
中村勝馬関係資料ファイル　リスト
●スキャナのデータあり

主な内容 備考

1 昭和17年 ・七七禁令記事●、マル技原稿

・東京府繊維品査定委員会総覧（4月）

・東京手工染色工業組合関係草稿・資料

・手書染格下ニ関する陳情書（11月）

2 昭和17年-２ ・技術保存に関する件（東京手工染色工業組合　7月）

・自家、技術保存資格申請書

・第1回　技術保存申請者名簿

・技術保存に関する答申書（京都友禅染色組合　工芸部型紙捺染ノ部）

・陳情書（中村染芸社）

・陳情書（染繍会）

・マル技　（龍村織物申請書）

・茜会　マル技申請に関する背信行動書簡

・東京手工染色工業組合　嘆願書

3 昭和18年 ・社団法人日本工芸会定款

・松本氏の企画　技術保存、染織工芸東京会

・東京服飾染芸作家協会（5月）

・日本美術及工芸統制協会定款（6月）

・産業工芸懇話会（8月26日）

・工芸技術保存繊維品取扱規定（日本美術及工芸統制協会）

・京染技術保存会（12月）

4 昭和19年 ・指定販売商名簿（日本美術及工芸統制協会）（7月）

・工芸技術保存資格認定通知に関する件（日本美術及工芸統制協会）●

・京染技術保存会結成について（12月1日）京染技術保存会

・第1回日本美術及工芸交易振興展覧会規定（主催：日本美術及工芸指導所、日本美術及
工芸株式会社）

・美術及工芸品交易見本製作に関する件（3月）

・第2回　日本伝統工芸展目録（三越）
※S30のはずなので
ファイル誤り？

・美術品工芸品交易趣旨（3月）

・刺繍糸の資料

・日本美術及工芸統制協会関係書類
　　出品預り証（第5部　牡丹（黒留八）非売品　日本美術及工芸統制協会

・資材会出資申込書

・マル技生産割当申請写し（10月4日）

5 昭和19年-2 ・奢侈品等製造販売制限規則又は価格等統制令に依る許可申請に関する件（3月4日）

・奢侈品等製造販売制限規則第1条但書及価格等統制令第２第７条第１項但書の規定に依
る許可に関する件（4月6日）

・奢侈品等製造販売制限規則第1条第1項但書又は価格等統制令第２第７条第１項但書の
規定に依る許可申請書（１月３１日）●

・産業工芸懇話会東京地区染色部会再度開催之件（8月26日）産業工芸懇話会 ※開催日29日

・東京手工染色工業組合　陳情書（8月25日）

・東京都染物統制組合関係資料
　　創立総会議案、定款（8月）
　　東京都染物統制組合評議員の推薦の件（9月20日）
　　東京都染物統制組合　人名簿（11月23日）　工芸部模様課

・日本美術及工芸指導所関係資料

ファイル名
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6 昭和20年

・日本美術及工芸統制協会資料
　工芸技術保存品製造工場移転証明（5月1日）
　工芸技術保存品製造工場移転に伴う資材移動証明（5月1０日）※世田谷区より山梨県へ
　奢侈品等製造販売制限規則第1第2条第1項但書又は価格等統制令第2第7条第1項但書
による許可申請書（6月28日）

・日本美術及工芸指導所関係資料　設置要綱・通知等

・東京都染物統制組合　移転通知（4月）役員名簿
※勝馬は模様染で
配給部員になってい

・日本美術及工芸品株式会社関係資料　通知、事業収益、発注書（11月29日）

・工芸学会関係資料　趣旨並提案、入会申込書、主要関係者名簿

7 昭和21年 ・日本美術及工芸品株式会社関係資料　入金記録●1

・東京都染物統制組合資料
　　損益計算書・貸借対照表・財産目録、通知等、役員名簿、誂更生染加工賃ノ統制額（9月
5日）

・日本美術及工芸統制協会資料
　　　　　丸技用縮緬配給の件（1月19日）
　　　　　配給等決定通知書（2月14日）（3月21日）
　　　　　資格証明書（3月15日）　配給申請書（4月2日）
　　　　　交易振興展審査に就いて（5月1日）

・日本美術及工芸指導所関係資料
　　第1回日本美術及工芸振興展覧会規定、美術及工芸品交易見本製作に関する件（3
月）、
　　要綱、出品申込書●2、指導員及講師指名

・日本美術及工芸会
　連合軍司令に基く染織製品生産拡充に関する件（10月20日）
　要綱、本会の運営について
　配給証明書

・日本染織美術協会　会議通知（10月30日）、配給予定表

・加工明細書

・山梨県　薪・炭等配給申請書（3月30日）、
・自家用薪買入許可申請書、配給申請書（白綿布）（4月2日）●3

・二科会　搬入目録（光哉）、目録、二科第1号（冊子）

8 昭和22年 ・商工協同組合関係法令　東京都経済局（2月）

・東京の商工組合　（1月1日） 　※新聞記事

・東京都染物統制組合
　　　昭和21年度財産目録（2月28日現在）、決算報告書、通知類

・日本美術及工芸品株式会社関係資料
　　日本貿易館出品勧誘の件（3月8日）
　　輸出見本製作用一越縮緬支給の件（7月9日）

・日本工芸振興株式会社　関係資料
　　発起人名簿、会社設立事項報告書（8月15日）
　　御通知
　　創立総会招集通知（8月18日）
　　株式募集・申込書、確定株数並ニ払込通知（50株、2500円）7月26日
　　株式引受予約申込書、事業収支目論見書

・東京都工芸協会資料
　　東京工芸総合展覧会要綱（12月）
　　役員名簿
　　東京都工芸協会設立趣旨並定款

・仕立伝票

・日本染織美術協会関係資料
　　定款、生産能力問合せの件（8月13日）
　　輸出見本製作用生糸申請に関する件（9月20日）
　　会費払込に就いてお願いの件、基金徴収の件（11月11日）、
　　臨時総会資料
　　手工業絹製品白生地配給割当通知（11月22日）
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9 昭和22年-2 ・価格査定の栞　東京都価格査定委員会（7月）
※袋のみで中身がな
い

・日本手工業染織繍技芸連盟関係資料
　創立総会御案内（6月17日　場所：東京都美術会館）、趣意書

　※発起人になって
いる

・手工業染繍品の価格算定基準案、
・染色加工料金統制額表（11月5日）
・凡例（１）訪問着（黒留袖）価格算定

・物価庁公示　手工業絹織物の統制額（11月5日）

・株式会社　文化日本社増資計画書

・昭和22年分個人営業純益金額の申告書

・二科会　陳列目録

10 昭和23年

・東京都模様染色工業協同組合資料
　　組合員之証（昭和22年9月20日）
　　設立総会招集通知（22年3月5日）
　　趣意書
　　設立同意並びに出資引受書、
　　内部規約及組合員名簿、定款（22年4月）

・日本工芸振興株式会社　関係資料
　　日本工芸振興株式会社　定時株主総会招集通知（5月11日）

・財団法人　日本芸術文化学会設立計画書

・手工業絹製品染色加工場設備並技術者　調査書（9月）

・繊維産業新聞　号外（3月5日）

・価格差益関係法令（3月、11月）

・日本輸出工芸協会関係
　　設立趣意書（4月）
　　収支予算書（案）
　　輸出工芸展覧会開催要項
　　事業大要
　　定款（案）

11 昭和23年-2 
・日本工芸振興株式会社資料
　　第2回営業報告書（11月12日）
　　第2回定時株式総会招集通知（11月10日）

・日本手工業染織繍技芸連盟資料
　　展覧会開催に関する通知（1月31日）
　　臨時委員会開催に関する通知（2月5日）
　　第1回手工業絹製品（染織製品）展示会開催決定に関する通知（3月25日）
　　手工業絹製品生産計画書提出に関する件（3月25日）
　　関東支部名簿

・絹工芸品振興会
　　第2回手工業絹製品展示会出品目録（6月）　会場：高島屋●

　　規約案、規約、収支予算書、申請数量一覧表
　　設立総会議案（10月15日）
　　議決事項通知
　　手工業染色生地申請量、割当基準表等

・東京技術保存染色工業協同組合資料
　　設立総会通知書（10月19日）
　　定款
　　収支決算書
　　マル技白生地価格表
　　預り証「昭和22年度需要者割当証明書　28枚」（12月12日）
　　昭和22年度割当予定表

12 昭和23年-3 ・例外許可申請書（11月13日）●

・東京都工芸協会事業報告

・第2回東京都工芸総合展受賞名簿

・第2回手工業絹製品展示会実施要項
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・日本染織美術協会関係資料
　　連帯保証に関する印鑑証明依頼の件　（2月4日）
　　展示開催通知　（2月9日）
　　資材配給通知（5月12日）、資材配給表
　　査定実施の通知及びご依頼の件（５月10日）
　　日本輸出工芸展覧会出品に就いて（4月28日）
　　展示会開催決定に関する御通知（3月4日）
　　訪問着の加工費支払通知
　　販売に関する規約
　　生地販売報告
　　資金計画表

・第2回マル技申請書関係書類

・二科会　展覧会規約、出品目録

・株式会社染色工人社定款、会社設立届（代表者　中村勝馬）S23.12.8設立

13 昭和24年 ・24年度の来信類

・物価統制関係法令通牒集　東京都経済局総務課物価係（8月）

・丹青会出品リスト（2月14日）●

・絹工芸品部門資材別割当基準案審議会委員名簿、要領、輸出不適格品希望申請一覧表

・絹工芸品振興会関係資料
　　第5回染色部会議題（1月14日）、議決事項通知の件（1月22日）
　　第6回染色部会開催之件（2月19日）
　　第7回染色部会議題（3月26日）、開催に関する件（3月14日）
　　第8回染色部会議題、開催に関する件（5月11日）
　　絹工芸品部門資材別割当基準案審議規定
　　方針案（5月19日）
　　絹工芸品振興染色部会総会決議事項通知の件
　　染色部会収支予算案、決算表、決算報告書
　　第4回絹工芸品展示会出品要綱、実施要項、展示会予算書
　　絹工芸振興会解散に関する処理総会通知の件（6月29日）、
　　総会結果報告、会議録（7月14日）
　　　　　　※絹織物の統制撤廃に伴い解散、7月13日に総会
　　全国新作絹工芸品コンクールご通知（会期：9.1～11日　上野松坂屋）

