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公益財団法人 櫻谷文庫 平成 30 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、2018 年 3 月 3 日～4 月 1 日「泉屋分館動物画展」・今小路連携春の特別公開、2018

年 4 月 27 日～5 月 6 日公益財団法人京都古文化保存協会主催の非公開文化財特別公開、

2019 年 3 月 2 日～3 月 31 日今小路連携春の特別公開など一般公開を行った。

2018 年及び 2019 年春の公開は桃の節句、4 月から 5 月の公開は端午の節句をテーマに展示し

た。

一般公開

2018 年度（平成 30 年度）の通年の公開入場者数は 4,862 名で、一日平均入場者数は 120 名と

2013 年以降最も多くなった。これは、公益財団法人古文化保存協会と朝日新聞社による「非公開

文化財特別公開」の入場者数が極めて多くなったことによる。

今小路通り同時期公開

本年は 11 の施設が参加した。
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泉屋博古館櫻谷展、古文化保存協会非公開文化財特別公開などの特別のイベントとの連携がな

い場合の入場者数は、徐々に知名度は上がっているが、一日当たり入場者は概ね 80 名から 100 名

が定常状態であるように思われる。

京都府建築士事務所協会 建築士事務所キャンペーン

11 月 4 日に画室にて開催された。来場者の櫻谷文庫見学、耐震相談会、落語、ミニコンサート。
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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。

収蔵品修復・調査

写生帖・スケッチ帖のデジタルデータ作成が終了（泉屋博古館と共同）

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）（泉屋博古館と共同）

書簡類の整理とデジタルデータ化を行った。

櫻谷文庫所蔵の、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）

（1）京都市立芸術大学美術学部研究紀要第 63 号（2019 年 3 月 29 日発行）にフルペーパーが収

載された

「木島櫻谷の文部省美術展覧会出品作に使われた岩絵具（抜粋） 紀芝蓮 高林弘美

近代日本画の彩色材料に関する自然科学的研究では、明治 10 年から開催された文部省

美術展覧会(以下、文展)のうち、第 5 回文展(明治 44 年)に出品された横山大観《山路》(永

青文庫蔵)には赤褐色、黄褐色の鉛ガラスによる人造の岩絵具および黄褐色の鉛ガラスで

はない岩絵具の使用が推定されている。また、第 6 回文展(大正元年)に出品された木島櫻

谷《寒月》には青色の岩絵具に、人造の岩絵具の混入の可能性が指摘されている。新たな

彰色材料の導入は、日本画の色彩表現に影響を与えたと考えられる。しかしながら、この時

期の岩絵具の変遷についての研究はまだ少なく、具体相は明らかになっていない。このた

め、近代日本画に導入された岩絵具の変遷を明らかにする研究の一環として、文展で活躍

していた木島要谷の作品を調査した。本報では、木島櫻谷が第 3 回文晏(明治 42 年)に出

品した《和楽》と第 4 回文展(明治 43 年)に出品した《かりくら》に使われた岩絵具の調査結

果を報告して考察を行う。

自然科学調査によって、木島櫻谷の第 4 回文展出品作《かりくら》(明治 43 年)には赤褐色

と黄緑色の新しい岩絵具の使用があったことが明らかにした。今後、近代日本画に導入さ

れた岩絵具の変遷を明らかにするため、同時期の作品調査をしていきたい。（高林弘美、

紀芝蓮、京都市立芸術大学美術学部研究紀要第 63 号、2019 年 3 月 29 日発行）」
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（2）第 41 回文化財保存修復学会にてポスター発表（2019 年 6 月 22 日 帝京大学八王子キャンパ

ス）

「木島櫻谷遺品岩絵具の色と化学組成」

◎高林弘実（京都市立芸術大学）、紀 芝蓮（京都市立芸術大学）、

田口 肇（（地独）京都市産業技術研究所）、島村哲朗（（地独）京都市産業技術研究所）
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かりくらの藤袴の葉 顕微鏡写真             藤袴の葉 黄緑色顔料の XRF（蛍光 X 線）スペクトル

