
本表で記載された備品は、元熊本市茶道部などから茶道室利用者のために提供されたものです。

他の利用者の方々にも気持ちよく使っていただけるように使用後は清掃後、所定の場所にお戻しください。

また、茶筅や茶杓など消耗品はご持参いただきますようお願いします。

新・番号 分類 管理場所 種類 品　　名 品質・形状・寸法 用途 数量

1 煎茶 水屋引き戸下段 炉・釜 涼炉 三島 炭を入れる釜 １コ

2 煎茶 水屋引き戸下段 炉・釜 涼炉 電気 炭を入れる釜 １コ

3 水屋戸棚⑤ 炉・釜 朝鮮風炉 敬　典 炭を入れる釜 1コ

4 水屋戸棚⑤ 炉・釜 炉釜 万代屋 1コ

5 8畳間納戸 掛軸 掛け軸 小林太玄一行 １コ

6 8畳間納戸 掛軸 掛け軸 小林太玄横物 １コ

7 8畳間納戸 掛軸 茶軸 竹の書 1枚

8 8畳間納戸 掛軸 掛軸（明道二行） 松無古今色竹有上下節 書：玉瀧寺住職 1枚

9 共用 8畳間納戸 掛軸類 矢筈掛け 掛軸用伸縮棒 １コ

10 8畳間納戸 茶器小物 自在掛 掛物用金具 ３コ

11 煎茶 水屋納戸② 棚・卓・台 棚 綾瀬 １コ

12 煎茶 水屋納戸② 棚・卓・台 溜塗二重棚 1台

13 水屋納戸② 棚・卓・台 宗旦丸卓 １コ

14 水屋納戸② 棚・卓・台 小休台 棚 1台

15 水屋納戸② 棚・卓・台 更好棚（卓） 二重棚 1ｾｯﾄ

16 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 棚・卓・台 竹台子 1式

17 煎茶 水屋納戸② 屏風 炉屏 斑竹 １コ

18

19 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 屏風 半屏風 風炉先用（山脈） 1枚

20 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 屏風 半屏風 風炉先屏風（無
地）

2枚

21 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 屏風 屏風 京間用桑ねじ梅 1枚

22 煎茶 水屋納戸④ お盆 丸盆 花梨（かりん） ー １コ

23 煎茶 水屋納戸④ お盆 角盆 桐 ー １コ

24 水屋納戸④ お盆 真塗四方盆 ２コ

25 水屋納戸④ お盆 春慶塗 尺二長手盆 ー 10枚

26 水屋納戸④ お盆 長盆・角盆 ー 1ｾｯﾄ

27 水屋納戸④ お盆 角盆・長盆 ー 1ｾｯﾄ

28 不明 水屋納戸④ お盆 丸盆 ー 1枚

29 水屋納戸④ お盆？ 木地蛤板 ？ 2枚

30 流し場上部 お盆 通い盆（丸盆） 1双

31 水屋上部引き戸 花瓶類 花入 胡銅四方鶴首宗辰造 １コ

32 水屋上部引き戸 花瓶類 真塗３枚組敷板 花瓶用の敷物 1枚

33 水屋上部引き戸 花瓶類 竹かご、花入れ 唐物写 1ｾｯﾄ

34 水屋上部引き戸 花瓶類 竹一重切花入 1
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新・番号 分類 管理場所 種類 品　　名 品質・形状・寸法 用途 数量

