維持修復事業助成 2,110,000円 

(有)墨仙堂「かりくら」修復費       2,110,000円 

収蔵品修復助成による修復（京都府） 

京都府社寺等文化資料保全補助により、木島櫻谷写生・下絵・粉本類及び今尾景年南禅寺法堂

瑞龍図下絵の保存修理（裏打ち及びフラットニング）をおこなった。 

京都府社寺等文化資料保全補助 207,000円 

(有)墨仙堂下絵素描 45点保存修復 632,968円 

写生帖・スケッチ帖（泉屋博古館と共同）（継続） 

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） 

600冊（概数）以上およびマクリの全画面画像のスキャナへの取り込みが終了。将来的に画像とあわ

せた写生帖・スケッチ帖のデータベース化を構築予定。 

 

書簡の整理とデータベース化（泉屋博古館と共同）（継続） 

数万の書簡類の整理 

 

櫻谷が使用した顔料、膠ほかの画材 分析、調査（泉屋博古館、京都市立芸術大学と共同）（継

続） 

櫻谷文庫保管櫻谷の使用していた大量の画材調査（京都市立芸術大学大学院、泉屋博古館と共

同）。 

（共同先） 

京都市立芸術大学大学院 美術研究科保存修復専攻 宇野茂男教授 高林弘実准教授 総合芸

術学専攻竹浪遠講師  

泉屋博古館 学芸課 実方葉子学芸課長 
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《和館修繕》 

和館 樋（とい）修理 57,240円（みつや工務店） 

和館 2階雨漏り修繕 90,000円（みつや工務店） 

《平成 31年度洋館改修工事のための事前調査の見積依頼検討》 

京都市文化財保護課の指導により、以下の項目について調査見積依頼を検討した。 

① 建物破損調査  屋根，外壁，煉瓦躯体，基礎，建具のたてつけ等外壁には，不動沈下に

よると思われる亀裂がある。北側畑地（元建物があった）からの浸水が原因ではないか。 

② 耐震調査（基礎診断） 柱，壁面による計算。地盤調査。地盤調査は，近隣の高校建設時

のボーリング調査等がないか調べること。 

③ 歴史的調査 北側の畑地にどのような建物が建っていたか。（古写真，ビデオ等） 

④ 原因の追究 整備計画へつながるもの。北側の畑地の敷地の雨水処理が必要と思われる。

側溝を入れて，基礎をしっかりさせることが考えられる。 

①②は，北面のトタン壁をはがす必要が生じると思われる。 

櫻谷文庫関連情報の発信 

Facebook、Twitterなど SNS、既存メディアを通じておこなった（独自事業） 

木島櫻谷の墳墓の維持管理 

木島櫻谷の墳墓の維持管理を実施した。 

 

２．収益事業等 今期実施した収益事業等は以下の通り（収１、他１） 

(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、また整美体操

教室、（講師：井上敦子氏）に旧画室を教室として提供した（収１事業）。 
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(2) 学校法人ヴィアトール学園と連携し、教育活動への協力をすすめた（他１事業）。 

３.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 理事 

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 立命館大学アートリサー

チセンター客員協力研究員、関西学

院大学 同志社女子大学非常勤講

師、京都工芸繊維大学美術工芸資料

館研究協力員 

評議員 秋山 悟 平成 25年 4月 1日就任 元 協和発酵工業㈱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㈱専務執行役員 

代表理事 門田 理 平成 26年 12月 27日就任 
㈱ﾃｸﾉｺﾝｾｰﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代表

取締役 ㈱熊野屋 技術顧問 

理事 門田 理 平成 26年 12月 27日就任 
㈱ﾃｸﾉｺﾝｾｰﾙ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代表

取締役 ㈱熊野屋 技術顧問 

業務執行 

理事 
門田 節 平成 25年 4月 1日就任 (公財)櫻谷文庫 職員 

理事 平野重光 平成 26年 12月 27日就任 
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 26年 12月 27日就任 
京都大学名誉教授 

元 福山大学教授 

理事 茨木捷彰 平成 26年 12月 27日就任 画家 茨木絵画教室主宰 

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 
(公社)日本ｲｽﾗｴﾙ親善協会 元代表

理事、元㈱毎日新聞社常務取締役 

監事 吉田靖司 平成 28年 6月 24日就任 吉田会計事務所 代表 
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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年 4月 1日 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 

川口洋之助氏  200万円 増田加代子氏 3万円  門田理氏  22万円 

５．平成 29年度主要な行事 

 詳細は別添「5.平成 29年度主要な行事」の通り 

 

