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□期  日  ６月２４日（金）～２５日（土） 

□宿  泊  津都ホテル（洋室）   TEL：059-228-1111 

〒514-0027 三重県津市大門 7-15 

□食  事  １日目の昼食から２日目の昼食までご用意いたします。 

□集合時間  午前７時５０分（時間厳守にご協力をお願いします） 

集合時間に遅れるなどのご旅行当日の緊急連絡は、下記の 

ツアーデスクまでご連絡下さい。 

℡：03-6428-0041（ツアーデスク 受付時間 7：00～20：00） 

ご連絡の際は、「日経旅行№5889」にご参加の旨をお伝え下さい。 

             万一、上記のお電話がつながらない場合は、 

非常用電話 ℡：070-1239-7553（7：00～20：00）まで 

ご連絡ください。ご旅行当日以外の連絡は、 

下記日経カルチャーあてにお願いいたします。 

□集合場所  東京駅 丸の内北口改札口前 東京ステーションギャラリー前 

 同封の集合場所案内図をご参照下さい。 

添乗員が『日経旅行』の青い旗を持ってお待ちしております。 

旅行企画・実施：㈱日経カルチャー 

観光庁長官登録旅行業 第1946号 

101-0047 東京都千代田区内神田1-6-6 MIFビル2階 

TEL：03-5259-2660 

営業時間９時30分～17時30分（土・日・祝日は休業） 

 



160624-5889 

 

みどころ 

「東の魯山人、西の半泥子」。昭和初期、当時絶頂にあった北大路魯山人 

と並び称された、川喜田半泥子（かわきた・はんでいし／ 1878-1963）。 

近代陶芸の父とも評され、3万とも 5万とも言われる作品を残しながら、 

生涯売ることはなかった男。伊勢の豪商の家に生まれ、本業は三重の銀行 

の頭取でした。究極の趣味人、川喜田半泥子の作品と足跡を講師・三重 

大学名誉教授・特任教授の田口 寛氏の同行解説のもと訪ねます。 

 

 

 

 

 

★六華苑……鹿鳴館の設計で有名なイギリス人建築家 

 ジョサイア・コンドル設計による洋館と、池泉回遊式 

庭園を持つ和風建築からなる貴重な文化財として 

平成 9年に国の重要文化財に指定されています。 

 

コース 

【１日目／６月２４日（金）】 東京駅（８時２０分発）＝新幹線のぞみ２０９号〔グリーン

車〕＝名古屋駅（１０時０１分着）－貸切ジャンボタクシー－桑名・六華苑（イギリス人

建築家ジョサイア・コンドル設計による洋館）－レストラン ロッカ（はまぐりを使った洋

食コース料理の昼食）－パラミタミュージアム（池田満寿夫の陶彫「般若心経シリーズ」

をはじめとする多彩なコレクション群）－津都ホテル（チェックイン）－料亭はま作   

（川喜田半泥子が贔屓にした料亭にて会席料理の夕食）－ホテル 

【２日目／６月２５日（土）】 ＜三重大学名誉教授・特任教授 田口 寛氏が同行解説＞石水

博物館（伊勢商人・川喜田家伝来の美術品や史料と、川喜田半泥子の作品を鑑賞）－レス

トラン東洋軒本店（川喜田半泥子が開店に尽力した老舗レストランにて洋食「半泥子特別

コース」の昼食）－山里茶席（川喜田半泥子が自ら設計した茶席をお抹茶付きで見学）－

名古屋駅（１８時０３分発）＝新幹線のぞみ２４６号〔グリーン車〕＝東京駅（１９時   

４３分着） 

 ※講師・田口 寛氏は、２日目の石水博物館から山里茶席まで同行いたします。 

【講師紹介 田口 寛（たぐち ひろし）氏】 

1947 年生まれ。最終学歴：京都大学大学院博士課程修了（農学博士）。川喜田半泥子の愛弟子で

あった故坪島土平氏と親交があり、半泥子研究の第一人者。現在、三重大学名誉教授、三重大学

特任教授、皇學館大学非常勤講師、中部大学非常勤講師。インターネットの田口先生の公式ホー

ムページでは、川喜田半泥子の関連記事を掲載しています。 田口 寛    検索 



 