35 水屋納戸③ 茶道具 煙草盆 桑七宝透し 煙草道具入れ １コ

36 水屋納戸③ 茶道具 火入 織　部 煙草など火種入れ １コ

37 床下納戸 茶道具 炭斗セット 桑炭斗　ワク釜据２　板
釜敷　　水屋釻ワラビ

茶道具セット 1式

38 水屋納戸③ 茶道具 円座 ５枚組 竹製の敷物 5枚

39 水屋納戸③ 茶道具 手あぶり 志野 墨入れ 1コ

40 水屋納戸① 茶道具 天壇毛せん赤 赤い敷物 ５枚

41 水屋納戸⑤ 食器 縁高 五重箱 １コ

42 水屋納戸⑤ 食器 懐石揃 お椀セット １コ

43 水屋納戸③ 食器 平（重）茶碗 荻 ２コ

44 煎茶 水屋納戸③ 茶器 煎茶茶器 なずな 煎茶用の茶器セット ３コ

45 煎茶 水屋納戸③ 茶器 蓋付急須 らん 風呂敷 2コ

46 水屋納戸③ 茶器 湯沸 白磁大 １コ

47 水屋納戸③ 茶器 茶碗 長次郎写　昭楽作 １コ

48 水屋納戸③ 茶器 茶碗 京焼　扇面 １コ

49 水屋納戸③ 茶器 茶碗 京焼　宝尽し １コ

50 水屋納戸③ 茶器 茶入 信水造生野写 抹茶入れ １コ

51 水屋納戸③ 茶器 棗 溜塗高台寺薪絵 抹茶入れ １コ

52 水屋納戸③ 茶器 真塗天目台 茶碗をのせる台 1コ

53 水屋納戸③ 茶器 貴人台 茶碗をのせる台 1コ

54 水屋納戸③ 茶器 黒天目茶 茶碗をのせる台 1コ

55 水屋納戸④ 茶器 粉引数茶碗 ２０ヶ組 茶碗セット １組

56 棚 茶器 鉢（茶碗） 1個

57 棚 茶器 鉢（茶碗） 苓山焼 1枚

58 棚 茶器 茶筅皿 1枚

59 棚 茶器 菓子鉢 青磁狂言（H7.8） 1枚

60 棚 茶器 細水指 乾山写（紫雲 H6.9.1） 1個

61 茶器 小袋茶わん 10個

62 煎茶 棚 茶器小物 瓶敷 六角 瓶用の敷物 １コ

63 煎茶 棚 茶器小物 水柱台 螺鈿大（らでん） 水柱用の敷物 １コ

64 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 水柱 あけぼの 水指しポット １コ

65 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 茶入 丸白磁 抹茶入れ １コ

66 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 茶合 紋竹（もんちく） 茶の量を計る匙 １コ

67 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 箸立 丸白磁 ー １コ

68 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 茶巾筒 赤地金彩 茶巾入れ １コ

69 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 盆巾筒 仏手柑 茶巾入れ １コ

70 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 袱紗 朱ぼかし 風呂敷 １コ

71 煎茶 水屋納戸④ 茶器小物 茶托 槌目 茶わん敷き ５コ

72 煎茶 棚 茶器小物 茶具敷 木綿紺 風呂敷 １コ

73 共用 棚 茶器小物 竹蓋置 真塗 ４コ

74 水屋 茶器小物 茶杓 杉山萬密師 茶の量を計る匙 １コ

75 共用 棚 茶器小物 蓋置 炉用　風炉用一双 竹製の蓋置き 2コ

76 水屋納戸③ 茶器小物 煙管 2個



新・番号 分類 管理場所 種類 品　　名 品質・形状・寸法 用途 数量

77 煎茶 棚 壺類 建水 吹墨 湯、水捨て壺 １コ

78 水屋 壺類 水屋瓶 水を蓄えておくもの １コ

79 水屋 壺類 火消壷 １コ

80 水屋 壺類 青磁一重口水差 １コ

81 水屋 壺類 建水 唐銅　エフゴ 水鉢 １コ

82 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 壺類 炉灰 1個

83 倉庫ｷｬﾋﾞﾈｯﾄNo.7 壺類 風炉灰 1個