評議員会 

2017年（平成 29年）6月 24日 平成 28年度事業報告及び決算承認（定款第 9条） 

2018年（平成 30年）3月 22日 平成 29年度決算において新たに特定費用準備資金を積み立てる

件及び平成 30年度事業計画及び予算承認（定款第 8条） 

平成 2９年度決算において特定費用準備資金として新たに「洋館保全補修工事積立資金」を

保有、洋館は築後１００年以上を経過、経年劣化が進行しているため躯体構造の歪みほか、屋

根、外壁、内装等の老朽化に対応するための保全補修工事で、この工事は７，８６１，２５５円と見

積もられ、平成 31年度に実施、積立計画は平成２９年度に一括２５０万円を積み立て、平成３１年

度に２５０万円を取り崩すものと決議。 

理事会 

2017年（平成 29年）6月 10日 平成 28年度事業報告及び決算承認及び評議員会開催決議（定

款第 9条、第 18条） 

2017年（平成 29年）12月 31日 特定費用準備資金等取扱規程の制定 書面による決議 

2018年（平成 30年）1月 31日 特定費用準備資金の新規保有について 書面による決議 

2018年（平成 30年）3月 8日 平成 30年度決算において新たに特定費用準備資金積立の件、平

成 30年度事業計画・予算及び評議員会開催決議（特定費用準備資金等取扱規則第 5条、

定款第 8条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先

1 平成29年4月1日(土) 春の特別公開　15日目　56名 櫻谷文庫 門田節

2 平成29年4月2日(日)
春の特別公開　16日目　80名　和幸庵黒田

氏画室使用　寺子屋in京都　61名
和幸庵 櫻谷文庫 門田節 和幸庵　黒田氏

3 平成29年4月4日(火)
京都市観光協会　京都市産業観光局観光

MICE推進室表敬訪問

京都市観光協会 京都

市産業観光局観光

MICE推進室

京都市観光協会 門田理
観光協会小泉氏

京都市松本氏

4 平成29年4月7日(金) 京都市芸大顔料調査　10名　実方氏同席
京都市芸大　泉屋博

古館
櫻谷文庫 門田節

京芸宇野氏 高林

氏 竹浪氏 泉屋実

5 平成29年4月11日(火) 秋の三館連携打合せ

京都文化博物館　泉

屋博古館　京都新聞

COM

京都文化博物館 門田節

文博植田氏 京都

新聞岩崎氏 泉屋

実方氏
6 平成29年4月12日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

7 平成29年4月13日(木) NHK撮影　墨仙堂かりくら修復シーン
NHK　墨仙堂　泉屋

博古館
墨仙堂 門田節

NHK田島氏　墨

仙堂関地氏吉田

氏　泉屋実方氏

8 平成29年4月14日(金)
江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ―財団古石場文化ｾﾝﾀｰ米澤

氏来訪

江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ―

財団古石場文化ｾﾝﾀｰ
櫻谷文庫 門田節・理

古石場文化ｾﾝﾀｰ

米澤氏

9 平成29年4月15日(土) 笹加 浅田氏一行見学会 笹加 櫻谷文庫 門田節 笹加

10 平成29年4月17日(月) 春の公開展示撤収 櫻谷文庫 門田節

11 平成29年4月18日(火) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

12 平成29年4月19日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

13 平成29年4月22日(土)
古材文化の会　京都市文化財マネージャー

（建造物）育成講座和館演習使用　16名

古材文化の会　京都

市　文化市民局文化

芸術都市推進室文化

櫻谷文庫 門田節

14 平成29年5月10日(水) 立命館大学文学部地域研究学域授業用展示作 立命館大学 櫻谷文庫 門田節

15 平成29年5月12日(金) 立命館大学　高先生　拓本実習　8名 立命館大学 櫻谷文庫 門田理

16 平成29年5月12日(金) 立命館大学文学部地域研究学域矢野先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

17 平成29年5月17日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

18 平成29年5月18日(木) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

19 平成29年5月19日(金) 立命館大学文学部地域研究学域古賀先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

20 平成29年5月20日(土)
京都市文化財保護課千木良氏講演「近代画家

の家」

京都市文化市民局文

化芸術都市推進室文

化財保護課

京都アスニ― 門田節・理
京都市文化財保

護課千木良氏

21 平成29年5月23日(火) 京都市芸大顔料調査準備（膠・顔料） 櫻谷文庫 門田節

22 平成29年5月25日(木)
京都新聞COM　岩崎氏荻野氏来訪　秋の三

館チケット覚書打合せ
京都新聞COM 櫻谷文庫 門田節・理

京都新聞COM岩

崎氏荻野氏

23 平成29年5月26日(金) 立命館大学文学部地域研究学域中谷先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

24 平成29年5月26日(金) 立命館大学文学部地域研究学域河角先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