Pb は鉛、P はリン

櫻谷が「かりくら」の藤袴につかったと推定される緑鉛鉱

台風 21号による画室の窓大破

9 月 4 日の台風 21 号の暴風により画室南面窓が大破した。ただちに、京都市文化財保護条例愛

12 条の規定により滅失毀損届を提出、緊急復旧工事は学校法人ヴィアトール学園の保険で処置を

行った。

被害後
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修理後

平成 31年度洋館改修工事開始のための事前調査の見積依頼検討

一般財団法人建築研究協会及び一級建築士事務所特定非営利活動法人古材文化の会設計室

に洋館破損調査の見積を依頼した。見積検討の結果、古材文化の会に調査依頼を行うこととした。

建築研究協会が 270 万円、古材文化の会が 187 万円の見積り。

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）。

(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
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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

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                          
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４．寄付金に関する事項

川口洋之助氏  200 万円 門田理氏  61 万円

５．平成 30 主要な行事



内容 関係先 場所 櫻谷文庫 関係先

1 平成30年4月1日(日) 春の特別公開 最終日　入場者154名
京都新聞COM　京都
市観光協会

櫻谷文庫 門田節　門田理

2 平成30年4月6日(金)
非公開文化財特別公開、立命館大学古美術研究会
ガイドレクチャー　1回目

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節

3 平成30年4月7日(土)
非公開文化財特別公開、立命館大学古美術研究会
ガイドレクチャー　2回目

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節

4 平成30年4月13日(金) 立命館大学文学部高ゼミ　拓本取り授業 立命館大学 櫻谷文庫 門田理
5 平成30年4月13日(金) 泉屋博古館「木島櫻谷　動物画の冒険展」出品作品 泉屋博古館 櫻谷文庫 門田節

6 平成30年4月15日(日)
和幸庵　黒田氏、尾谷氏　櫻谷文庫見学　お茶手前
（和館）、後援会（画室）

和幸庵 櫻谷文庫 門田節

7 平成30年4月18日(水)
非公開文化財特別公開、立命館大学古美術研究会
ガイドレクチャー　3回目

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節

8 平成30年4月18日(水) 増田氏一行　見学 櫻谷文庫 門田節
9 平成30年4月19日(木) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
10 平成30年4月20日(金) 同志社大学OB絵画サークル　画室前で写生 櫻谷文庫 門田節
11 平成30年4月21日(土) 東山堂紹介の赤井氏来訪　大鎧組み立て 櫻谷文庫 門田節

12 平成30年4月23日(月) 古文化保存協会　備品搬入と打ち合わせ
（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節

13 平成30年4月23日(月) 北消防署　2名来訪　防火指導 櫻谷文庫 門田節

14 平成30年4月27日(金)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　1日目
入場者235名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

15 平成30年4月28日(土)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　2日目
入場者256名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

16 平成30年4月29日(日)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　3日目
入場者303名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

17 平成30年4月30日(月)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　4日目
入場者371名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

18 平成30年5月1日(火)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　5日目
入場者315名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

19 平成30年5月2日(水)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　6日目
入場者152名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

20 平成30年5月3日(木)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　7日目
入場者225名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

21 平成30年5月4日(金)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　8日目
入場者369名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

22 平成30年5月5日(土)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　9日目
入場者366名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

23 平成30年5月6日(日)
古文化保存協会　非公開文化財特別公開　10日目
入場者225名

（公財）京都古文化保
存協会、立命館大学
古美術研究会

櫻谷文庫 門田節　門田理

24 平成30年5月7日(月)
京都市文化財保護課　洋館修繕打ち合わせ、京都歴
史資料館への出品貸し出し打ち合わせ

京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節　門田理
石川氏、千木良氏、安井氏ほか1
名

25 平成30年5月13日(日) 左京区　安田夫妻所有櫻谷作品　持参 櫻谷文庫 門田節
26 平成30年5月15日(火) 泉屋博古館作業（収蔵品ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