★石水博物館……実業家であり陶芸作家でもあった 

川喜田半泥子が昭和 5年に設立した財団法人石水会館を 

母体に、昭和 50年、博物館として誕生。書画、錦絵、 

古文書、人形など川喜田家 から寄贈された約 3万点の 

資料を収蔵しています。 

★料亭はま作……昭和2年創業。美しい自然が残る 

瀟洒な山のふもとに佇む隠れ家のような料亭にて、 

川喜田半泥子が贔屓にした、季節の風景と食彩を 

心ゆくまでお愉しみ下さい。 

★レストラン東洋軒……明治 22年「東京東洋軒」創業。 

宮内省御用達として皇居内の晩餐会などに出張して 

いました。昭和 3年、川喜田半泥子の薦めにより 

津に開設。現在のレストランは大正時代の建物である 

百五銀行伊賀上野支店を移築したものです。 

★山里茶席……川喜田半泥子が昭和 14年（1939年）に 

自ら設計し、三重県津市の千歳山に建てた茶席で、戦後 

間もなく窯とともに津市分部の廣永窯内に移築されました。 

茶席内部は四畳の茶室と三畳の水屋になっており、 

茶室には半泥子作の掛け軸が掛けられ、炭火の炉が 

切られています。水屋は二畳だけ畳を敷いて、残りの 

半分は板の間、もう半分は土間となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



『半泥子ツアー』の紹介 
 第１回目は 2016年3月26日(土)に、津市内にある半泥子関連の名

所を私が案内して好評でした。 

 そこでさらに第 2回目が上記のような行程で、2016年6月 25日(土)

に再度私の案内で行われましたので、その時の様子を以下に紹介し

ます。 

 日本経済新聞社の旅行部門である㈱日経カルチャーは、今後も類

似のツアーを計画する予定だそうですので、ご期待ください。 

------------------------------------------------------------------- 

日経旅行クラブ『三重大学名誉教授・特任教授 田口 寛氏と訪ねる 趣味人・

川喜田半泥子の世界』 の２０１６年６月２５日(土)に配布の参考資料(追加版)  

田口 寛 作文 
 

１．川喜田半泥子や関連する重要人物の紹介 (裏話を含め

て) 