・物価統制令第3条第1項但書による申請書（3月22日提出）、許可通知書（4月7日）

・日本染織美術協会資料
　　工芸技術保存会制作工房移転証明（1月13日）
　　事業計画案、再出発計画案
　　染色楽趣会について※展示会出品依頼

・東京都工芸協会資料
　役員選任に関する件（2月5日）
　第2回東京染芸試作品展覧会要綱　（8月15日）
　東京工芸総合展覧会要綱（3月10日）、出品申込書
　染色関係理事会の件通知（9月20日）
　東京都産業振興共進会に参考品出品依頼について（10月10日）

14 24年－2 ・東京技術保存染色工業協同組合資料

　　第1回絹工芸品製品調査報告以来の件（1月1日）
　　資材配給通知書（1月10日）
　　事務整理に関する連絡並にご依頼（1月16日）
　　東京技術保存染色品新作陳列会（1月18～19日　会場　東京都美術館）

　　加工賃金支払明細書

　　金銀資材申込書・配給通知書・資材受領書

　　第1回絹工芸品製品資材配給清算書（昭和21年度分）、清算書送付其の他の件（2月27
日）
　　技術保存用金銀箔粉配給通知及び其の他の件（3月13日）

　　生地代金徴収に関する件（4月1日）
　　第２回絹工芸品製品資材配給清算書及第1回配給生地諸掛り請求の件（4月7日）
　　立替賦課金に関する件、手数料清算書（4月15日）
　　緊急打合会開催御通知（4月26日）
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　　第4回えびす屋支払引き当て金徴収に関する件（5月8日）

　　第2回製品取扱手数料徴収の件（6月4日）
　　差益に関する緊急打合せ会の件（6月15日）
　　手形割引料及借入金利息割当の件（6月17日）支払利息明細書

　　組合維持経費負担に関する御依頼（7月15日）
　　納品書再発行以来の件（7月20日）
　　清算書及賃借対照表財産目録送付の件（7月30日）

　　差益金に関する資料提出依頼の件（8月12日）

　　絹工芸振興会賦課金に関する件（9月9日）
　　高島屋納品に関する緊急御通知（9月21日）
　　高島屋手形決済に関する件（9月28日）

　　緊急打合会ご案内（10月14日）
　　清算支払に関するお願い（11月24日）

　　手形処理に関する件

・株式会社　染色工人社資料
　　会員作「春の新作小紋見本展示会」ご案内
　　株主名簿　※勝馬は300株
　　登記簿抄本
　　税務署関係申告書
　　廃業届（9月1日）　※5月28日解散決定

・日本染織工人会創立趣意書（2月）　　発起人：勝馬、山川悦治、田畑喜一郎、梅原勝治郎

・日本染織時報（3月10日）

・二科会関係資料
　　目録、規約、出品者リスト

15 昭和25年

・二科会関係資料（封筒入り）
　　３４回二科画集
　　３５回目録
　　朝日新聞記事（９月２０日）
　　３６回解説、目録

・本阿弥光瞭　書簡

・東京技術保存染色工業協同組合資料
　　手形処理に関する件、約束手形（１月２０日）
　　納品報告書に関する御通知（１月２２日）
　　現金及び製品納入の件（２月２３日）
　　緊急打合せご通知（３月２７日）
　　月割清算金並手形書替の件（１２月１３日）
　　その他通知類等のはがき

・日本工芸品批判展示会出品依頼について（１月１２日）

・東京都手書染裳企業組合　定款（６月）

16 昭和２６年 ・書簡類（小島一雄他）

・二科春季展目録

・東京技術保存染色工業協同組合関係資料
　　通知類、高島屋納品について、計算書

・工芸学会資料
　　染色技術講習会開催に就いて（9月15日）

・二科会関係資料
　新発足工芸部草案（8.22）●

　第36回規約

・東京都商工指導所資料
　組織案
　東京都染織意匠振興に関する協議会開催通知（9月11日）

・日本工芸団体連合会要旨（5月5日）

・東京染小紋秋冬見本展示会　S26.8.2、3　会場：東京美術倶楽部

・東京染芸時報（6月15日）
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17 昭和27年 ・土屋　素秋書簡（4月14日、8月22日）

・工芸学会・二科十郎書簡類

・山田栄一書簡

・東洋美術協会会則（4月1日）
※勝馬は評議員で
参加

・株式会社　白鳳社設立に就いて（4月）　定款、事業目論見書、領収書

・東京染色技術交流座談会開催之件（5月20日）
※開催日は29日 全
日本工芸美術家協
会主催

・秋冬東京手書染巻見本展示会（8.1～3）　東京都染芸工業協同組合主催 ※勝馬は見本出品

18 昭和28年 ・日本工人社関係資料（無形文化財準備段階）

　　日本工人社会則
　　第1回伝統工芸展開催要項（※当初は工人社展だった模様）
　　履歴書・経歴書（羽田登喜男、田畑喜八、中川福之助、上野為二、その他略歴多数
　　　　　　　　　　　　　勝馬略歴●

　　書簡類多数、原稿類●

19 昭和29年 ・社団法人　日本伝統工芸協会　重要無形文化財資料

・友禅報告書

・人間国宝新作展　新聞広告（S40年のもの）

・社団法人日本伝統工芸協会定款案（29年12月、30年3月14日）

・書簡類多数

・第二次重要無形文化財保持者認定書交付式実施要項・記念晩餐会に就いて
日時：31年5月12日
場所：文化財保護委
員会委員室

(19) 昭和29－31年 ・草稿類（袋入、２９年頃、31年）、書簡類

20 昭和30年 ・選定無形文化財　工芸技術内示展目録

・第２回日本伝統工芸展目録

・江戸小紋をご愛用くださいます皆様へ（小宮康助）8月

・日本工芸会関係資料
　　履歴書、理事承認承諾書、身分証明書（3月30日）
　　寄付申込書（4月）
　　発起会（3.14）通知、次第、設立趣意書、事業計画、収支予算（30、31年）、
　　発起人名簿　　※理事として参加
　　正会員候補推薦について（3月29日）正会員推挙（4月17日）
　　（第1回日本伝統工芸展リーフレット）　※書斎の本棚に移動
　　第2回　日本伝統工芸展開催要項案

・社団法人　日本工芸会総合展覧会規則案、正会員候補名簿、正会員名簿 ※勝馬は正会員

・重要無形文化財保持者　認定一覧（S30.5.12) ※勝馬は第2次認定

・日本染織美術協会　会員名簿（9月20日）
　　退会届（10月6日）

※勝馬も参加

21 昭和30年－2
・第2回　日本伝統工芸展関係資料
　　目録、開催要項案、開催要項、作品選択・審査・細則案、業務分担案、審査員

※勝馬も審査員

・日本工芸会関係資料
　　理事会通知、次第（6月16日）、常任理事会（7月12日）、理事会（6月30日）、正会員候補
名簿
　　定款・事業内容、顧問・参与・評議員候補、正会員選定基準、設立当初の正会員案

・友禅技術記録の作製について（写）文化財保護委員会（8月11日）、作品見積

・書簡類多数

22 昭和30年－3 ・日本工芸会・定款・事業内容（リーフレット）

・（第1回伝統工芸会展評）朝日新聞記事●

・友禅技術記録の作製について（写）文化財保護委員会（8月11日）

・友禅報告書●

・第２回日本伝統工芸展関係資料（ファイル21と重複も多い）

・草稿類（S30年　袋入）
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23 昭和31年 ・書簡類多数

・第3回日本伝統工芸会関係資料
　　開催について（依頼）（6月1日）、開催要項、日程表、目録
　　お答（伝統工芸についてのアンケート）
　　推薦書（山田貢）8月29日

・日本工芸会総合展覧会規則

24 昭和31年-2
・社団法人　日本工芸会関係資料
　　役員名簿（31．4.26改選）
　　事業計画、総合展覧会規則、総会資料、収支予算書、定款、規則等

※勝馬も役員として
参加

・第3回日本伝統工芸会関係資料、開催要項

・草稿類

25 昭和32年 ・書簡類

・日本工芸会総合展覧会規則

・第4回日本伝統工芸展関係資料
　　鑑査会鑑査委員の委嘱について（依頼）（6月22日）
　　承諾書（6月30日）
　　鑑査会審査員の決定について（7月10日）
　　実行委員の委嘱について（7月18日）
　　委員名簿
　　鑑査・受賞選考委員会日程
　　開催要項、目録

・日本伝統工芸講演と映画の会開催要項案

・財団法人　国際衣生活文化協会　設立趣意及び寄付行為案（6月）

26 昭和32年-2 日本工芸会関係資料
※ファイル25との重
複や関連するものが
大半

27 昭和33年
・日本工芸会関係資料
　　定款（12月23日）
　　部会推薦理事について（3月1日）

・新日展関係
　　美術新聞（3月4日）　※日展第４科（美術工芸）立ち上げの記事
　　趣意書（３月６日）

・第５回日本工芸展関係資料
　　開催要項（４月２６日）、目録
　　鑑査会鑑査委員の委嘱について（依頼）（８月５日）
　　鑑査日程について（９月１１日）
　　鑑査委員名簿、日程表
　　合評と懇談会要綱（日時：１０月９日）
　　謝金支払明細書

・住所変更届（８月１７日）
旧：渋谷区代々木大
山町１０４６
新：調布市小島４３６

28 昭和34年
・東京商品名作展の出品依頼について（１月９日）　※開催日３月２４日～
・東京商品名作展売上金の支払いについて　東京都経済局産業指導課（４月２０日）

・第６回伝統工芸展関係資料
　　鑑査委員案
　　第１趣旨
　　日程表
　　細則案
　　鑑査員就任について（依頼）（７月）
　　鑑査会の日程について（９月）
　　目録、参考資料、開催要項
　　東京支部総会資料

　※勝馬は鑑査委員
で参加

・書簡類　多数
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29 昭和３５年 ・書簡類
・第６回伝統工芸展関係資料
　鑑査委員、理事関係の書類等
・伝統工芸作品展常時展示諸問題について
・日本伝統工芸作品常時陳列所設置要綱草案