27 平成30年5月16日(水)
京都市文化財保護課　「京都を彩る建物・庭園」プ
レート持参

京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節　門田理 石川氏、千木良氏

28 平成30年5月17日(木) 古材文化の会　洋館破損調査の件で来訪 古材文化の会 櫻谷文庫 門田節　門田理 中井氏他2名
29 平成30年5月18日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　21名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 河島ゼミ
30 平成30年5月18日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　22名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 遠藤ゼミ
31 平成30年5月25日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　22名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 田中ゼミ
32 平成30年5月25日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　22名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 古賀ゼミ
33 平成30年5月28日(月) 茨木市　高橋氏一行　櫻谷文庫見学　7名 櫻谷文庫 門田節
34 平成30年6月1日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　22名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 河島ゼミ
35 平成30年6月1日(金) 立命館大学　地域研究学域授業　22名 立命館大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 河島ゼミ
36 平成30年6月1日(金) 古文化保存協会　入場料支払いで来訪 古文化保存協会 櫻谷文庫 門田節 茂氏

37 平成30年6月8日(金)
大阪市歴史博物館岩佐氏訪問　櫻谷作「暮雲」（第
10代小津与右衛門氏所蔵第12回文展出展行方不
明作品）見せていただく

大阪市歴史博物館、
泉屋博古館

大阪市歴史博物館 門田節　門田理 泉屋実方氏

38 平成30年6月9日(土) 櫻谷文庫理事会 櫻谷文庫 門田節　門田理
39 平成30年6月11日(月) （公社）京都市観光協会総会　出席 京都市観光協会 ANAホテル 門田理

40 平成30年6月13日(水)
ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ・ｶｳﾝﾃｨ・ﾐｭｼﾞｱﾑ　「かりくら」貸し出しの
件で来訪

ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ・ｶｳﾝ
ﾃｨ・ﾐｭｼﾞｱﾑ

櫻谷文庫 門田節　門田理
ﾛﾊﾞｰﾄ・ｼﾝｶﾞｰ氏、ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ・ﾊﾞｰｺﾞ
氏

41 平成30年6月17日(日) 日経ｶﾙﾁｬｾﾝﾀｰ　吉原氏二村氏一行見学　19名 日経ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 櫻谷文庫 門田節
42 平成30年6月19日(火) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
43 平成30年6月20日(水) 泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
44 平成30年6月23日(土) 櫻谷文庫評議員会 櫻谷文庫 門田節　門田理
45 平成30年6月27日(水) 北消防署　7/13防火訓練　下見と打ち合わせ　来訪 櫻谷文庫 門田節
46 平成30年6月30日(土) 泉屋博古館　櫻谷文庫の件で訪問 泉屋博古館 門田理 泉屋実方氏
47 平成30年7月4日(水) 京都市文化財保護課　貸出の「画三昧」、「打掛」下 京都市文化財保護課 櫻谷文庫 安井氏他1名
48 平成30年7月5日(木) 古材文化の会　洋館破損調査の件で来訪 古材文化の会 櫻谷文庫 門田節　門田理 中井氏他2名

49 平成30年7月6日(金)
古文化保存協会　H30年度春期非公開文化財特別
公開お礼昼食会

古文化保存協会 京都東急ホテル 門田理

50 平成30年7月9日(月)
京都府建築士事務所協会一行　11月イベント画室下
見　5名来訪

京都府建築士事務所
協会

櫻谷文庫 門田節

51 平成30年7月10日(火) 京都市文化財保護課千木良氏来訪　洋館破損調査 京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節　門田理 文化財保護課千木良氏
52 平成30年7月13日(金) 北消防署　文化財防火訓練　15名来訪 北消防署 櫻谷文庫 門田節　門田理 岩渕氏他14名
53 平成30年7月14日(土) 古材文化の会　洋館破損調査見積の件で来訪 古材文化の会 櫻谷文庫 門田節　門田理 長樂氏他1名
54 平成30年7月18日(水) 北消防署　文化財防火訓練写真持参来訪 北消防署 櫻谷文庫 門田　理