25 平成29年5月26日(金)
京都市芸大顔料調査宇野先生高林先生竹浪先

生他学生　泉屋実方氏同席

京都市芸大　泉屋博

古館
櫻谷文庫 門田節・理

26 平成26年6月1日(日)
京都市文化財保護課千木良氏来訪　京都市指

定文化財認定証持参

京都市文化市民局文

化芸術都市推進室文

化財保護課

櫻谷文庫 門田節・理

27 平成29年6月2日(金) 立命館大学文学部地域研究学域田中先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

28 平成29年6月2日(金) 立命館大学文学部地域研究学域生田先生 立命館大学 櫻谷文庫 門田節・理

29 平成29年6月10日(土) 公益財団法人櫻谷文庫　理事会 水琴亭さもん 門田節・理

30 平成29年6月13日(火) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

31 平成29年6月14日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

32 平成29年6月18日(日) 京都登録有形文化財の会総会 富田屋 門田節

33 平成29年6月24日(土) 公益財団法人櫻谷文庫　評議員会 水琴亭さもん 門田節・理

34 平成29年6月25日(日) 和幸庵黒田氏画室使用　寺子屋in京都 和幸庵 櫻谷文庫 門田節 和幸庵　黒田氏

35 平成29年6月28日(水) 墨仙堂　「かりくら」修復完了確認 墨仙堂 門田節 泉屋実方氏

36 平成29年6月28日(水) 「かりくら」画室展示フック確認 櫻谷文庫 門田節
泉屋実方氏　墨

仙堂関地氏吉田

37 平成29年6月29日(木) 秋の三館連携打合せ

京都文化博物館　泉

屋博古館　京都新聞

COM

泉屋博古館 門田節

文博植田氏 京都

新聞岩崎氏 泉屋

実方氏

38 平成29年7月4日(火) 京都市芸大顔料調査中間報告会
京都市芸大　泉屋博

古館
京都市芸大 門田節・理

京芸宇野氏 高林

氏 竹浪氏 泉屋実

39 平成29年7月13日(木)
京都市観光協会　京夏の旅　ピンチヒッター

公開　準備
櫻谷文庫 門田節

40 平成29年7月14日(金) ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ京都　和田氏　秋のツアー向け下見 櫻谷文庫 門田節

41 平成29年7月14日(金) 朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ　西田氏　秋の見学下見 櫻谷文庫 門田節

42 平成29年7月15日(土)
京都市観光協会　京夏の旅　ピンチヒッター

公開　近代建築ゆかりﾊﾞｽﾂｱｰ　1回目　30名
京都市観光協会 櫻谷文庫 門田節・理

43 平成29年7月18日(火) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

44 平成29年7月19日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

45 平成29年7月20日(木) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

5. 平成29年度　主要な行事

年月日
行事 対応者
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内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
年月日

行事 対応者

46 平成29年7月20日(木)
江東区文化ｺﾐｭﾆﾃｨ―財団古石場文化ｾﾝﾀｰ講座

「木島櫻谷」打合せ

江東区古石場文化ｾ

ﾝﾀｰ
門田理

古石場文化ｾﾝﾀｰ

杉田氏山岸氏米

47 平成29年7月24日(月) 北消防署来訪 門田節

48 平成29年7月25日(火) 山元春擧旧宅蘆花浅水荘表敬訪問 蘆花浅水荘 蘆花浅水荘 門田節・理 蘆花浅水荘山元

49 平成29年7月26日(水) 墨仙堂　「かりくら」図録用撮影立会 泉屋博古館 墨仙堂 門田節
泉屋実方氏　墨

仙堂関地氏吉田

50 平成29年7月27日(木)
泉屋博古館作業（大きい写生ｽｷｬﾅｰ）＋博物

館実習
泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

51 平成29年7月28日(金)
泉屋博古館作業（大きい写生ｽｷｬﾅｰ）+博物

館実習
泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

52 平成29年8月7日(月) 「かりくら」修復完成プレス発表打合せ

京都文化博物館　泉

屋博古館　京都新聞

COM

櫻谷文庫 門田節
文博植田氏 京都

新聞岩崎氏 泉屋

53 平成29年8月17日(木)
BSフジ森氏ソニーミュージック青木氏来

訪、「かりくら」修復完成プレス発表打合せ

BSフジ　ソニー

ミュージック
櫻谷文庫 門田節・理

54 平成29年8月18日(金)
京都府文化スポーツ部文教課へ京都府社寺等

文化資料保全補助事業　下絵修復補助金申請

京都府文化スポーツ

部文教課
京都府庁 門田理

京都府文化ス

ポーツ部文教課

福島氏　京都府

文化財保護課中

55 平成29年8月19日(土)
京都市観光協会　京夏の旅　ピンチヒッター

公開　近代建築ゆかりﾊﾞｽﾂｱｰ　2回目　21名
京都市観光協会 櫻谷文庫 門田節・理

56 平成29年8月21日(月) 京都産業大学二村氏　見学11名 京都産業大学 櫻谷文庫 門田節
京都産業大学二

村氏

57 平成29年8月24日(木) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

58 平成29年8月25日(金) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

59 平成29年8月30日(水) 東映京都「科捜研の女」ﾛｹﾊﾝ来訪 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理 東映京都福居氏