★川喜田半泥子 【1878.11.6 ～ 1963.10.26 (没年齢：84歳) 】 

 『半泥子』というのは雅号ですが、 『子』が付いていても、決して女性ではあり

ません。孔子や孟子の子と類似の用法だと思ってください。この変わった名前

は、『半ば泥(なず)みて半ば泥(なず)まず』に由来しており、南禅寺の管長にもな

った大徹禅師から授かったもので、禅の世界と関連する深い意味のあるもので

す。『泥む』は『滞む』と同じですが、これには色んな意味があり、たとえば『執着

する』、『執心する』、『思うように物事が進まない』、『なじむ』、『悩み苦しむ』、な

どです。苦労して一歩一歩前進して上達していき、ついには大成して大物になる

ことを願っての命名でしょうか。『泥む』でも特に陶芸に関連する日本語ではあり



ません。 

 半泥子は母親の里が大阪なので大阪で生まれました。本名は『久太夫政令(き

ゅうだゆうまさのり)』といい、いかにも名門の人の名前というような、とてもいか

めしいものです。東京日本橋で 15代２００年も続く木綿問屋の豪商の 16代当主

として生まれており、非常に裕福な家庭でしたが、惜しいことに１歳の時に父親

が他界しました。三重県津市に本店がある百五銀行の頭取を長年務めるなど、

多くは三重県津市で過ごしました。 

 半泥子が理想・目標とする芸術家は、次に述べる非常に多才な本阿弥光悦で

す。そして半泥子のことを『昭和の光悦』と呼ぶこともありますが、これは妥当で

す。さらに『東の魯山人、西の半泥子』と言うことがあるようですが、トータルで見

て、両者を比べると格が違うので、この言い方は適切ではないと思います。半泥

子はライバルとも何とも思っていなかったことでしょう。半泥子は茶陶を中心に

作陶していたのに対して、魯山人は食器を中心とする日用雑器を主に作ってお

りました。私は魯山人の人間国宝に関係する逸話もよく知っております。半泥子

は、なんと全員が人間国宝になった荒川豊蔵、三輪休和、金重陶陽と、『からひ

ね會』という親睦会を結成して、非常に親しくよく会合を開いておりました。 

 半泥子は、あくまで趣味で陶芸をやっていたのであり、茶碗が中心で何万個も

作りましたが、全ての作品は売ることはなく、プレゼントしていました。なので、

陶芸で収入を得ておりませんので、厳密に言うと半泥子は『陶芸家』ではなく単

なる『陶芸趣味人』なのです。陶芸はあくまで趣味なので、それで稼ぐ必要は全

くなく、自由奔放、自由闊達、したい放題、マイペースなどであり、そのことが非

常にユニークに作品が生まれる原因になっていたと思います。『どのようなもの

を作れば売れるか』なんて全く考える必要がありませんから。半泥子の職業上

の正式の肩書は『百五銀行頭取』、『三重県議会議員』などいくつもあり、これら

からは報酬を得ています。半泥子は、色んな趣味を持っており、それらに個人

的に投資した総額は現在の貨幣価値に換算してン十億円とも言われており、こ



んな凄いことのできる人物はなかなかいないと思います。 

 

★本阿弥光悦 【1558. ?.? ～ 1637.2.3 (没年齢：79歳) 】 

 京都で刀剣の鑑定、研磨、浄拭を家業とする家の長男として生まれました。し

かし、刀剣関係ではあまり有名ではありませんが、名筆家、陶芸家、漆芸家、茶

道家などとして非常に有名で超一流のスーパー・マルチ・アーティストです。光

悦作の楽茶碗、銘『不二山』は、日本の国宝茶碗全８碗中で唯一の作者がわか

っているものです(他の多くは中国産)。光悦は国宝茶碗の作者なのですから凄

いです。半泥子が光悦を理想とするのもわかります。 

 

★北大路 魯山人 【1883.3.23 ～ 1959.12.21 (没年齢：76歳) 】 

 京都の上賀茂神社の社家の次男として生まれましたが、家庭的にかなり複雑

であり、色々と不遇続きで大変だったようです。その影響か、変人で有名です。

半泥子との共通点は、この配布資料の最後の図 (背景が黄色の) に示すように、

同時期にこの世にいたということだけです。 

 

★坪島土平 【1929.1.7 ～ 2013.7.3 (没年齢：84歳) 】 

 本名は『一男』ですが、 『土平』という陶芸家としての名前は、師の川喜田半

泥子が考えたもので、名字の『坪』の文字を偏と旁に分解して並べたものです。

ただし、『土平』の『土』は、正式には単なる『土』ではなく、下記のように『土』に

『、』が付いた文字です。しかしこのような文字は公式には存在せず、ワープロ

で出せません。下記の特別の文字は、『土』と『、』を私がパソコン上で合成して

作成したものです。なぜ『、』が付いているかといいますと、轆轤を回して作陶し

ている時に陶土が飛んで坪島土平さんに付着している様子を表しているのだそ

うです。これも半泥子のユーモアの一つです。 



 

   

