
野崎幻庵関係資料（松永記念館所蔵）

No. 資料番号(仮) 筆者 資料名 材質・形状 員数 法量（cm） 年代 備考 写真

1 B-Ｎ-001 野崎幻庵 書 「花押」 紙本墨書 1幅 30.3×31.7 昭和14年（1939）冬

【署名】「昭和巳卯冬　幻庵 書　将年八一」

【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 白文朱方印「野崎廣太」
　　　　 朱文白瓢印「安閑山房主」

2 B-Ｎ-002 野崎幻庵 書 「兎寿千歳」 紙本墨書 1幅 124.5×29.9 昭和14年（1939）元旦

【署名】「昭和巳卯元旦試筆」

【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 朱文白瓢印「安閑山房主」
         白文朱方印「野崎廣太」

3 B-Ｎ-003 野崎幻庵 書 「太和呈景運」 紙本墨書 1幅 103.9×17.7 昭和15年（1940）元旦

【署名】「昭和庚申元旦　幻庵 書　将年八十二歳」

【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 朱文鼎型印「自恰荘主人」
         白文朱方印「野崎廣太」

4 B-Ｎ-004 野崎幻庵 書 「竹霰」 紙本墨書 1幅 125.3×29.1

【署名】「安閑山房主」

【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 白文朱方印「野崎廣太」

5 B-Ｎ-005 野崎幻庵 書 「松皆福」 紙本墨書 1幅 28.6×51.4
【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 朱文白方印「自恰荘主人」

6 B-Ｎ-006 野崎幻庵 書 「揮霍」 紙本墨書 1幅 30.6×60.8
【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 白文朱方印「野崎廣太」

7 B-Ｎ-007 野崎幻庵 書 「閑雲宿」扇面 紙本墨書 1面 17.1×42.0
【落款】 朱文白方印「幻庵」
　　　　 朱文白瓢印「安閑山房主」

8 B-Ｎ-008 野崎幻庵 書 「清神茗一杯」 紙本墨書 1幅 112.4×29.1
【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 白文朱方印「野崎廣太」

9 B-Ｎ-009 野崎幻庵 書 書「萬歳萬々歳」 紙本墨書 1幅 99.0×21.6
【落款】 朱文白丸印「幻庵」
　　　　 朱文白瓢印「安閑山房主」
         白文朱方印「野崎廣太」

10 B-Ｎ-010 野崎幻庵 書
野崎幻庵書簡・横井夜雨宛
「茶碗茶杓」

紙本墨書 1幅 18.9×37.5
【署名】「九月三日　幻　夜雨荘主人坐下」

＊旧横井家資料

11 B-Ｎ-011 野崎幻庵 書 「山縣含雪誕辰」和歌 彩本墨書 1幅 17.6×47.6 大正6(1918)年 署名・落款なし

12 B-Ｎ-012 野崎幻庵 書 「山縣含雪誕辰」和歌 彩本墨書 1幅 19.9×46.4 大正6(1918)年 署名・落款なし

13 B-Ｎ-013 野崎幻庵 書 「今日のお客は」 紙本墨書 1幅 23.0×30.6 署名・落款なし

14 B-Ｎ-014 野崎幻庵 書 「料理書留」 紙本墨書 1幅 17.8×67.2 署名・落款なし

15 B-Ｎ-015 野崎幻庵 書 「待出し」和歌扇面 彩本墨書 1幅 25.5×53.9 署名・落款なし

16 B-Ｎ-016 野崎幻庵 書 「かぎりある」和歌 彩本墨書 1面 17.9×47.9 署名・落款なし

17 B-Ｎ-017 野崎幻庵 書 「追難」 彩本墨書 1幅 17.2×44.6 署名・落款なし

18 B-Ｎ-018

益田鈍翁・室田
頑翁・野崎幻庵
書 「小田原三老除夜寄書」 彩本墨書 1幅 28.7×54.4 昭和2年（1927）

【署名】鈍翁花押
　　　　大三十日「幻庵」
　　 　「鈍翁」

 ＊旧横井家資料

19 B-Ｎ-019 野崎幻庵　著 『らくがき』 紙本印刷 1冊 18.9×13.8 昭和6年（1931）6月25日発行

20 B-Ｎ-020 野崎幻庵 作 黒楽茶碗 陶製 1口 高8.8 径9.8



No. 資料番号(仮) 筆者 資料名 材質・形状 員数 法量（cm） 年代 備考 写真

21 B-Ｎ-021 野崎幻庵 作 鷹峰茶碗　銘「帰依仏」 陶製 1口 高10.9 径11.9

22 B-Ｎ-022 野崎幻庵 作 丹波茶碗　銘「生野」 陶製 1口 高10.7 径12.9

23 B-Ｎ-023 野崎幻庵 作　 赤小型茶碗 陶製 1口 高5.3 径11.9

24 B-Ｎ-024 野崎幻庵 作 花人 木製 1口 高23.4 径11.5

25 B-Ｎ-025 野崎幻庵 作　 花入 陶製 1口 高18.2㎝ 径11.0

26 B-Ｎ-026 野崎幻庵 作 竹茶杓　銘「萬歳萬々歳」 竹製 1本 茶杓長18.2　筒長　21.1

27 B-Ｎ-027 野崎幻庵 作 瀬戸茶人　銘「不行儀」 陶製 1口 高7.2 径6.5