年月日
行事 対応者

5. 平成30年度 主要な行事
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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

55 平成30年7月20日(金) 京都市立芸術大学　高林氏紀氏来訪　顔料追加調 京都市立芸術大学 櫻谷文庫 門田節　門田理 高林氏、紀氏

56 平成30年7月20日(金)
京都市都市緑化協会、ひでみ企画田中氏　4名来訪
「京のみどり 2018年秋号」撮影

京都市都市緑化協会 櫻谷文庫 門田節　門田理 都市緑化協会4名

57 平成30年7月24日(火)
泉屋博古館作業（写生帖ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
化）　写生帖終了

泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

58 平成30年8月17日(金)
国際交流基金　岡部氏来訪「かりくら」、ﾛｽｱﾝｼﾞｪﾙｽ
ｶｳﾝﾃｨﾐｭｼﾞｱﾑ貸出し打ち合わせ

国際交流基金 門田宅 門田節　門田理 国際交流基金岡部氏

59 平成30年8月22日(水)
田原市博物館鈴木館長他1名来訪　崋山の神髄展
出品「全楽余韻」搬出

田原市博物館 門田宅 門田節 田原市博物館2名

60 平成30年9月4日(火) 台風21号　画室窓大破　櫻谷文庫点検 櫻谷文庫 門田節　門田理
61 平成30年9月5日(水) 台風21号　みつや工務店　画室ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ設置 櫻谷文庫 門田節

62 平成30年9月6日(木)
京都市文化財保護課千木良氏来訪　台風21号被害
調査来訪

京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節　門田理 京都市文化財保護課千木良氏

63 平成30年9月12日(水)
京都市文化財保護課安井氏他2名来訪　「京都市の
文化財・明治の建物と文化財」展出品　打掛、画三昧

京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節　門田理 安井氏他2名

64 平成30年9月14日(金) 台風21号被害　画室窓修復工事（みつや工務店） 櫻谷文庫 門田節
65 平成30年9月21日(金) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

66 平成30年9月21日(金)
JR東海新幹線車内誌「月刊ひととき」取材打ち合わせ
編集者　Gattoファクトリー橋本氏

JR東海 人形町「高久」 門田理 橋本氏

67 平成30年9月29日(土)
京都府建築士事務所協会　11月4日ｲﾍﾞﾝﾄ下見に来
訪

京都府建築士事務所
協会

櫻谷文庫 門田節

68 平成30年10月1日(月) 古材文化の会　白石氏来訪　11月3日総会の打ち合 古材文化の会 櫻谷文庫 門田節 古材文化の会白石氏
69 平成30年10月3日(水) 田原市博物館「崋山の神髄」展　見学、表敬訪問 田原市博物館 田原市博物館 門田節　門田理

70 平成30年10月4日(木)
画三昧、打掛出品「 京都市歴史資料館「京都市の文
化財・明治の建物と文化財」展　見学、表敬訪問

京都市歴史資料館、
京都市文化財保護課

京都市歴史資料館 門田節　門田理

71 平成30年10月20日(土)

JR東海新幹線車内誌「月刊ひととき」取材、撮影　三
菱一号館美術館高橋館長、東京ステーションギャラ
リー富田館長、明治学院大学山下教授、藝術新潮吉
田編集長、カメラマン中田氏、編集者Gattoファクトリー