60 平成29年8月31日(木) ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会山本氏来訪　秋の公開打合せ ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会 櫻谷文庫
ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会山

本氏他

61 平成29年8月31日(木) 京都新聞文化懇談会　泉屋実方氏　文博植田 ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 門田理

62 平成29年9月1日(金) 朝日新聞「こと散歩」取材・撮影 朝日新聞 櫻谷文庫 門田節・理
小滝氏、佐藤慈

子氏

63 平成29年9月5日(火) 東映京都「科捜研の女」美術　ﾛｹﾊﾝ来訪 東映京都 櫻谷文庫 門田節

64 平成29年9月5日(火) 甲種防火管理講習会 京都市市民防災ｾﾝ 門田理

65 平成29年9月6日(水) 甲種防火管理講習会 京都市市民防災ｾﾝ 門田理

66 平成29年9月7日(木)
上賀茂社家梅辻氏、伊藤氏来訪　公益移行の

相談（京都市文化財保護課石川氏の紹介）
梅辻家 櫻谷文庫 門田節・理

67 平成29年9月8日(金) 東映京都高原氏来訪 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理

68 平成29年9月8日(金)
京都市文化財保護課石川氏、千木良氏来訪

洋館調査打合せ
京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節・理

京都市文化財保

護課石川氏千木

69 平成29年9月11日(月) 東映京都「科捜研の女」ｾｯﾃｨﾝｸﾞ 東映京都 櫻谷文庫 門田節

70 平成29年9月13日(水) 東映京都「科捜研の女」撮影 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理 東映京都福居氏

71 平成29年9月14日(木) 東映京都「科捜研の女」撮影 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理 東映京都福居氏

72 平成29年9月15日(金) 東映京都「科捜研の女」撤収 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理 東映京都福居氏

73 平成29年9月16日(土)
京都市観光協会　京夏の旅　ピンチヒッター

公開　近代建築ゆかりﾊﾞｽﾂｱｰ　3回目　13名
京都市観光協会 櫻谷文庫 門田節・理

74 平成29年9月19日(火)
京都新聞COM　岩崎氏荻野氏来訪　秋の三

館ﾎﾟｽﾀｰ打合せ
京都新聞COM 櫻谷文庫 門田節・理

京都新聞COM岩

崎氏荻野氏

75 平成29年9月20日(水) 墨仙堂「かりくら」画室展示下準備 墨仙堂 櫻谷文庫 門田節 墨仙堂3名

76 平成29年9月20日(水) 日本経済新聞岡松氏来訪 櫻谷文庫 門田節・理

77 平成29年9月21日(木) 墨仙堂「かりくら」画室展示準備 墨仙堂 櫻谷文庫 門田節 墨仙堂3名

78 平成29年9月21日(木) NHK日曜美術館撮影取材
大島D,工芸繊維大清

水氏
櫻谷文庫 門田節・理

79 平成29年9月21日(木) 千總「円山応挙とパトロネージ」講演会 千總加藤氏 千總 門田節

80 平成29年9月22日(金)
画室にて「かりくら」修復完成お披露目ﾌﾟﾚｽ

発表

泉屋博古館、京都新

聞COM
櫻谷文庫 門田節・理

81 平成29年9月22日(金) NHK日曜美術館撮影取材 NHK 櫻谷文庫 門田節・理

82 平成29年9月22日(金)
BSフジ「よみがえる京都画壇の巨匠＝木島

櫻谷」撮影
BSフジ 櫻谷文庫 門田節・理

83 平成29年9月27日(水)
実践女子大香雪記念館、泉屋博古館分館表敬

訪問

実践女子中村玲氏、

泉屋博古館野地氏
門田理

84 平成29年9月29日(金) 和幸庵黒田氏画室下準備　寺子屋in京都 和幸庵　黒田氏 櫻谷文庫 門田節

85 平成29年10月1日(日) 和幸庵黒田氏画室使用　寺子屋in京都 和幸庵　黒田氏 櫻谷文庫 門田節

86 平成29年10月3日(火) 秋の公開ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ配布作業開始 櫻谷文庫 門田節

87 平成29年10月4日(水)
京福電鉄鈴木部長、（公財）古文化保存協会

後藤事務局長と来訪。非公開文化財特別公開

京福電鉄、(公財)古

文化保存協会
櫻谷文庫 門田理

88 平成29年10月6日(金) 京都新聞仲屋記者、取材・撮影 京都新聞 櫻谷文庫 門田節

89 平成29年10月9日(月) BSフジ「アートな夜」放送 BSフジ

90 平成29年10月9日(月) 今尾景之氏来訪、南禅寺法堂瑞龍図ﾎﾟｽﾀｰ持 今尾景之氏 櫻谷文庫 門田節

91 平成29年10月9日(月) 慶應義塾「反町文書」展示 慶應義塾大学 丸の内丸善ｷﾞｬﾗﾘｰ 門田理
慶應義塾文学部

中島教授
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内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
年月日