半泥子は自分で『土平』という名前を付けておきながら、その名前では呼ばずに、

『おい、坪よ！』のように呼んでいたそうです。以上は、坪島土平さんから直接聞

いた秘話です。私は生前の坪島土平さんには非常に親しくしてもらっており、い

ろんな話を聞きましたし、最高傑作といえる茶碗も無理して入手しました。これら

の詳細は、私のホームページをご覧ください。 

 坪島土平さんは大阪人で、半泥子の親戚でも何でもありませんが、戦争の時

にたまたま半泥子の窯場の近くに疎開してきていて半泥子と遭遇し、半泥子に

誘われて弟子になり腕を上げたようです。半泥子には男性の実子がいるのです

が色々とあり、半泥子の作陶での跡継ぎには坪島土平さんがなりましたが、惜

しいことに３年前 (2013 年)の７月３日に他界されました。亡くなって、もう半泥子

のことをはじめ、色んな話が聞けないので、とても残念です。ご本人も奥様 (ご

健在) も非常に素晴らしい方々です。 

 坪島土平さんの作品は、師の半泥子の作風とは異なり、透かし彫りや赤絵な

どに特徴があります。 
 

以下は、基本的にはそれぞれのホームページからの転載です。 

２．石水博物館 

 半泥子は先祖の意志を継いで地域振興の事業も手がけ、文化財団石水会館

の設立もそのひとつでした。 

 石水会館は、当時三重県下初の総合文化施設として津市丸之内本町（現東丸

之内）に鉄筋コンクリート 3 階建の洋館や日本館などを備え、美術展、講演会、

音楽会などを開催していました。これらの施設は残念ながら昭和20年の戦災で

土 
、 



焼失しましたが、半泥子の財団設立時の精神は、80 年の時を経て公益財団法

人石水博物館に受け継がれています。 

 半泥子はその多忙な日常において、書画、茶の湯、俳句、写真など実に多彩

な趣味を持ち、いずれに対しても形にとらわれない自由で伸びやかな姿勢で風

雅に遊びました。なかでも陶芸においては破格でした。本格的に陶芸をはじめ

たのは還暦が近くなってからのこと。晩年の手紙に｢子供の頃から焼物好の私

が昭和八年に千歳山に窯を築いて二三万作った、又廣永で今迄に作った一万

斗（ばか）りと合すと大分の数になる｣と記しています。戦前は自邸の千歳山に

窯を築いて、中里無庵（1895〜1985・十二代太郎右衛門）、荒川豊蔵（1894〜

1985）、金重陶陽（1896〜1967）、三輪休和（1895〜1981・十代休雪）、小西平内

（1899〜1991）といった若き陶工たちと交わって研究を重ね、戦後は津市郊外の

広永に窯を移して会社組織の廣永陶苑を設立、坪島土平（1929〜2013）ほか若

い弟子たちと作陶を楽しみました。陶芸において「シロート」であり続けた半泥子

の遊び心あふれる陶芸作品は、趣味の域を超え、高い評価を受けています。 

 なお半泥子の号は禅の師の命名で、｢半（なか）ば泥（なず）みて半ば泥まず｣

という意味です。その他｢無茶法師（むちゃほうし）｣「莫加野（耶）廬（ばかやろ

う）」「鳴穂堂（なるほどう）主人」「紺野浦二（こんのうらじ）」｢其飯（きはん）｣｢反古

大尽（ほごだいじん）｣などがあります。また｢泥仏堂（でいぶつどう）｣は轆轤場の

名であり、号としても用いています。 

 

３．レストラン東洋軒本店と半泥子の『黒カレー』 

 半泥子は、自分の郷里の三重県津市にある老舗の西洋料理店『東洋

軒』の開店にも尽力しており、さらにこのレストランの名物料理で、地元で

は誰でも知っている非常に有名な『黒カレー』も、半泥子のアイデアが実



現したものです。 

 すなわち、日本では西洋料理がまだよく知られていなかった明治 30 年

に、東京の三田に『東洋軒』というレストランが開業しました。時を経て昭

和３年には、三重県下初のビルディングであった百五銀行本店（津市）の

4階に、半泥子らの尽力によって東京の『東洋軒』の三重出張所が開店し

ました。さらに昭和 30 年になると、現在の所在地である津市丸の内の津

城跡のすぐ東側に、大正時代の百五銀行伊賀上野支店の建物を移築し、

大正ロマンあふれる趣の有る雰囲気の中で、現在まで繁盛して西洋料理

店を続けておられます。ここは私も時々食べに行く津市内ではトップクラ

スの洋食レストランです。 

 このレストランの名物料理の『黒カレー』は、半泥子が黒いカレーは作れ

ないかと、当時の料理長の猪俣重勝氏に依頼し、色々と試行錯誤の末に

ついに完成したものです。これは、ブイヨンと小麦粉で作ったルーに、牛脂、

スパイス、フルーツや野菜を加えて一月ほどじっくりと煮込んだものだそう

です。さらに松阪牛の肉もたっぷり入っております。作るのにとても手間隙

かかっており、味にコクや深みがあって、辛さもちょうどよく、とても美味しく

て、しかも手軽に食べられるので、当店で一番人気の料理であるのは納

得できます。この『黒カレー』は、単品でも注文できますし、『半泥子 特別

コース』の中にも含まれております。 

(以上の３.の原稿のみ、田口寛のホームページからの転載です。) 