三菱一号館美術館、
東京ステーションギャ
ラリー、明治学院大
学、藝術新潮

櫻谷文庫 門田節 Gattoファクトリー橋本氏

72 平成30年10月22日(月) 北消防署　櫻谷文庫電気系統点検　京阪電気商会 北消防署 櫻谷文庫 門田節

73 平成30年10月24日(水)
M氏訪問　所蔵の櫻谷作品見学　木島温夫氏他2名
同行

M氏 M氏
木島温夫　門田

節　門田理
74 平成30年10月28日(日) 横浜　深沢氏　一行　4名　櫻谷文庫見学 櫻谷文庫 門田節
75 平成30年11月3日(土) 古材文化の会総会46名＋見学者26名　於：画室 古材文化の会 櫻谷文庫 門田節　門田理 古材文化の会白石氏

76 平成30年11月4日(日)
京都府建築士事務所協会　イベント（落語、ﾐﾆｺﾝｻｰ
ﾄ、講演と見学会）　於：画室

京都府建築士事務所
協会

櫻谷文庫 門田節　門田理 京都府建築士事務所

77 平成30年11月7日(水) 田原市博物館「全楽余韻」返却　来訪 田原市博物館 櫻谷文庫 門田節 田原市博物館鈴木館長他1名

78 平成30年11月8日(木)
北区役所　久保氏大谷氏来訪　北区観光案内「裏を
往く」取材　撮影

北区役所 櫻谷文庫 門田節　門田理 北区役所久保氏大谷氏

79 平成30年11月9日(金)
京都市歴史資料館貸出し「画三昧」「打掛」返却　京
都市文化財保護課安井氏他1名来訪

京都市文化財保護課 櫻谷文庫 門田節 安井氏他1名来訪

80 平成30年11月15日(木) 日興トラベル　見学　18名 日興トラベル 櫻谷文庫 門田節　門田理 日興トラベル大久保氏
81 平成30年11月16日(金) 日興トラベル　見学　22名 日興トラベル 櫻谷文庫 門田節　門田理 日興トラベル大久保氏
82 平成30年11月21日(水) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
83 平成30年12月1日(土) 京都鴨川建築塾毛利氏一行　見学とﾚｸﾁｬｰ開催 京都鴨川建築塾 櫻谷文庫 門田節　門田理 京都鴨川建築塾　毛利氏
84 平成30年12月3日(月) ﾏｲﾏｲ京都　二村氏一行　見学　20名 ﾏｲﾏｲ京都 櫻谷文庫 門田節　門田理 ﾏｲﾏｲ京都

85 平成30年12月4日(火)
京都府総務部政策法務課　公益法人立入検査　竹
村氏、清水氏来

京都府総務部政策法
務課

門田宅 門田節　門田理 京都府政策法務課竹村氏

86 平成30年12月5日(水) 「京都を彩る建物と庭」会　新井家住宅集会出席
京都市文化財保護
課、京都を彩る建物と

門田節 新井氏

87 平成30年12月13日(木) 日本セカンドライフ　川崎氏一行　見学15名 日本セカンドライフ 櫻谷文庫 門田節

88 平成30年12月14日(金) 京都大学大学院森林生態学　小林氏　竹の花調査
京都大学大学院森林
生態学

櫻谷文庫 門田節

89 平成30年12月17日(月) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
90 平成30年12月21日(金) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
91 平成31年1月15日(火) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
92 平成31年1月16日(水) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏

93 平成31年2月9日(土)
櫻谷作品出展の「日本画家・福田眉仙とその周辺」展
西宮市大谷記念美術館　見学　表敬訪問

西宮市大谷記念美術
館

西宮市大谷記念美
術館

門田節

94 平成31年2月18日(月) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
95 平成31年2月19日(火) 泉屋博古館作業（書簡類ｽｷｬﾅｰ　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 泉屋博古館 泉屋博古館 門田節 泉屋実方氏
96 平成31年2月20日(水) 京都SKYガイド協会　春の公開レクチャー　13名 京都SKYガイド協 櫻谷文庫 門田節