※当時常設の展示
館がなかった

・伝統工芸秀作展開催に就いて（マル秘）開催要項案、経費、実行委員会設置要綱案、経費
分担について
・日本工芸会関係資料
　　理事名簿
　　日本工芸会会員展案　会期：３６年５月２３日～６月４日
　　運営費調達委員会規則草案
　　工芸会資金充実について

※勝馬は理事

・重要無形文化財保持者、日本工芸会新旧理事および日本伝統工芸展鑑査委員

・東京支部関係資料

・日本工芸新作展　陳列作品目録

30 昭和35年-2

・第７回日本伝統工芸展資料
　　新聞記事
　　鑑査会の運営について（案）
　　出品申込書
　　鑑査会日程
　　要綱
　　出品者住所録
　　東京会場諸行事
　　準備費及び東京海上会計中間報告

・日本工芸会関係資料
　　　正会員候補、正会員の認定について、正会員認定基準
　　　理事会議題、会議録（開催日　１２月９日）

31 昭和３６年

・第８回日本伝統工芸展資料
　　開催要項案、趣旨、運営委員案、運営委員名簿
　　鑑査委員委嘱状（８月２２日）
　　鑑査会日程
　　経費案について
　　謝金支払明細書　※１日１０００円で２日間
　　案内状

32 昭和36年-2

・社団法人日本工芸会　総会資料
　　定款の一部変更について
　　事業計画及び収支予算書
　　３５年度事業報告書・収支決算書案
　　３５年度通常総会議事資料（日時３５年４月１２日）

・東京支部関係資料
　　収支決算報告書・収支予算書・事業計画案・事業報告
　　東京支部展及び講演会開催御通知（１月８日）
　　第１回打合せ会開催御通知（１月１３日）
　　諸行事の開催等について（４月１４日）
　　事務所移転通知
　　富山支部設立特別会員の承認について、特別会員推挙名簿（２月１４日）

33 昭和36年－３ ・案内状、書簡等

・社団法人日本工芸会資金強化関係
　　募金要綱
　　負担額案
　　寄贈作品目録（5月14日）＊

　　受領書＊＊、
　　寄贈予定目録（4.22）＊＊＊

　　日本伝統工芸代表作家新作展（5.23～28）開催要項＊２

　　実行委員会名簿　※勝馬も参加

＊かすみ文訪問着
（￥46000）、青雲文
黒留袖（￥54000）※
工芸会評価額
＊＊では各4万円
※三越希望価格、決
定額
＊＊＊依頼額10万、
申込額6万

＊２　は↑一括で三
越に納品し換金。そ
れらの作品でこの展
覧会を開催
資金は日本伝統工
芸展の運営経費

8 ページ



34 昭和37年

・第９回日本伝統工芸展資料
  開催要項
　優待者選考基準案
　鑑査委員□選者委員会委員
　第１次鑑査会鑑査委員案
　鑑査委員□選者委員会
　優秀者受賞者一覧
　招待者リスト
　３７年度第１回事務局議案
　理事会議事次第
　役員業務分担表

・第10回日本伝統工芸開催計画、草案

・人間国宝展展・日本工芸会北陸支部開催要項

・在京鑑査委員懇親会

・日本伝統工芸秀作展案
・日本伝統工芸秀作展を見て（野間情六）

・日本工芸会関係

　　通常総会議事次第　（事業報告・決算・予算）

　　３７年度第１回理事会開催之件（事業報告）

　　３６年度事業概要

　　日本工芸会財産目録

　　財務経理　資金計画

35 昭和37年-2

・第１０回日本伝統工芸展資料
　　鑑査委員関係
　　案内状その他
　　列品解説について（依頼）（8月20日）
　　役員事務分担表※
　　合評会及び出品者懇談会開催御通知（日時：9月26日）
　　鑑査要領
　　正会員認定候補者一覧表
　　会場諸行事一覧表
　　開催計画案

　※勝馬は管理部長
で規則と支部連絡の
担当

・第9回日本伝統工芸展資料
　　入選作品一覧表
　　鑑査要領
　　出品申込書（かがり文黒地訪問着）
　　鑑査等日程
　　鑑査委員名簿
　　要綱、案内状
　　出品人数都道府県別一覧表

・日本服飾美術展　参観会員募集（日時　12月1日　会場　上野国立博物館）

・日本工芸会　研究奨励金交付規則案（12月21日）

36 昭和3７年-3
・第2回日本工芸新作展関係資料
　　事業報告、収支決算
・第2回東京支部関係資料
　　実行委員会委嘱状、開催要項
　　総会、臨時総会関係
・日本工芸会関係
　　第1回東京支部会関係
　　全国支部会員名簿草稿

・御招待者芳名

・社団法人　日本工芸会

37 昭和38年

・日本工芸会関係資料
　　行事表
　　理事会
　　第２次資金入金状況、資金状況
　　３８年度第１回常任理事会
　　通常総会資料（議事次第、収支決算、事業報告）
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・日本伝統工芸展関係
　　業務分担表
　　第９回の収支決算
　　第１０回開催要項案他一式、収支決算
　　運営員会規定案
　　日本伝統工芸会規程

38 昭和38年－2

・第１０回日本伝統工芸展資料
　　鑑査委員関係、日程表、委員案
　　実行委員会議題、運営委員会議題
　　授賞式実施要項案、特別鑑賞会実施要項案、列品解説実施要項案（勝馬は9月29日に
解説）
　　特別講座実施要項案、合評会及び出品者懇談会実施要項案

・欧州展関係資料
　　目録
　　開催要項案
　　中間報告（11月13日、19、25、12月2日、9日、16日）
　　餞別一覧表　※勝馬は2口6000円、ご寄贈金一覧

※勝馬は「一越縮緬
地波文黒留袖（長
148.2　巾125.0）」「一
越縮緬訪問着「藤」
（長158.7　巾129.0）」
を出品
会場：オランダロッテ
ルダム市立民俗博
物館
会期：38年11月上旬
より６～８週間

・第3回日本工芸新作展　関係資料
　　審査委員名簿、予算案、開催要項、出品目録

・書簡類

39 昭和38年－3

・第１０回日本伝統工芸展資料
　　開催要項
　　新聞記事
　　鑑査委員委嘱関係
　　実行委員会関係
　　業務分担表
　　日程表

※勝馬は常任理事・
管理部長

※ファイル３８と重複多し　 ・日本工芸会　研究奨励金交付規則

・東京商品名作展の連絡打合会の開催について（３６年１２月１３日）

40 昭和３９年 ・第１１、１２回日本伝統工芸展資料
※資料はほぼ前年と
同様のもの

・第４回日本工芸新作展　関係資料
　　開催要項、目録、審査委員・実行委員名簿、委嘱状
　　東京支部会員名簿
　　総会資料

※勝馬は実行委員

・書簡類

41 昭和39年-2 ・日本工芸会関係資料

・第１１回日本伝統工芸展資料

42 昭和40年 ・第１２回日本伝統工芸展資料

・第４回日本工芸新作展　関係資料

・日本工芸会関係資料

43 昭和40年-2 ・第５回伝統工芸新作展　報告一式

・日本伝統工芸展関係
　　規定一部改正案
　　招待者候補
　　鑑査委員・選考委員一覧
　　日程案、附帯行事案
・日本伝統工芸展第１０回展関係
　　鑑査委員候補者、鑑査要綱
・日本伝統工芸展第１２回展関係
　　実行委員会打合せ会
　　収支決算案
　　入選作品一覧表
・東京支部関係
　昭和４０年度通常総会議事録

資料作成日：2013年5月　作成者：小野瀬　永子
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中村勝馬関係資料調査について

（箱に張り付けてあったメモ）
　日本工芸会資料全６箇の内　No.1（平成3年コピー済み）
　　　・日本伝承染織振興会
　　　・保持者会
　　　・日本工芸会名簿
　　　・工芸学会名簿
　　　・日本工芸会報
　　　・助成金交付

①日本工芸会　名簿　工芸学会名簿 ①～④は箱に書いてある名称 ※缶入り

内容 備考 年代

社団法人　日本工芸会東京支部正会員・特別会員名簿
（S31.6月）

役員計15人、特別会員29名、正
会員40人

昭和31.6月

社団法人　日本工芸会東京支部名簿（S31.12.1現在） 昭和31年12月1日

社団法人　日本工芸会正会員名簿（S32.7.10現在） 染色は21名、計79名 昭和32.710

社団法人　日本工芸会正会員名簿（S32.6.1現在） １０７名のメモ書きあり 昭和32年6月1日

社団法人　日本工芸会特別会員名簿（S32.７.1現在） 81名のメモ書きあり 昭和32年7月1日

社団法人　日本工芸会役員名簿（S32.７.2現在） 昭和32年7月2日

社団法人　日本工芸会東京支部会員名簿（S32.７.1現在）
特別員46、正会員55、支部会員
50、計151名のメモ書きあり

昭和32年7月1日

社団法人　日本工芸会理事・監事一覧（S35.6.30現在） 勝馬は常任理事、正会員、65歳 昭和35年6月30日

社団法人　日本工芸会役員・評議員・顧問・支部長名簿
（S36.8.1現在）

昭和36年8月1日

日本工芸会東京支部　会員名簿（S36.１月現在） 染色は48名、計137名 昭和36.1月

日本工芸会正会員名簿（S36.1月現在） 染色は19名、計92名 昭和36.1月

日本工芸会正会員名簿（S37.1月現在） 染色は22名、計97名 昭和37.1月

日本工芸会役員名簿（S37.8月現在） 勝馬は染織部会長 昭和37.8月

社団法人　日本工芸会特別会員名簿草稿（S37.5.15） 昭和37年5月15日

社団法人　日本工芸会全国支部会員名簿草稿（38年）
東京支部183（201）名、計
469(492）名　※（）メモ書き

昭和38

社団法人　日本工芸会会員名簿（S41.10.1現在） 2冊あり 昭和41年10月1日

社団法人　日本工芸会会員名簿（S45.4.1現在） 昭和45年4月1日

社団法人　日本工芸会・定款・事業内容 昭和30年6月27日設立認可 昭和30年6月27日

社団法人　日本工芸会・定款 昭和36年8月7日改定 昭和36年8月7日

2013/11/4　 作成者：小野瀬永子

段ボール６箱分、箱書きは日本工芸会資料全６箇の内　No.1～６の記載がある。
今回（H26/10/26～27）確認した1箱目は、関連書類ごとに4つの箱に分けてあった。
内容としては