84 共用 水屋 炉・釜小物 台十能 火起こし利用 １コ

85 水屋 炉・釜小物 火起 火起こし利用 １コ

86 棚 炉・釜小物 小板 水屋水越柄杓 風炉用の敷物 ２コ

87 水屋 炉・釜小物 釜敷 釜用の敷物 ２コ

88 ガスコンロ下段 炉・釜小物 炉五徳 ２コ

89 水屋 炉・釜小物 釜束子 １コ

90 水屋 炉・釜小物 電熱器 １コ

91 水屋納戸⑤ 炉・釜小物 長板 風炉 炉用敷物板 １コ

92 水屋納戸⑤ 炉・釜小物 長板 炉 炉用敷物板 １コ

93 水屋 炉・釜小物 底洗い 釜用のたわし 1コ

94 水屋 炉・釜小物 灰篩 1個
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茶道具備品　一覧

※⑩矢栝掛（やはずかけ）は、8畳間の床の間横納戸にあります。

⑨明道二行（松無古今食竹有上下節）

①涼炉（煎茶） ②電気涼炉（煎茶）

④炉釜

13 宗旦丸卓

③朝鮮風炉

⑥小林太玄一行 ⑦小林太玄一行（横物）

掛軸関係

11  棚（煎茶）

棚・卓・台関係

⑧茶軸（竹の書）

12 溜塗表好二重棚

炉関係

⑤唐金風炉一式

15 更好棚（卓） 16 竹台子14 小休台（こやすだい）
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茶道具備品　一覧

（しんぬりよほうぼん）

17 炉屏（煎茶）

31 胡銅四方鶴首宗辰造

お盆関係

花瓶関係

茶道具関係

18 風炉先屏風（古流）

屏風関係

30 通い盆（丸盆）

33 竹かご、花入れ

38 円座（5枚組）

19 半屏風（風炉先用）

26 長盆 27 角盆

40 天毛氈赤

21 屏風（京間桑ねじ梅）

39 手あぶり

22　丸盆（煎茶）

20 風炉先屏風（無地）

25 春慶塗（尺二長手盆）

37 墨斗セット
桑炭斗　ワク釜据２　板釜敷　水屋釻ワラビ　火箸　1組

32 真塗三枚組敷板

29 木地蛤板

24 真塗四方盆

28 丸盆

36 火入（織部）

23　角盆（煎茶）

35 煙草盆（桑七宝透し）



熊本市国際交流会館
茶道具備品　一覧

42 懐石揃41 縁高

食器関係

57 鉢（茶碗）

51 茶入（信水造生野写）

59 茶筅皿 60 菓子鉢（青磁狂言） 61 細水指（乾山写）

67 箸立（煎茶） 68 茶巾筒（煎茶）

茶器小物
関係

62 瓶敷（煎茶） 63 水柱台（煎茶） 64 水柱（煎茶）

65 茶入（煎茶） 66 茶合（煎茶）

58 鉢（苓山焼）55 黒天目茶 56 粉引数茶碗

50 京焼 宝尽くし

43　平（重）茶碗　萩

茶器関係

47 伊羅保綿雄作

53 真塗天目台

45 蓋付急須（煎茶） 46 湯沸（ゆわかし）

49 京焼　扇面48 長次郎写　昭楽作

54 貴人台

44 茶器（煎茶）

52 棗（なつめ）
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70 袱紗（ふくさ）煎茶

88　炉五徳 89　釜束子

71 茶托（煎茶）

77 建水（煎茶）

72 茶具敷（煎茶）

85　火起（ひおこし）84 台十能（だいじゅうのう）

73 竹蓋置（共用） 75 茶こし

90　電熱器

82 建水（けんすい）81 建水（けんすい）
唐銅エフゴ

87　釜敷

86　小板（しょうばん）

80 青磁一重口水差
（せいじひとえぐちすいちゅう）

壺関係

83 炉灰

79 火消壺78 水屋瓶

69 盆巾筒（煎茶）

唐銅糸目

 風炉灰

壺関係

74 自在掛

茶器小物
関係（続き）
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茶道具備品　一覧

94　竹篩（たけふるい）

91 長板（風炉） 92 長板（炉） 93 底洗い

壺関係
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