行事 対応者

92 平成29年10月12日(木) ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会ｶﾞｲﾄﾞ　秋の公開ﾚｸﾁｬｰ 櫻谷文庫 門田節

93 平成29年10月16日(月) 京都新聞四条ｾﾝﾀｰ講座「木島櫻谷の魅力」

94 平成29年10月16日(月) BSフジ「アートな夜」放送

95 平成29年10月17日(火)
泉屋博古館「木島櫻谷　近代動物画の冒険」

展への櫻谷文庫収蔵品搬出
泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節 泉屋実方氏

96 平成29年10月19日(木) ブライダルさわらぎ　洋館撮影下見 ブライダルさわらぎ 櫻谷文庫 門田節

97 平成29年10月26日(木) 「衣笠まちづくり」会議
衣笠学区社会福祉協

議会　北区　立命館
衣笠小学校 門田理

98 平成29年10月27日(金)
泉屋博古館「木島櫻谷　近代動物画の冒険」

展内覧会
泉屋博古館 泉屋博古館 門田節・理

99 平成29年10月28日(土)
泉屋博古館・京都文化博物館・櫻谷文庫　櫻

谷展スタート　櫻谷文庫入場者65名
門田節・理

100 平成29年10月29日(日) 公開　32名 門田節・理

101 平成29年10月29日(日)
BSフジ「よみがえる京都画壇の巨匠＝木島

櫻谷」放送

102 平成29年10月30日(月) 日本経済新聞小橋記者取材・撮影 櫻谷文庫 門田節・理

103 平成29年10月31日(火) 杉本様見学 櫻谷文庫 門田節

104 平成29年11月3日(金)
公開　134名　土肥氏、古石場山岸杉田渡辺

氏来訪
櫻谷文庫 門田節・理

105 平成29年11月4日(土)
公開　128名　Los Angels Couty Museum ｼﾝ

ｶﾞｰ 氏、Boston Museum ﾒﾚﾃﾞｨｽ氏来訪
櫻谷文庫 門田節・理

106 平成29年11月5日(日) 公開　128名 櫻谷文庫 門田節・理

107 平成29年11月6日(月) MBS毎日放送「ちちんぷいぷい」取材・撮 櫻谷文庫 門田節・理

108 平成29年11月7日(火) ブライダルさわらぎ　ポスター撮影 ブライダルさわらぎ 櫻谷文庫 門田節

109 平成29年11月8日(水) ㈱ワンズ加藤氏来訪 ㈱ワンズ 櫻谷文庫 門田節・理

110 平成29年11月8日(水) 神戸新聞文化ｾﾝﾀｰ　三館めぐりﾂｱｰ　37名 神戸新聞文化ｾﾝﾀｰ 櫻谷文庫 門田節・理

111 平成29年11月9日(木) MBS毎日放送「ちちんぷいぷい」放送 MBS毎日放送

112 平成29年11月9日(木) NHK Eテレ「日美旅」取材・撮影 NHK 櫻谷文庫 門田節・理

113 平成29年11月9日(木) ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ見学　4名 ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ 櫻谷文庫 門田節

114 平成29年11月10日(金) 公開　138名　古石場米澤氏来訪 櫻谷文庫 門田節・理

115 平成29年11月11日(土) 公開　140名　ﾏﾅﾍﾞﾙｸﾗﾌﾞ見学30名

116 平成29年11月11日(土) 泉屋博古館ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（京都芸大高林氏顔料）
泉屋博古館　京都市

芸大
櫻谷文庫 門田理

117 平成29年11月12日(日) 公開　141名　秋山寛氏来訪 櫻谷文庫 門田節・理

118 平成29年11月13日(月)

NHK日曜美術館「漱石先生 この絵はお嫌い

ですか～孤高の画家 木島櫻谷～」 撮影取材

井浦新氏　高橋ｱﾅ　竹内浩一氏　泉屋実方氏

NHK　泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節・理

119 平成29年11月14日(火) 京都精華大学真下氏一行　7名 京都精華大学 櫻谷文庫 門田節

120 平成29年11月17日(金) 公開　189名 櫻谷文庫 門田節・理

121 平成29年11月18日(土) 公開　121名　田原市博物館鈴木氏来訪 櫻谷文庫 門田節・理

122 平成29年11月18日(土) 泉屋博古館　竹内浩一氏講演 泉屋博古館 門田節

123 平成29年11月19日(日) 公開　246名　文化博物館畑氏、植田氏来訪 櫻谷文庫 門田節・理

124 平成29年11月19日(日)