１．日本工芸会関係（昭和３１年～４５年）
２．日本伝承染織振興会関係（昭和48，49年）/重要無形文化財保持者会関係（昭和49年～53年）
３．日本伝統工芸展関係（昭和４２～４４年）
４．重要無形文化財保存特別助成金（昭和３８～５３年）　/　日本工芸会会報（昭和３１～３８年）

ファイルしてある資料が昭和４０年で終わっていることを考えると、それ以降の未整理である一連の関係資
料とも考えられる。

1



日本伝統工芸会東京支部会　染色部研究会　会員名簿
（S35.7月現在）

会員数　47名 昭和35.7月

日本伝統工芸会東京支部会　友禅部研究会会員名簿
（S33.11月現在）

昭和33.11月

財団法人　工芸学会会員名簿（S21.12.1現在）
名簿はイロハ順、会員は作家の
他、法人・教師・学生など様々

昭和21年12月1日

財団法人　工芸学会会員名簿（S23.4.1現在） 2冊あり 昭和23年4月1日

作家活動をしている者としての確認について 税務署へ提出

総会　投票決定（S35.4.12/S37.6.7）
昭和35.4.12
昭和37.6.7

②日本伝承染織振興会　重要無形文化財保持者会 ※缶入り

内容 差出人・備考 年代

＜日本伝承染織振興会関係＞

佐藤信義氏より添書

書簡（交換会の礼状）
差出人：グローブファンションクリ
エイターズ　谷川順一

昭和48年12月3日

日本伝承染織振興会　交換会・鑑賞会　ご予定表 昭和48.11/19、20

日本伝承染織振興会　作品鑑賞会及び交換会のご案内 昭和48.10

（新聞記事）日本伝承染織振興会の設立 昭和48年11月16日

（日本伝承染織振興会財団法人発足のお知らせ） 昭和49年8月20日

伝承染織品の保存と振興に関する趣意書 滝　富夫 昭和48.4

書簡 谷川　順一 昭和48.7

連絡文書 昭和48年10月8日

目録（カラー写真一葉） 昭和48年11月19日

書簡(就任挨拶） 大口キミヨ 昭和49年6月20日

「日本美の再発見」展における経歴と表示の依頼 黒留袖「かわり七宝」出品 昭和48年10月23日

伝統染織品による日本美の再発見に関する趣意書 昭和48年7月10日

製作依頼状況 昭和48.4

書簡
差出人：グローブファンションクリ
エイターズ　谷川順一

昭和49年4月1日

第2回作品鑑賞会のお知らせ(2/22～27）
日本伝承染織振興会　谷川　順
一

昭和49年2月17日

（作品完成の依頼） 日本伝承染織振興会　滝　富夫 昭和49年1月7日

＜重要無形文化財保持者会＞

役員会開催通知（3/6） 会場：上野　東京文化会館 昭和49年2月27日

無形文化財助成会　事業報告書 自　昭和49年　至53年 昭和53年4月25日

寄付申込書　様式

書簡（寄付の礼状）
財団法人無形文化財協会設立準
備委員会　委員長　細川　護貞

昭和49年6月14日

財団法人無形文化財助成会（仮称）設立趣意書 3冊あり 昭和49年3月13日

寄付依頼
財団法人無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和49年4月4日

財団法人無形文化財保持者会　昭和48年度通常総会資料 昭和48年4月26日
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財団法人無形文化財助成会（仮称）設立趣意書 昭和49年3月6日

寄付依頼の振込口座案内
財団法人無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和49年7月26日

趣旨の説明（無形文化財保持者会） 昭和50年2月19日

会費納入(2400円）の通知 重要無形文化財保持者会 昭和50年7月2日

無形文化財助成会設立総会 会場：霞会館 昭和50年2月19日

重要無形文化財保持者会　役員会　議題 会場：東京文化会館 平成25年3月6日

重要無形文化財保持者会　役員会　資料 昭和49年12月19日

寄付金受領証
財団法人無形文化財協会設立準
備委員会　委員長　細川　護貞

昭和49年9月15日

③伝統工芸展　規約　要項

内容 備考 年代

第14回日本伝統工芸展受賞作品について 冊子 昭和42年9月26日

昭和42年度第5回理事会（日本伝統工芸展運営に関する各
支部の意見総括表）

会場：東博小講堂 昭和43年3月4日

日本伝統工芸展鑑審査について

第14回日本伝統工芸展審査要項(案） 昭和42.8

日本伝統工芸展機構表・監査方式図・作品移動および管理
区分表

昭和43,1,30

日本伝統工芸展　規定（S42.7月改正）

日本伝統工芸展運営委員会　規定（S42.8月改正）

伝統工芸　第10回　日本染織展　ご案内 会場:上野松坂屋 昭和48.5.24-29

書簡(伝統工芸展鑑査について） 山田　貢 昭和43年3月3日

第14回日本伝統工芸展　DM 昭和42.9.26-10.8

第14回日本伝統工芸展　特別鑑賞会、レセプション　招待状 昭和42年9月26日

第14回日本伝統工芸展　授賞式　招待状 昭和42年9月26日

第14回日本伝統工芸展　新聞広告 9/29に勝馬の解説あり

第14回日本伝統工芸展　陳列作品 青焼きと印刷のものあり

第14回日本伝統工芸展及び貞明皇后のお徳をしのぶ療養
作品展覧会　皇太子・同妃両殿下行啓奉迎

要項・会場順路図

日本伝統工芸展運営委員会規定

第15回日本伝統工芸展　開催要項

第15回日本伝統工芸展　開催通知 9/13に勝馬の解説 昭和43.9.10-22

第15回日本伝統工芸展　案内 未開封

第15回日本伝統工芸展　実行委員会通知（6/6）　※延期 会場：三越本店 昭和43年5月28日

第15回日本伝統工芸展　実行委員会通知（7/2） 会場：三越本店 昭和43年6月24日

第15回日本伝統工芸展　選考委員会通知（7/10） 会場：三越本店 昭和43年7月3日

第15回日本伝統工芸展　列品解説について(依頼） 昭和43年8月22日

第15回日本伝統工芸展　第2次鑑査委員依頼状（9/1～2） 昭和43年7月15日

第15回日本伝統工芸展　実行委員会開催通知（7/23） 会場：三越本店 昭和43年7月16日

第15回日本伝統工芸展　主催者協議会　議題 昭和43年7月23日

第15回日本伝統工芸展　委嘱状 昭和43年8月1日
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第15回日本伝統工芸展　陳列委員の委嘱について 昭和43年9月5日

第15回日本伝統工芸展　鑑査要領（案） 昭和43.8

第15回日本伝統工芸展　陳列作品目録 会場：大阪高麗橋三越 昭和43.10.19-24

第15回日本伝統工芸展　新聞広告、新聞切抜き 9/13に勝馬の解説 昭和43年9月13日

第15回日本伝統工芸展　出品者研究会及び懇親会ご案内
(9/10）

研究会　会場：東京国立博物館
会費なし　懇親会　三越本店6階
大食堂　会費500円

第15回日本伝統工芸展　授賞式　招待状（9/11） 昭和43.8

第15回日本伝統工芸展　陳列リスト

第15回日本伝統工芸展　会場図

第15回日本伝統工芸展　鑑審査日程表

第15回日本伝統工芸展　実行委員会資料（7/2） 会場：三越本店

第15回日本伝統工芸展　第2回実行委員会　資料 昭和43年7月23日

第16回日本伝統工芸展　開催要項

第16回日本伝統工芸展　規定

第16回日本伝統工芸展　業務分担案、審査資料

第16回日本伝統工芸展　皇太子殿下　皇太子妃殿下　行
啓奉迎

昭和44年9月20日

第16回日本伝統工芸展　第1回実行委員会通知（7/1） 会場：三越本店 昭和44年6月18日

第16回日本伝統工芸展　第1回実行委員会資料 昭和44年7月1日

第16回日本伝統工芸展　審査要項(案） 昭和44.8

第16回日本伝統工芸展　選考委員会通知(7/22） 会場：三越本店 昭和44年7月4日

第16回日本伝統工芸展　第２回実行委員会通知(8/9） 昭和44年7月28日

第16回日本伝統工芸展　第2次鑑査委員依頼書 昭和44年7月23日

第16回日本伝統工芸展　鑑審査委員依頼・日程表・委嘱状 昭和44年8月14日

第16回日本伝統工芸展　入選通知 昭和44年8月30日

第16回日本伝統工芸展　出品者研究会及び懇親会ご案内
(9/10）

昨年同様 昭和44年9月1日

第16回日本伝統工芸展　出品作品の巡回について(京都会
場）

昭和44.10

日本伝統工芸展　出品表、搬入・搬出場所案内　※26回展
のもの

封書 昭和44年7月20日

第16回日本伝統工芸展　新聞広告 昭和44年9月9日

第9回日本伝統工芸展監査委員　名簿 封筒入り 昭和37

第8回日本伝統工芸展開催要項 2冊 昭和36

第9回日本伝統工芸展開催要項 3冊 昭和37

第10回日本伝統工芸展開催要項 3冊、別の袋にさらに9冊 昭和38

第10回日本伝統工芸展運営委員会規定 2冊

第10回日本伝統工芸展受賞選考委員・監査委員名簿

第11回日本伝統工芸展開催要項 2冊 昭和39

第12回日本伝統工芸展開催要項 昭和40

第12回日本伝統工芸展運営委員会規定 2冊
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第13回日本伝統工芸展開催要項 昭和41

第15回日本伝統工芸展開催要項 昭和43

第16回日本伝統工芸展開催要項 昭和44

第16回日本伝統工芸展　案内状（S38,44)

④日本工芸会報　冊子　助成金交付

内容 差出人等・備考 年代

重要無形文化財保存特別助成金の交付手続き等について
(通知）

文化財保護委員会事務局長　宮
地　茂

昭和39年9月10日

昭和39年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化財保護委員会事務局無形文
化課長　松浦泰次郎