97 平成31年2月20日(水)
3月3日開催の立命館大学京都学成果発表会講師東
京都教育委員会学芸員田中圭子氏　下見来訪

立命館大学 櫻谷文庫 門田節

98 平成31年2月28日(木)
東京大学大学院建築史　富士本氏　洋館見学屋根
裏構造　撮影

東京大学大学院建築
学

櫻谷文庫 門田節　門田理

99 平成31年3月2日(土) 春の特別公開 1日目　入場者123名 櫻谷文庫 門田節　門田理
100 平成31年3月3日(日) 春の特別公開 2日目　入場者84名 櫻谷文庫 門田節　門田理

101 平成31年3月3日(日)
立命館大学京都学専攻成果発表会　於：画室　入場
者22名

櫻谷文庫 門田節　門田理

102 平成31年3月8日(金) 櫻谷文庫　臨時理事会　特定費用準備資金積立額 櫻谷文庫 門田節　門田理
103 平成31年3月9日(土) 春の特別公開 3日目　入場者125名 櫻谷文庫 門田節　門田理
104 平成31年3月10日(日) 春の特別公開 4日目　入場者71名 櫻谷文庫 門田節　門田理
105 平成31年3月16日(土) 春の特別公開 5日目　入場者83名 櫻谷文庫 門田節　門田理
106 平成31年3月17日(日) 春の特別公開 6日目　入場者80名 櫻谷文庫 門田節　門田理
107 平成31年3月21日(木) 春の特別公開 7日目　入場者66名 櫻谷文庫 門田節　門田理
108 平成31年3月23日(土) 春の特別公開 8日目  入場者88名 櫻谷文庫 門田節　門田理
109 平成31年3月24日(日) 春の特別公開 9日目　入場者120名 櫻谷文庫 門田節　門田理
110 平成31年3月30日(土) 春の特別公開 10日目 入場者78名 櫻谷文庫 門田節　門田理
111 平成31年3月31日(日) 春の特別公開 11日目 入場者84名 櫻谷文庫 門田節　門田理
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評議員会

2018 年（平成 30 年）6 月 23 日 平成 29 年度事業報告及び決算承認（定款第 9条）

2019 年（平成 31 年）3 月 11 日 平成 31 年度予算及び事業計画決議（定款第 8条）

理事会

2018 年（平成 30 年）6 月 9日 平成 29 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）

2019 年（平成 31 年）2 月 25 日 平成 31 年度予算及び事業計画決議（定款第 8条）

2019 年（平成 31 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（特定費用準備資金等取扱規則第 5条）

４. 2018 年 トピックス

北消防署と合同消防訓練

7月 13 日（金）午前 10 時 15 分から合同消防訓練を実施しました。京都市指定文化財

の和館から出火し，周囲に延焼危険があるとの想定で，櫻谷文庫自衛消防隊による

119 番通報，消火器による初期消火，文化財の搬出訓練を実施，その後，消防隊によ

る放水訓練を実施。
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櫻谷および櫻谷文庫の紹介記事

1.藝術新潮 5月号 「最強の日本絵画 100」に寒月が選ばれた
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2.東海道新幹線車内誌「ひととき」2019 年 1号に櫻谷文庫が紹介された



公益財団法人櫻谷文庫
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３. （公財）京都市都市緑化協会の「京のみどり」2018 年秋号に櫻谷文庫が紹介された

４. 北区役所地域力推進室 北区の観光案内「あなたの知らない北区～裏を往く」誌で

櫻谷文庫が紹介された



公益財団法人櫻谷文庫
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5. 日本建築士事務所協会連合会の機関紙「日事連」2019 年４月号で櫻谷文庫が紹

介された

６．淡交社から出版された「わたしの京都観光 36 時間」に櫻谷文庫が取り上げられた



公益財団法人櫻谷文庫

- 18 -

不明となっていた櫻谷作品の所在確認

新たに確認された櫻谷作品



公益財団法人櫻谷文庫
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盗難後所在不明櫻谷作品を Facebook 及び Twitter にアップした

平成 10 年 6 月 3 日に盗難