NHK Eテレ日曜美術館「漱石先生 この絵は

お嫌いですか～孤高の画家 木島櫻谷～」 放

送　視聴率1｡7％

NHK

125 平成29年11月21日(火)
朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ「櫻谷文庫 泉屋博古館をめぐ

る」見学9名
櫻谷文庫 門田節

126 平成29年11月23日(木) 公開　317名 櫻谷文庫 門田節・理

127 平成29年11月23日(木) 京都文化博物館　植田氏「櫻谷トーク」 京都文化博物館 門田節

128 平成29年11月24日(金) 公開　304名　淡交社取材・撮影 淡交社 櫻谷文庫 門田節・理

129 平成29年11月25日(土) 公開　339名 櫻谷文庫 門田節・理

130 平成29年11月26日(日) 公開　324名　立命館OB会真下氏一行8名 櫻谷文庫 門田節・理

131 平成29年11月26日(日)
NHK Eテレ日曜美術館「漱石先生 この絵は

お嫌いですか～孤高の画家 木島櫻谷～」 再
NHK

132 平成29年12月1日(金) 公開　436名 櫻谷文庫 門田節・理

133 平成29年12月2日(土) 公開　540名 櫻谷文庫 門田節・理

134 平成29年12月3日(日) 公開　503名　櫻谷文庫・泉屋博古館本館最 櫻谷文庫 門田節・理

135 平成29年12月5日(火)
(公財)京都古文化保存協会　ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ

「非公開文化財特別公開」打合せ来訪

(公財)京都古文化保

存協会
櫻谷文庫 門田節・理

古文化保存協会

後藤事務局長、

136 平成29年12月6日(水) 朱雀第四小学校3年生　社会科見学来訪 朱雀第四小学校 櫻谷文庫 門田節・理

137 平成29年12月8日(金) 和幸庵黒田氏画室下準備　寺子屋in京都 和幸庵　黒田氏 櫻谷文庫 門田節

138 平成29年12月9日(土) 和幸庵黒田氏画室下準備　寺子屋in京都 和幸庵　黒田氏 櫻谷文庫 門田節

139 平成29年12月10日(日) 和幸庵黒田氏画室使用　寺子屋in京都 和幸庵　黒田氏 櫻谷文庫 門田節

140 平成29年12月17日(日) ブライダルさわらぎ　東南ｱｼﾞｱ一行会場見学 櫻谷文庫 門田節

141 平成29年12月18日(月)
京都市文化財保護課石川氏、千木良氏来訪

京都を彩る建物選定書類持参
京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節・理

京都市文化財保

護課石川氏千木

142 平成29年12月19日(火)
千真工芸、ｶﾚﾝﾀﾞｰ用に「野猪」画像借用依頼

来訪
千真工芸 櫻谷文庫 門田節・理

143 平成29年12月20日(水) 京福電鉄鈴木部長、今小路の件で来訪 京福電鉄 櫻谷文庫 門田節・理

144 平成29年12月22日(金) 三館ﾁｹｯﾄ決算打合せ 京都新聞COM 門田理
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内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
年月日

行事 対応者

145 平成29年12月22日(金) 千總研究会出席 千總文化研究所 門田理

146 平成30年1月5日(金)
京都府政策法務課 櫻谷文庫 特定費用準備資

金等取扱規程持参
京都府政策法務課 京都府政策法務課 門田理

147 平成30年1月12日(金) 東映京都　映画「この道」ﾛｹﾊﾝ 東映京都 櫻谷文庫 門田節・理 東映京都福居氏

148 平成30年1月12日(金) 京都文化博物館貸出品、泉屋博古館へ貸出 泉屋博古館 門田節
文博植田氏　泉

屋実方氏

149 平成30年1月17日(水) 櫻谷文庫　展示替え作業 櫻谷文庫 門田節

150 平成30年1月19日(金)

田原市博物館鈴木館長、掛川市美術館日比野

氏来訪、渡辺崋山、松崎慊堂、伊藤若冲作品

等見学、泉屋実方氏立会

田原市博物館、掛川

市美術館
櫻谷文庫 門田節・理

田原市博物館鈴

木館長、掛川市

美術館日比野

氏、泉屋実方氏
151 平成30年1月20日(土) 東映京都　映画「この道」ﾛｹ下見　福居氏 櫻谷文庫 門田節 東映京都福居氏

152 平成30年1月20日(土) 和幸庵尾谷氏画室下見　寺子屋in京都 櫻谷文庫 門田節

153 平成30年1月22日(月)
古石場文化ｾﾝﾀｰ文化教室講演「京都の画家木

島櫻谷」

江東区古石場文化ｾ

ﾝﾀｰ
門田理

154 平成30年1月22日(月) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

155 平成30年1月23日(火) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ） 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