昭和40年3月27日

保持者実態調査要項様式 昭和39年3月28日

昭和40年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
(控）

昭和39年9月18日

昭和40年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
の提出について

文化財保護委員会事務局無形文
化課長　松浦泰次郎

昭和40年4月26日

昭和40年度　後期分重要無形文化財保存特別助成金の交
付について

文化財保護委員会事務局長　宮
地　茂

昭和40年10月1日

昭和40年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化財保護委員会事務局無形文
化課長　松浦泰次郎

昭和41年3月24日

昭和４０年度の報告書の記載例

昭和48年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課
長　福田　安男

昭和49年4月22日

昭和49年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
の提出について

文化庁次長　清水成之 昭和49年5月15日

昭和40年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書
文化財保護委員会　委員長　稲
田清助

昭和41年4月10日

昭和41年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
(依頼）

文化財保護委員会事務局長　村
山　松雄

昭和41年5月4日

昭和41年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
（控）

昭和41年5月13日

昭和41年度　重要無形文化財保存特別助成金後期分　交
付について

文化財保護委員会事務局無形文
化課長　森岡　良夫

昭和41年10月1日

昭和42年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化財保護委員会事務局長 昭和43年5月8日

昭和39年度　重要無形文化財保存特別助成金　保持者実
態調査要項　控

昭和39年3月28日

昭和42年度　重要無形文化財保存特別助成金後期分　交
付について

文化庁文化財保護部無形文化課
長

昭和42年12月23日

昭和42年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課
長

昭和43年4月16日

昭和43年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課
長

昭和44年4月25日

昭和42年度　重要無形文化財保存特別助成金後期分　申
請書の提出について

文化財保護委員会事務局長 昭和42年10月16日

昭和44年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁　次長　安達　健二 昭和44年8月8日

昭和45年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁　次長　安達　健二 昭和45年6月6日

昭和46年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁　次長　安達　健二 昭和46年5月29日
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昭和45年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課長　 昭和46年5月6日

昭和46年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課長　 昭和47年4月3日

昭和47年度　重要無形文化財関係予算について 文化庁文化財保護部無形文化課長　

昭和47年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
の提出について

文化庁　次長　安達　健二 昭和47年5月10日

昭和47年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課長　 昭和48年3月26日

昭和47年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
(控）

昭和47年6月12日

昭和50年度　重要無形文化財保存特別助成金交付決定通
知書

文化庁　長官　安達　健二 昭和50年7月15日

沖縄復帰記念式典招待状等 内閣総理大臣　佐藤　栄作 昭和47年4月12日

昭和48年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁　次長　清水　成之 昭和48年5月7日

昭和49年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化課長　 昭和50年4月14日

昭和53年度　重要無形文化財保存特別助成金交付決定に
ついて

文化庁文化財保護部長 昭和53年8月14日

昭和50年度　重要無形文化財保存特別助成金交付申請書
の提出について

文化庁　次長　内山　正 昭和50年4月30日

昭和52年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和52年5月27日

昭和52年度　重要無形文化財保存特別助成金交付決定に
ついて

文化庁文化財保護部長 昭和52年7月7日

昭和53年度　重要無形文化財保存特別助成金請求書控 ※一括請求 昭和52年7月25日

昭和51年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和52年5月27日

昭和52年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和53年6月12日

昭和54年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和54年5月11日

昭和54年度　重要無形文化財保存特別助成金交付決定に
ついて

文化庁文化財保護部長 昭和54年7月10日

昭和55年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和56年4月23日

昭和56年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和56年4月23日

重要無形文化財保存特別助成金の交付要綱（S47.12.27裁
定）

昭和47年12月27日

第16回人間国宝新作展　新聞記事 朝日新聞/毎日新聞 昭和55年4月10日

昭和53年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和53年6月14日

伝統工芸展出品作購入のための契約書等の記入押印の
依頼

文化庁文化財保護部無形文化課
杉原　信彦

昭和37年11月1日

昭和55年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和55年4月28日

昭和54年度　重要無形文化財保存特別助成金報告書の提
出について・報告書控

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和55年4月28日

重要無形文化財保存特別助成金国庫金振込通知書 文化庁
昭和52,12,20/

53.9.22/
55.7.27/11.7
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昭和51年度　重要無形文化財保存特別助成金申請書の提
出について、申請書控

文化庁文化財保護部無形文化民
俗文化課長

昭和51年6月15日

工芸技術総合調査第1次報告 青焼きに追加記入あり

国庫送金通知書の送付について（一越縮緬地雲文黒留袖）
文化財保護委員会事務局　無形
文化課長

昭和34年3月14日

見積書・納品書・請求書・物品供給契約書控（一越縮緬地
友禅訪問着「藤」）

文化財保護委員会事務局長

上記の通知書（国庫送金通知4/2、領収書4/8）
文化財保護委員会事務局　無形
文化課長

昭和38年4月3日

日本伝統工芸展　リーフレット
文化財保護委員会/日本工芸会
主催

昭和30.5.7-15

官報 昭和30年5月12日

＜日本工芸会会報＞

日本工芸会　会報　No.1 昭和31年8月10日

日本工芸会　会報　No.2 昭和31年9月10日

日本工芸会　会報　No.3 昭和31年10月10日

日本工芸会　会報　No.4 昭和31年11月10日

日本工芸会　会報　No.5 昭和31年12月20日

日本工芸会　会報　No.6 昭和32年2月20日

日本工芸会　会報　No.7 昭和32年4月20日

日本工芸会　会報　No.8 昭和32年7月1日

日本工芸会　会報　No.9 昭和32年8月25日

日本工芸会　会報　No.13 昭和33年4月20日

日本工芸会　会報　No.14 昭和33年9月10日

日本工芸会　会報　No.15 昭和33年10月15日

日本工芸会　会報　No.17 昭和34年3月20日

日本工芸会　会報　No.19 昭和34年10月5日

日本工芸会　会報　No.20 昭和35年1月1日

日本工芸会　会報　No.21 昭和35年10月1日

日本工芸会　会報　No.22 昭和38年3月10日

日本工芸会　会報　No.23 昭和38年5月10日

日本工芸会　会報　No.24 昭和38年7月10日

日本工芸会　会報　No.25 昭和38年10月10日
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（箱に張り付けてあったメモ） 作成日：2013年12月

作成者：小野瀬永子

　　　・文化庁　文化財保護　要望
　　　・伝統工芸展　授賞
　　　・日本工芸会報
　　　・東京支部会会報
　　　・友禅研究会

①文化庁　文化財保護　要望
①～④は箱に書いてある
名称

※箱入り

内容 相手等 年代 備考

文化庁のあらまし 文化庁 昭和43年7月

（要望書提出の報告）
重要無形文化財保持者会
事務局

昭和47年10月24日
要望先は文部省、自
由民主党、大蔵省

無形文化財の保護について(要望） 重要無形文化財保持者会 昭和47年10月

無形文化財の保護について(要望） 重要無形文化財保持者会 昭和48年10月

無形文化財の保護について(要望） 重要無形文化財保持者会 昭和49年12月

旧熊本藩主細川家コレクション　財団法
人「永青文庫」特別鑑賞会の御通知

重要無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和48年3月

永青文庫第1回特別鑑賞会(通知） 昭和48年4月17日

重要無形文化財等一覧 重要無形文化財保持者会 昭和42年5月現在

人間国宝新作展新聞記事 毎日新聞 昭和46年4月5日

文化財保護行政に関する質問書(案）
重要無形文化財保持者会
会長　花柳寿応

昭和42年11月

昭和43年度通常総会ご通知
重要無形文化財保持者会
会長　花柳寿応

昭和43年7月16日
開催日時：7月29日
会場：虎ノ門教育会館

会活動近況報告並にお願い
重要無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和47年2月8日
運動成果：助成金の
額の引き上げ、文化
財保護予算の増額

財協会員各位
重要無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和48年11月20日

会員各位 重要無形文化財保持者会 昭和49年1月14日

（無形文化財要覧発送通知・支払依頼） 重要無形文化財保持者会事務局 昭和46年10月8日 年会費は2400円

重要無形文化財等一覧 重要無形文化財保持者会 昭和43年7月現在

第7回人間国宝新作展通知 毎日新聞社 昭和46年4月

第12回人間国宝新作展通知 毎日新聞社 昭和51年4月

人間国宝新作展新聞記事 毎日新聞 昭和51年4月5日

(総会通知）
重要無形文化財保持者会
会長　松田　権六

昭和42年6月6日
開催日時：6月19日
会場：教育会館

重要無形文化財第1号 重要無形文化財保持者会 昭和40年3月10日

重要無形文化財第2号 重要無形文化財保持者会 昭和40年6月10日

季刊文化財　1954年第２号 文化財保護委員会編 昭和30年3月30日

新聞記事「新人間国宝に4人」 毎日新聞 昭和46年3月27日

清風 日本叙勲者協会 昭和48年9月1日

『新週刊10月9日号』 新週刊新社 昭和37年10月9日 人間国宝の生活の記事

経歴関係の書類・原稿

②伝統工芸展　授賞関係 箱2箱

箱-１

第3回日本伝統工芸展資料 昭和31年10月

第7回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和35年9月27日

第8回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和36年9月26日

　日本工芸会資料全６箇の内　No.2（平成3年コピー済み）
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第9回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和37年9月25日