 

４. 廣永窯 

 廣永窯は逸格圓熟の人、故川喜田半泥子が、弟子養成のために自邸津市千

歳山の登り窯を、昭和二十一年現在の長谷山山麓にある閑林池畔に移したこと

にはじまります。現在窯としては、登窯二流れをはじめ五種八基を設置していま

す。製作は各種陶磁器の技法一般にわたり、主として古法による茶陶陶器と、



好尚懐石道具をつくっています。伝統的日本陶器のよさに、新しい創意を加え、

優雅で親しみやすいことを心掛け、お茶の精神と焼物の原点にさかのぼる豪快

な強火度が引き出す茶道で言う「ザングリした」土とろくろの深い味わいを、作品

の特徴としています。自主自戒、どんな流派団体にもかかわらない、独自な工

夫修練の道を精進しています。 
 

５. 山里茶席 

 山里茶席は、川喜田半泥子が昭和 14 年（1939 年）に自ら設計し、三重県津市

の千歳山に建てた茶席で、戦後間もなく窯とともに津市分部の廣永窯内に移築

されました。 

  築後 70年以上が経過し老朽化が激しくなったため、平成 23年 4月、窯内に

て移築修復工事を開始し、翌平成 24年 5月に完成を致しました。 

半泥子が設計のみならず、自らも 鉋
かんな

 、 鋸
のこぎり

 、 鑿
のみ

 をふるったといわれる 

手造りの山里茶席の風合いを残すべく、再利用できる資材はそのまま生かし約

1年間をかけて修復がなされました。 

  茶席内部は四畳の茶室と三畳の水屋になっており、茶室には半泥子作の掛

け軸が掛けられ、炭火の炉が切られております。水屋は二畳だけ畳を敷いて、

残りの半分は板の間、もう半分は土間となっております。（上部のパノラマビュ

ーにてご覧いただけます。） 

  修復を機に、一般公開を行い、半泥子や廣永窯に関心のある方々にご見学

や御茶席のご利用をいただいております。                    以上 

 

 



【参考資料】 

 

 田口寛自作の配布資料は以上。 

------------------------------------------------------------------- 

 

 以下は当日の様子を示す写真の一部です。参加者の皆さんが和気

藹々にしておられる素晴らしい写真が何枚もあるのですが、プライバ

シー保護の観点から、とても残念ながらここには掲載しません。 

 (博物館内は撮影禁止のためにその写真は元から全くありません) 



 

石水博物館前 

 

 

 

 

半泥子ゆかりのこの西洋料理レストラン『東洋軒』で昼食 



 

三重県にふさわしく伊勢海老料理も出ました 

(ここの料理は全体に美味しいと好評でした) 
 

 

 

これが半泥子ゆかりの有名な名物料理 『黒カレー』 

(マイルドで深みのある味です) 



 

廣永窯入り口の山門 (窯場までかなりの距離がある) 

半泥子筆の『廣恵山』の陶額が掛かる。『廣恵山』とは背後の山の名前。 

 
 

 

泥仏堂内の逗子の中央に安置してあるのは自作の陶製半泥子像 

扉の右側の『把 和 遊』は How are you? のこと。 
扉の左側の『喊 阿 厳』は Come again. のこと。 

 



 

半泥子自作の自分の陶像 

(嫌な人が来た時には後ろ向きになれるようにと首が回るようになっている) 
 

 

 

 

 

 

 

 

参加者のプライバシー保護のために 

残念ながら写真を割愛してあります。 

 

 

 

田口寛所蔵の半泥子作の名品志野茶碗を持参して泥仏堂の 

畳の間で皆さんに直接触れてもらいました 【今回の特別企画】 



 

坪島土平作の茶碗で抹茶を点てていただきました 

 

 

 

登り窯 



 

山里の茶室の前にある説明文 

 

 

 

山里の茶室の外観の一部 



 

山里の茶室の内部 

 

 

 

 

以上、参加者の皆さんに非常に好評のツアーでした。 

 

完 