156 平成30年1月25日(木) 日本ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ　川崎氏一行見学　15名 日本ｾｶﾝﾄﾞﾗｲﾌ 櫻谷文庫 門田節

157 平成30年1月27日(土) KBS京都　大島D「京都浪漫」下見 KBS京都　BS11 櫻谷文庫 門田節

158 平成30年1月29日(月)
古文化保存協会茂氏、朝日新聞小滝氏、佐藤

氏来訪　非公開文化財特別公開取材・撮影

(公財)京都古文化保

存協会、朝日新聞
櫻谷文庫 門田節

159 平成30年2月3日(土) ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会会長と松尾氏挨拶来訪 ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会 櫻谷文庫 門田節・理

160 平成30年2月4日(日)
BSフジ「よみがえる京都画壇の巨匠＝木島

櫻谷」再放送
BSフジ

161 平成30年2月6日(火)
KBS京都、BS11「京都浪漫」撮影　本庄ま

なみ氏、泉屋実方氏来訪　大島D
KBS京都　BS11 櫻谷文庫 門田節・理

162 平成30年2月7日(水) 京都市観光協会後援依頼 京都市観光協会 門田理

163 平成30年2月7日(水) 東映京都　映画「この道」撮影ｾｯﾃｨﾝｸﾞ　福 東映京都 櫻谷文庫 門田節 東映京都福居氏

164 平成30年2月8日(木)
東映京都　映画「この道」撮影本番　羽田美

智子氏来訪　東映福居氏
東映京都 櫻谷文庫 門田節 東映京都福居氏

165 平成30年2月10日(土)
KBS京都 BS11 「京都浪漫」洛星高校屋上

ほか撮影　大島D

KBS京都　BS11

ｳﾞｨｱﾄｰﾙ学園
櫻谷文庫 門田節・理

166 平成30年2月16日(金) 櫻谷文庫　春の公開準備 櫻谷文庫 門田節

167 平成30年2月17日(土) 櫻谷文庫　春の公開　ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ配布準備 櫻谷文庫 門田節

168 平成30年2月18日(日)
NHK Eテレ日曜美術館「漱石先生 この絵は

お嫌いですか～孤高の画家 木島櫻谷～」 再
NHK

169 平成30年2月21日(水) ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会ﾚｸﾁｬｰ　谷口氏他15名 ｽｶｲｶﾞｲﾄﾞ協会 櫻谷文庫 門田節

170 平成30年2月23日(金) よみうり文化ｾﾝﾀｰ　二村氏一行　20名 よみうり文化ｾﾝﾀｰ 櫻谷文庫 門田節

171 平成30年2月23日(金)
泉屋博古館分館「木島櫻谷１Part1.近代動物

画の冒険」展内覧会
泉屋博古館分館 門田理

172 平成30年2月24日(土)
泉屋博古館分館「木島櫻谷１Part1.近代動物

画の冒険」展ｽﾍﾟｼｬﾙﾄｰｸ　実方氏
泉屋博古館分館 門田節

173 平成30年3月2日(金)
京都市文化財保護課千木良氏来訪　(一財)建

築研究協会3名来訪　洋館修理工事調査見積
京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節・理

174 平成30年3月3日(土) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　1日目　38名 櫻谷文庫 門田節・理

175 平成30年3月4日(日) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　2日目　29名 櫻谷文庫 門田節・理

176 平成30年3月5日(月)
墨仙堂より虎の下絵、角とぐ鹿等以外の大き

い下絵の裏打ち納品(京都府補助金対象）
墨仙堂　京都府 櫻谷文庫 門田節

177 平成30年3月6日(火) 千眞工藝　「野猪」ｶﾚﾝﾀﾞｰ撮影 千眞工藝 櫻谷文庫 門田節

178 平成30年3月8日(木) 公益財団法人櫻谷文庫　理事会 櫻谷文庫 門田節・理

179 平成30年3月9日(金)
立命館大学文学部地域研究学域京都学専攻成

果発表会準備搬入（画室）
立命館大学 櫻谷文庫 門田節

180 平成30年3月9日(金) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　3日目　16名 櫻谷文庫 門田節・理

181 平成30年3月10日(土)
立命館大学文学部地域研究学域京都学専攻成

果発表会（画室）
立命館大学 櫻谷文庫 門田節

182 平成30年3月10日(土) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　4日目　71名 櫻谷文庫 門田節・理

183 平成30年3月11日(日) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　5日目　101 櫻谷文庫 門田節・理

184 平成30年3月11日(日) KBS京都「京都浪漫」放送 KBS京都

185 平成30年3月12日(月) BS11「京都浪漫」放送 BS11

186 平成30年3月12日(月)
衣笠小学校3年生社会科見学　先生4名　3年

生50人
櫻谷文庫 門田節・理

187 平成30年3月12日(月)