第10回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和38年9月25日

第11回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和39年9月29日

第12回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和40年9月22日

第13回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和41年10月7日

第15回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和43年9月11日

第16回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和44年9月9日

第17回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和45年9月22日

第18回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和46年9月28日

第19回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和47年9月26日

伝統工芸　第2回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和40年3月9日

伝統工芸　第3回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和41年5月4日

伝統工芸　第4回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和42年5月16日

伝統工芸　第６回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和44年5月13日

伝統工芸　第１３回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和51年5月25日

伝統工芸　第１４回日本染織展授賞作品について 日本染織展実行委員会 昭和52年5月17日

箱-2

第20回日本伝統工芸展授賞作品について 日本伝統工芸展運営委員会 昭和48年9月26日

第20回日本伝統工芸展・授賞式案内状 文化庁長官　安達健二他 昭和48年9月26日

第20回日本伝統工芸展レセプション案内
状

日本伝統工芸展運営委員
会　委員長　浜口雄彦

昭和48年9月26日

第20回日本伝統工芸展巡回通知
日本伝統工芸展運営委員
会事務所

昭和48年10月5日 黒留袖「青雲」

（第20回日本伝統工芸展入選通知）
日本伝統工芸展運営委員
会　委員長　田内静三

友禅黒留袖「青雲」

記念図録の受渡しについて
20周年記念図録刊行委員
会

価格　34000円
送料270円

第20回日本伝統工芸展要項・規程
日本伝統工芸展運営委員
会事務所

昭和48年度

案内状・図録必要部数の通知 社団法人日本工芸会

出品者懇親会 昭和48年9月27日
会費:1500円、会場:三
越本店6階大食堂

新聞広告 朝日新聞 昭和48年9月25日

（出品作品納品の注意事項）
第1３回伝統工芸新作展実
行委員会

第18回日本伝統工芸展鑑査委員等選考
委員会

昭和46年7月29日

研究奨励金交付候補者案 昭和39年

研究奨励金交付候補者調査票 昭和39年

10周年記念奨励金交付候補者選考参考表 昭和40年

選考委員会開催通知・委嘱状
社団法人日本工芸会
理事長　松田権六

昭和38年12月27日

10周年記念奨励金交付候補者選考参考表 昭和41年

日本工芸会　会報　N0.10 社団法人　日本工芸会 昭和32年10月18日

日本工芸会　会報　N0.15 社団法人　日本工芸会 昭和33年10月15日

日本工芸会　会報　N0.16 社団法人　日本工芸会 昭和34年1月1日

日本伝統工芸展　染色　授賞・受賞候補数

伝統工芸展関係資料・文化庁買い上げ作品表 46～48年
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③日本工芸会報 缶入り

工芸会役員会性の報告 山田貢 昭和55年5月28日

第2回日本伝統工芸展目録
文化財保護委員会・社団
法人日本工芸会

昭和30年10月4日～16日

第2回日本伝統工芸展規則
文化財保護委員会・社団
法人日本工芸会

第4回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和32年度

第5回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和33年度

第6回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和34年度

第14回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和42年度

第15回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和43年度

第16回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和44年度

第17回日本伝統工芸展開催要項 社団法人日本工芸会 昭和45年度

日本工芸会会報　No.71 社団法人日本工芸会 1981.7月号

日本工芸会会報　No.26 社団法人日本工芸会 昭和39年1月1日

日本工芸会会報　No.27 社団法人日本工芸会 昭和39年3月1日

日本工芸会会報　No.28 社団法人日本工芸会 昭和39年5月25日

日本工芸会会報　No.29 社団法人日本工芸会 昭和39年7月20日

日本工芸会会報　No.30 社団法人日本工芸会 昭和39年11月30日

日本工芸会会報　No.31 社団法人日本工芸会 昭和40年1月31日

日本工芸会会報　No.32 社団法人日本工芸会 昭和40年5月31日

日本工芸会会報　No.33 社団法人日本工芸会 昭和40年7月30日

日本工芸会会報　No.34 社団法人日本工芸会 昭和40年11月30日

日本工芸会会報　No.35 社団法人日本工芸会 昭和41年1月31日

日本工芸会会報　No.36 社団法人日本工芸会 昭和41年3月31日

日本工芸会会報　No.37 社団法人日本工芸会 昭和41年7月31日

日本工芸会会報　No.38 社団法人日本工芸会 昭和41年11月30日

日本工芸会会報　No.39 社団法人日本工芸会 昭和42年1月25日

日本工芸会会報　No.40 社団法人日本工芸会 昭和42年5月1日

日本工芸会会報　No.41 社団法人日本工芸会 昭和42年7月31日

日本工芸会会報　No.42 社団法人日本工芸会 昭和42年11月30日 長板研修会報告

日本工芸会会報　No.43 社団法人日本工芸会 昭和43年1月31日

日本工芸会会報　No.44 社団法人日本工芸会 昭和43年5月1日

日本工芸会会報　No.45 社団法人日本工芸会 昭和43年7月25日

日本工芸会会報　No.46 社団法人日本工芸会 昭和43年11月10日

日本工芸会会報　No.47 社団法人日本工芸会 昭和44年1月31日

日本工芸会会報　No.48 社団法人日本工芸会 昭和44年5月31日

日本工芸会会報　No.49 社団法人日本工芸会 昭和44年7月31日

日本工芸会会報　No.50 社団法人日本工芸会 昭和44年11月20日

日本工芸会会報　No.51 社団法人日本工芸会 昭和45年1月31日 アンケートあり

日本工芸会会報　No.52 社団法人日本工芸会 昭和45年4月30日

日本工芸会会報　No.53 社団法人日本工芸会 昭和45年8月31日

日本工芸会会報　No.54 社団法人日本工芸会 昭和45年12月10日

日本工芸会会報　No.55 社団法人日本工芸会 昭和46年1月30日

日本工芸会会報　No.56 社団法人日本工芸会 昭和46年3月31日
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日本工芸会会報　No.57 社団法人日本工芸会 昭和46年7月31日

日本工芸会会報　No.58 社団法人日本工芸会 昭和46年11月30日

日本工芸会会報　No.59 社団法人日本工芸会 昭和47年1月20日

日本工芸会会報　No.60 社団法人日本工芸会 昭和47年9月20日

日本工芸会会報　No.61 社団法人日本工芸会 昭和48年1月10日

日本工芸会会報　No.62 社団法人日本工芸会 昭和48年6月10日

日本工芸会会報　No.63 社団法人日本工芸会 昭和48年11月30日

日本工芸会会報　No.64 社団法人日本工芸会 昭和51年3月
議事録等が中心にな
る

日本工芸会会報　No.65 社団法人日本工芸会 昭和52年1月

日本工芸会会報　No.66 社団法人日本工芸会 昭和52年11月

日本工芸会会報　No.67 社団法人日本工芸会 昭和53年8月

日本工芸会会報　No.68 社団法人日本工芸会 昭和54年3月

日本工芸会会報　No.69 社団法人日本工芸会 昭和54年8月

日本工芸会会報　No.70 社団法人日本工芸会 昭和55年8月

36、45，50が副本

月刊文化財　昭和62年4月号 文化庁文化財保護部監修 昭和62年4月1日

日本工芸会東京支部　染色部会経過報告書 昭和55年 封筒入り

日本工芸会東京支部　染色部会研究会
のお知らせの出欠ハガキ

中村忠三 昭和54年2月4日
講演内容は今永清士
による「辻が花染」

染織展出品作品の売約について
第8回日本染織展実行委
員会　委員長　田内静三

昭和46年5月28日
名古屋帯雲文　36000円
/　やのね文　40000円
計76000円

伝統工芸展出品申込書の用紙

伝統工芸　第16回日本染織展授賞作品
について

日本染織展実行委員会 昭和54年5月29日

伝統工芸　第17回日本染織展開催要項

日本工芸会会員　正会員・特別会員名簿
正会員572名、特別会
員96名

日本工芸会東京支部会報　No.30(抜粋） 昭和52年12月28日 3部あり
人間国宝の売価資料　(伊）向販売促進
案
価格関係の資料等

⑤日本工芸会東京支部会会報

東支部会報No.1～27の発行日のメモ
新会員報告、幹事会、総
会報告、伝統工芸新作
展報告、会員の投稿

日本工芸会東京支部会会報　No.1 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和41年7月25日

日本工芸会東京支部会会報　No.2 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和41年12月15日 2冊あり

日本工芸会東京支部会会報　No.3 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和42年3月10日

日本工芸会東京支部会会報　No.4 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和42年6月25日

日本工芸会東京支部会会報　No.5 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和42年11月20日

日本工芸会東京支部会会報　No.6 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和44年2月5日

日本工芸会東京支部会会報　No.7 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和44年11月13日

日本工芸会東京支部会会報　No.8 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和45年1月20日
ここから製本したもの
になる

日本工芸会東京支部会会報　No.9 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和45年8月27日

日本工芸会東京支部会会報　No.10 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和46年1月4日

④（伊）取引当初事情　その他　と書かれたオレンジ色のファイル
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日本工芸会東京支部会会報　No.11 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和46年6月28日

日本工芸会東京支部会会報　No.12 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和46年10月28日

日本工芸会東京支部会会報　No.13 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和47年1月5日

日本工芸会東京支部会会報　No.14 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和47年5月13日

日本工芸会東京支部会会報　No.15 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和47年10月20日

日本工芸会東京支部会会報　No.16 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和48年1月31日

日本工芸会東京支部会会報　No.17 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和48年6月15日
第13回伝統工芸新作
展の特集

日本工芸会東京支部会会報　No.18 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和48年10月30日

日本工芸会東京支部会会報　No.19 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和49年2月13日

日本工芸会東京支部会会報　No.20 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和49年6月3日
第1４回伝統工芸新作
展の特集

日本工芸会東京支部会会報　No.21 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和49年10月12日

日本工芸会東京支部会会報　No.22 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和50年2月13日

日本工芸会東京支部会会報　No.23 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和50年6月3日
第1５回伝統工芸新作
展の特集

日本工芸会東京支部会会報　No.24 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和50年10月30日

日本工芸会東京支部会会報　No.25 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和51年2月10日

日本工芸会東京支部会会報　No.26 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和51年6月23日

第1６回伝統工芸新作
展の特集
51年度の通常総会の
資料が挟んである

日本工芸会東京支部会会報　No.27 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和51年10月30日

日本工芸会東京支部会会報　No.30 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和52年12月28日
原本なし　抜粋のコ
ピーがある

日本工芸会東京支部会会報　No.32 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和54年3月10日 座談会、総会資料

日本工芸会東京支部会会報　No33 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和55年1月18日
総会議事録、道具の
話(ヘラ）

日本工芸会東京支部会会報　No34 社団法人　日本工芸会東京支部 昭和55年4月10日

投票用紙第2部会(染織） 昭和55年3月7日 全正会員の記述あり

第12回日本伝統工芸展入選作品一覧表 昭和40年

⑥日本工芸会と書かれた赤いファイル

東京都商工指導所案内のチラシ 東京都商工指導所

重要無形文化財友禅伝承者養成研修会
受講者募集

昭和42年10月11日～19日

受講者氏名

友禅伝承者養成研修会日程等

友禅研修会について(通知）
社団法人日本工芸会
理事長　田内静三

昭和44年10月22日

保存事業委員会について(通知）
社団法人日本工芸会
理事長　田内静三

昭和45年6月15日

日本工芸会(友禅)研修会　講義メモ

日本工芸会(友禅)研修会の写真 昭和44年11月

第21回伝統工芸新作展開催要項等
社団法人　日本工芸会東
京支部

昭和56年2月2日

香取正彦先生出版記念の集い　案内状 世話人代表　松岡祐祥　他 昭和54年4月7日
開催日時　8月4日
東京プリンスホテル

第6回伝統工芸武蔵野展授賞式　案内状
武蔵野市教育委員会　日
本工芸会東京支部

昭和54年10月
開催日時　11月7日
本町コミュニティホー
ル

第19回伝統工芸新作展授賞式　案内状
東京都教育委員会　日本
工芸会東京支部

昭和54年3月
開催日時　3月27日
三越本店
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伝統工芸新作展20周年記念祝賀会　案
内状

社団法人　日本工芸会東
京支部　幹事長　香取正彦

昭和55年3月
開催日時：4月15日
会場：鎌倉市 梅沢信
二別邸

日本工芸会東京支部研究会のお知らせ
日本工芸会東京支部研究
会

昭和54年5月5日
開催日時：5月21日
会場：箱根権現・松永
美術館他

日本工芸会東京支部研究会のお知らせ
日本工芸会東京支部研究
会

昭和54年10月30日
開催日時：11月13日
会場：上野・都文化会
館

第6回伝統工芸武蔵野展開催要項
武蔵野市教育委員会　日
本工芸会東京支部

昭和54年10月8日

伝統工芸　第16回日本染織展開催要項 開催日時：5月29～6月3日

後任理事長選任の為の新理事長選出の
件

社団法人　日本工芸会　副
理事長　森口華弘

昭和54年1月12日
深見吉之助履歴書、
投票用封筒入

新理事並後任理事長選任の件(ご報告）
社団法人　日本工芸会事
務局

昭和54年2月20日

昭和54年度通常総会ご通知
社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助

昭和54年5月
日時：5月22日　東京
国立博物館　大講堂

部会推薦理事改選の件
社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助

昭和55年3月

昭和55年度通常総会ご通知
社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助

昭和55年5月
日時：5月27日　東京
国立博物館　大講堂

日本工芸振興株式会社定款

社団法人　大日本工芸会委員会規程

社団法人　大日本工芸会　定款　附委員
会規定　支部規程

昭和18年1月18日

社団法人　日本工芸会　定款 社団法人　日本工芸会 昭和36年8月7日改訂

社団法人　日本工芸会　定款 社団法人　日本工芸会 昭和39年4月8日改訂

総会と合同研究会のお知らせ 昭和54年11月4日

⑦友禅研究会 箱入り

重要無形文化財「友禅」伝承者養成研修
会受講者募集

社団法人　日本工芸会 昭和43年11月3日 実施日：11月20日～

重要無形文化財「友禅」伝承者養成研修
会案・受講者名簿

社団法人　日本工芸会 昭和43年

養成総合計画表（40～45年度） 社団法人　日本工芸会 昭和43年10月5日

(後継者育成第1回委員会開催通知）
社団法人　日本工芸会
理事長　松田権六

昭和40年6月3日 日時：6月8日

工芸技術伝承者養成計画概要

工芸技術伝承者養成研修会　受講者募
集・申込書

昭和40年
日時：40年10月7日～
26日

工芸技術伝承者養成研修会　日程表・受
講者名簿

社団法人　日本工芸会
理事長　松田権六

昭和40年9月29日

昭和40年度　伝統工芸技術伝承者養成計画
社団法人　日本工芸会
理事長　松田権六

昭和40年6月1日

染色研修会の講師について(依頼）
社団法人　日本工芸会
理事長　小山　富士夫

昭和43年2月29日

昭和42年度友禅研修会に関するアンケート

伝承者養成研修会友禅京都会場計画表 昭和43年2月18日

本年度養成事業実施計画について
社団法人　日本工芸会　理
事長　田内静三

昭和43年9月26日 日時：10月5日

研修会　変更案 昭和43年

友禅伝承者養成研修会について・事業計画書
社団法人　日本工芸会　事
務部長　音丸　耕堂

昭和43年11月6日 日時：11月12日

友禅伝承者養成研修会のご通知 染織部会幹事 昭和43年

昭和43年度伝承者養成計画総合案 昭和43年11月20日
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日程変更について
友禅伝承者養成研修会実
行委員会

昭和44年1月10日

伝承者養成私案 昭和42年5月31日

講習会関係ノート

草稿類

(アンケートの集計結果）

昭和44年度友禅研修会出席表 昭和44年

友禅研修会講義資料 昭和44年

昭和42年度文化財保存事業計画書 昭和42年

社団法人日本工芸会　保存事業委員会 社団法人　日本工芸会 昭和45年6月17日

昭和45年度　畠山基金による伝承養成
研修会実施計画書

昭和45年12月20日 染織なし

日本伝承工芸展　染織部会出品者研修
会　アンケート回答

昭和46年 はがき多数
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（箱に張り付けてあったメモ） 作成日：2013年12月

作成者：小野瀬永子

　・東京都工芸染色協同組合名簿
　・現代工芸美術家協会名簿　36年
　・新総工芸会　S34年
　・日本工芸会定款　S30-36年
　・日本工芸会　総会
　・染織部会　問題
　・日本工芸会報コピー
　・東京・地方支部会
　・24回伝統工芸役員人事
　・人事問題　友禅－不審
　・索引

①工芸会と書かれた箱

内容 相手等 年代 備考

「第2部会」のノート 会員名簿、伝統工芸展等の要項案等

第4回日本伝統工芸染繍展　収支予算書(案） 昭和37年

第4回日本伝統工芸染繍展　開催要項(案） 社団法人　日本工芸会 昭和37年 鉛筆書きの草案もあり

第１回日本伝統工芸染繍展新聞記事 日本経済新聞 昭和34年3月24日

第１回日本伝統工芸染繍展封筒 昭和34年3月20日－31日

第２回日本伝統工芸染繍展DM 社団法人　日本工芸会 3月18日～23日

第１回日本染繍工芸展開催要項（案） 社団法人　日本工芸会 昭和35年3月 案が3部

皇太子御成婚記念　第１回日本伝統工芸
染繍展開催要項

社団法人　日本工芸会 昭和34年3月20日－31日

第１回日本伝統工芸染繍展出品目録 社団法人　日本工芸会 昭和34年3月20日－31日

第１、３回日本伝統工芸染繍展出品申込書 社団法人　日本工芸会 白紙

出品申込書 社団法人　日本工芸会 昭和33年3月
野火文　白地塩瀬
名古屋帯　壱点

委任状（第2回日本伝統工芸染繍展鑑査員） 社団法人　日本工芸会　理事長　西沢　笛畝 昭和35年3月

第３回日本伝統工芸染繍展出品目録 社団法人　日本工芸会 昭和36年1月13日－17日

書簡 竹田　耕人 昭和35年5月25日

要望 日本工芸会染織部　幹事会 昭和36年1月13日－17日
無鑑査は時期尚早との
意見

第３回日本伝統工芸染繍展開催要項・予算書付 社団法人　日本工芸会

新聞記事　日本染織展 昭和49年5月20日

新聞記事　新人染織展 朝日新聞 昭和51年9月9日

第３回日本伝統工芸染繍展　ご案内 銀座　松屋 昭和36年1月13日－17日

第１回日本伝統工芸染繍展　ご案内 銀座　松屋 昭和34年3月20日－31日 3部あり

組合員名簿 東京都工芸染色協同組合 昭和38年8月 手書ものもあり

第21回日本伝統工芸開催要項・規程抜粋　他 昭和49年度 封筒入り

伝統工芸　第11回日本染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 49年

日本染繍工芸展　案内 山邊　知行 33年 封筒入り、2部あり

第24回伝統工芸展　鑑審査委員 昭和52年6月10日 2部、手書きのものあり

昭和50年度日本伝統工芸展収支予算書(案） 昭和52年6月24日

　日本工芸会資料全６箇の内　No.3（平成3年コピー済み）

　・日本工芸染繍展　第3回展　49年　日本工芸会　産経　主催
　・日本染繍工芸展　伝統工芸　日本工芸会
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第2回実行委員会次第

第24回日本伝統工芸展搬入出鑑審査日日程表

第23回日本伝統工芸展　決算報告書 社団法人　日本工芸会 昭和52年

第25回伝統工芸展　鑑審査委員・日程表 昭和53年6月10日 コピー

第24回日本伝統工芸展案内状等文案

日本工芸会　総会役員選挙候補者と得票数 5月27日 当選は田内静三

昭和49年度通常総会ご通知
社団法人　日本工芸
会　理事長　田内静三

昭和49年5月 日時は5月27日

第22回日本伝統工芸展出品作品搬入に
ついて

日本伝統工芸展実行委
員会委員長　田内静三

昭和50年8月8日 納期は9月3日

会費改訂のお知らせ
社団法人　日本工芸
会　理事長　田内静三

昭和49年10月15日

第23回日本伝統工芸展開催要項・規程抜粋 昭和51年度

書簡 小山　保家 昭和47年6月19日 理事選挙の結果

第6回　草人舎秋の作品展 草人舎事務所 昭和32年9月10日、11日

伝統工芸　第13回日本染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 昭和51年 会期5月18日～23日

新総工芸会　趣旨 新総工芸会 昭和34年4月

伝統工芸　第13回日本染織展授賞式の
案内状

第13回日本染織展実
行委員長　田内静三

1951年5月25日

日本工芸会染織部　第5回全国合同研究会 昭和51年2月11日～12日 場所：伊勢志摩

社長就任挨拶 株式会社　三越 昭和38年3月

社団法人　日本工芸会・定款・事業内容 社団法人　日本工芸会 昭和30年7月19日 2冊

社団法人　日本工芸会定款　附載　支部
規則等

社団法人　日本工芸会 昭和36年8月7日改訂

現代工芸美術家協会名簿 現代工芸美術家協会 昭和36年7月
委員長は山崎覚太
郎、常任委員に中村
光哉

第23回日本伝統工芸展　案内状 文化庁長官　　安嶋　弥　他 昭和51年9月 封筒入り

第23回日本伝統工芸展　授賞式　案内状 文化庁長官　　安嶋　弥　他 昭和51年8月 封筒入り

第23回日本伝統工芸展　特別鑑賞会とレ
セプション案内状

日本伝統工芸展運営
委員長　谷川　徹三

昭和51年8月 封筒入り

第27回日本伝統工芸展出品作品搬入に
ついて

日本伝統工芸展実行委員
会委員長　深見吉之助 昭和55年7月24日 納期は9月3日

会員名簿作成のお願い 社団法人　日本工芸会 昭和36年8月10日 封筒入り

②日本工芸会名簿 プラスチックの箱入り

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和58年8月

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和49年7月

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和47年4月1日

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和43年7月1日

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和40年1月1日 2冊

社団法人日本工芸会名簿 社団法人　日本工芸会 昭和38年2月1日 3冊
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　＜箱に書いてあったメモ＞