古文化保存協会茂氏、立命館大学古美術研究

会（橋本氏他1名）来訪　ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ非公

開文化財特別公開打合せ

櫻谷文庫 門田節

188 平成30年3月13日(火)

京都府文化スポーツ部文教課福島氏来訪　京

都府社寺等文化資料保全補助金関係　下絵

（虎、瑞龍図、角とぐ鹿他）、大型写生帖修

復確認作業

京都府文化スポーツ

部文教課
櫻谷文庫 門田節

189 平成30年3月16日(金) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　6日目　74名 櫻谷文庫 門田節・理

190 平成30年3月17日(土) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　7日目　127 櫻谷文庫 門田節・理
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内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先
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191 平成30年3月18日(日) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　8日目　162 櫻谷文庫 門田節・理

192 平成30年3月20日(火) 堂本印象美術館ﾘﾆｭｰｱﾙ特別展ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 堂本印象美術館 堂本印象美術館 門田理

193 平成30年3月20日(火) 京都非公開文化財春の公開説明会 古文化保存協会 古文化保存協会 門田節

194 平成30年3月21日(水) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　9日目　64名 櫻谷文庫 門田節・理

195 平成30年3月22日(木) 公益財団法人櫻谷文庫　評議員会 櫻谷文庫 門田節・理

196 平成30年3月23日(金)
櫻谷文庫　春の公開　今小路　10日目　104

名　八重洲京都館情報ｺｰﾅｰ高倉氏来訪
櫻谷文庫 門田節・理

197 平成30年3月24日(土) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　11日目　142 櫻谷文庫 門田節・理

198 平成30年3月25日(日) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　12日目　108 櫻谷文庫 門田節・理

199 平成30年3月25日(日) KBS京都「京都浪漫」再放送 KBS京都

200 平成30年3月26日(月)
「非公開文化財特別公開」立命館大学古美術

研究会ﾚｸﾁｬｰ　1回目

立命館大学古美術研

究会
櫻谷文庫 門田節

201 平成30年3月29日(木)
京都市文化財保護課「京都を彩る建物や庭

園」交流会
京都市文化財保護課 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ 門田節

202 平成30年3月30日(金) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　13日目　225 櫻谷文庫 門田節・理

203 平成30年3月31日(土) 櫻谷文庫　春の公開　今小路　14日目　210 櫻谷文庫 門田節・理
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４. 2017年 トピックス 

慶應義塾図書館貴重書展示会 木島誠三に関連した「反町文書」展示会への協力 

反町十郎君寄贈古文書展示会 木島誠三から反町氏に渡った鎌倉時代から江戸初期までの幕府

の公文書や、足利尊氏、織田信長、伊達政宗ら戦国武将の自筆文書など、130点の武家文書のコ

レクション 

主催：慶應義塾図書館 

会場：丸善ギャラリー（東京駅丸の内北口） 

会期：2017年 10月 4日（水）～10月 10日（火） 

慶應義塾大学文学部教授 中島圭一氏 

 

“京都を彩る建物”に認定されました 

京都市選定及び認定“京都を彩る建物” 選定番号第 7－002号 認定番号第 92号 2018年（平成

30年）2月 28日広報 

平成 29 年 12 月 5 日に開催された平成 29 年度 第 1 回 “京都を彩る建物や庭園”審査会で審査

され、京都市による“京都を彩る建物”に選定、選定建物の中で特に高く評価され「認定」された。 

 “京都を彩る建物や庭園”（平成 23 年創設）の「京都市選定」及び「認定」とは、市民が“残したい”

と思う歴史や文化を象徴する建物、庭園を推薦しリスト化する新しい制度。推薦された建物は審査

会によって「選定」し、その中から高く評価されたものが「認定」建物となる（文化市民局文化芸術都

市推進室文化財保護課）。 

京都を彩る建物や庭園審査会 委員 

尼﨑博正（京都造形芸術大学教授）、井上えり子（京都女子大学准教授）、栗山圭子（京都新聞社

文化部編集委員）、小辻映里（市民公募委員）、小村紗也（市民公募委員）、清水重敦（京都工芸

繊維大学教授）、髙橋康夫（京都大学名誉教授）、藤井容子（ライター，京都岡崎魅力づくり推進協

議会）、宗田好史（京都府立副学長） 

（参考）櫻谷文庫（木島櫻谷旧邸 建物等）の指定状況 

（１）国指定登録有形文化財（建造物）登録番号 26－0226～0228 2007年（平成 19年）5月 15日  

（２）京都市指定景観重要建造物 指定番号第 66号 2014年（平成 26年）3月 28日 

（３）京都市指定有形文化財（建造物）指定番号 市指建第 75号 2017年（平成 29年）3月 31日 

 