　　・報告事項

　　・友禅が不当に厳選となって居る事実

　　・人事関係等の資料

＜染織部会員の実績表と書かれた封筒＞

　受賞者一覧（2回～18回）

　種類別点数と人数の資料類(2～19回）

第8回日本伝統工芸展　鑑査御礼
第9回日本伝統工芸展　実行
委員会委員長　松田権六 昭和36年 封筒入り

友禅部会研究会規則
社団法人　日本工芸会東
京支部友禅部会研究会 昭和32年2月28日 封筒入り

＜友禅研究会の封筒＞

・鑑査について　二部制につき意見書の封筒

　　日本伝展アンケート 昭和44年10月11月14日

　　二部制実施に関する資料

　　「鑑査について」

　　「鑑査について」(下書き）

　明治百年記念第7回日本染飾作品東京展 日本染飾作家連盟 8月30日－9月4日 会場は銀座松屋

　　書簡 中野　於英男 昭和30年9月12日

　　日本工芸会支部会員に推薦の通知・名簿 昭和30年8月28日

　　社団法人　日本工芸会関東東北北海
道支部会員（染色関係）の推薦について

昭和30年8月20日

　　入会申込書　経歴書

＜富山支部の封筒＞

　第2回　日本伝統工芸　富山支部展出品目録 高山市　日本工芸会富山支部 昭和38年3月21日－26日

　第2回　日本伝統工芸　富山支部展賛助出品のお願い 高山市　日本工芸会富山支部

　第2回　日本伝統工芸　富山支部展開催要項 高山市　日本工芸会富山支部

　社団法人日本工芸会全国支部会員名簿 高山市　日本工芸会富山支部

　第3回　日本伝統工芸　富山支部展賛助
出品のお願い

高山市　日本工芸会富山支部

　第3回　日本伝統工芸　富山支部展開催要項 高山市　日本工芸会富山支部

③地方支部会・人事問題　友禅　不審と書かれた紙箱

　　・日本伝統工芸展(染織）授賞と授賞候補

＜第2回伝展　日本工芸会東京支部　友禅の支部会員として中村理事が推薦したもの
　日本工芸会　支部会員　経歴　推薦書　の包＞
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＜東海支部の封筒＞

　東海支部展の開催通知
社団法人日本工芸会東海
支部　支部長　川崎　音三 昭和38年3月13日

5月25日－30日開
催

　日本工芸会東海支部　会員名簿 社団法人日本工芸会東海支部 昭和38年5月27日 染織の会員はいない

　社団法人日本工芸会全国支部会員名簿草稿 昭和38年5月22日

　第8回伝展　第1次鑑査委員会資料 昭和36年

＜支部規則アンケート　の封筒＞

　支部活動調査表 昭和38年

　社団法人日本工芸会支部規則改正案

　日本工芸会支部　規則改正お願い
日本工芸会　東京支部　幹
事長　音丸　耕堂 昭和39年

　社団法人日本工芸会支部規則改正案草稿等 昭和38年

＜京都　近畿支部の封筒＞

　近畿支部　第1回日本工芸展　案内状 大阪高麗橋三越 昭和34年5月20日－6月4日

　日本工芸会近畿支部役員表 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和37年7月14日

　近畿支部　第2回日本工芸展　出品依頼
社団法人日本工芸会　近
畿支部長　石川芳次郎 昭和35年2月1日

　近畿支部　第2回日本工芸展　開催要項 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和35年4月2日－7日

　近畿支部　第4回日本工芸展　開催要項 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和37年3月31日－4月5日 下書きもあり

　近畿支部　第1回日本工芸展　開催要項 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和35年4月2日－7日

　近畿支部　第2回日本工芸展　出品申込書の用紙 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和35年4月2日－7日

　会員名簿 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和37年7月

　近畿支部　第3回日本工芸展　賛助依
頼、開催要項、出品申込書の用紙

社団法人日本工芸会　近
畿支部長　松下幸之助

昭和36年4月1日－6日

　研究会への案内 社団法人日本工芸会　京都支部 昭和33年3月

　近畿支部　第4回日本工芸展　案内状 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和37年3月31日－4月5日

　日本工芸会京都支部研究展 日本工芸会京都支部 昭和33年5月 5月14，15日

　日本工芸会京都支部研究展　要項

　社団法人日本工芸会全国支部会員名簿草稿

　事務所移転通知 社団法人日本工芸会　近畿支部 昭和40年5月6日

＜山口支部の封筒＞

　社団法人日本工芸会全国支部会員名簿草稿

＜石川支部の封筒＞

石川支部「日本伝統工芸新作展」出品依
頼、開催要項、出品申込書

社団法人日本工芸会
石川支部長　嵯峨　喬

昭和37年4月
会期：6月18日－25
日

石川支部「日本伝統工芸新作展」出品依
頼

社団法人日本工芸会
石川支部長　嵯峨　喬

昭和38年4月8日

日本工芸会賞下付方お願い
社団法人日本工芸会
石川支部長　嵯峨　喬

昭和38年4月15日 松田権六宛て

4 ページ



石川支部「日本伝統工芸新作展」開催要
項、出品申込書

社団法人日本工芸会
石川支部長　嵯峨　喬

昭和38年4月

「石川の伝統工芸展」出品依頼、開催要
項、出品申込書

社団法人日本工芸会　石川支部長　 昭和40年5月31日
会期：6月11日～16
日

出品依頼
社団法人日本工芸会
石川支部長　宮下与吉

昭和39年6月1日

＜その他＞

幹事会への御出席方お願い
社団法人日本工芸会　東
京支部　幹事長　香取正彦 昭和40年10月10日

日本工芸会北陸支部展　出品依頼、要項
社団法人日本工芸会　北陸
支部　支部長　嵯峨　保二 昭和34年3月12日

会期は4月17日-22
日(金沢市）、25日-
5月10日(高岡市）

日本工芸会北陸支部展　出品依頼(再）、要項
社団法人日本工芸会　北陸
支部　支部長　嵯峨　保二 昭和34年4月1日

日本工芸会北陸支部展報告
社団法人日本工芸会　北陸
支部　支部長　嵯峨　保二 昭和34年4月30日

日本工芸会北陸支部展 昭和34年4月17日-22日

東京国立博物館建物使用規定

日本工芸会会報　73号 社団法人　日本工芸会 昭和58年7月31日

日本工芸会会報　76号 社団法人　日本工芸会 昭和61年7月31日

日本工芸会会報　78号 社団法人　日本工芸会 昭和63年7月31日

日本工芸会会報　79号 社団法人　日本工芸会 平成1年1月31日

日本工芸会会報　80号 社団法人　日本工芸会 平成1年7月25日

日本工芸会会報　81号 社団法人　日本工芸会 平成2年1月31日

日本工芸会会報　82号 社団法人　日本工芸会 平成2年7月31日

日本工芸会会報　83号 社団法人　日本工芸会 平成3年1月31日

昭和61年度通常総会資料 社団法人　日本工芸会 昭和61年5月15日

昭和58年度収支決算報告書 社団法人　日本工芸会 昭和59年

昭和60年度収支決算報告書 社団法人　日本工芸会 昭和61年

昭和61年度収支決算報告書 社団法人　日本工芸会 昭和62年

昭和46年度通常総会資料、事業報告 社団法人　日本工芸会 昭和46年11月25日

昭和48年度通常総会資料 社団法人　日本工芸会 昭和48年5月30日

昭和59年度通常総会資料 社団法人　日本工芸会 昭和59年5月17日

伝統工芸展鑑査方式、機構表他 社団法人　日本工芸会

社団法人　日本工芸会定款新旧対照表 社団法人　日本工芸会 昭和57年

松田権六先生通夜要領 社団法人　日本工芸会 昭和61年6月18日

以下はコピー（原本は塩沢氏所有と思われる）

＜会報　の封筒＞

＜(財）日本工芸会コピー　会報　の封筒＞

＜日本工芸会　58，61年度収支決算の封筒＞
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第23回伝統工芸新作展実行委員名簿 社団法人　日本工芸会

第9回伝統工芸武蔵野展実行委員名簿 日本工芸会東京支部 昭和57年10月3日

第10回伝統工芸武蔵野展予算案 日本工芸会東京支部 昭和57年10月3日

第22回伝統工芸新作展東京展決算書 日本工芸会東京支部

日本工芸会東京支部　57年度通常総会資料 日本工芸会東京支部 昭和57年7月23日

＜59年東京支部資料の封筒＞

実行委員委嘱状(塩沢照彦氏宛て） 日本工芸会東京支部 昭和59年12月25日

日本工芸会東京支部第23回および24回伝統
工芸新作展実行委員会開催のお知らせ

日本工芸会東京支部 昭和59年1月14日

日本工芸会東京支部第24回伝統工芸新
作展開催要項

日本工芸会東京支部
会期：昭和59年4月
17日-22日

第24回伝統工芸新作展鑑審査委員候補者 社団法人　日本工芸会

伝統工芸新作展実行委員会規約 社団法人　日本工芸会 昭和59年

第24回伝統工芸新作展実行委員名簿 社団法人　日本工芸会

第24回伝統工芸新作展本年度予算案 社団法人　日本工芸会

第23回伝統工芸新作展決算書 社団法人　日本工芸会

＜日本工芸会　東京支部の封筒＞

日本工芸会　東京支部　昭和59年度通常総会資料 昭和59年8月28日

日本工芸会　東京支部　昭和60年度通常総会資料 昭和60年9月5日

鑑査委員候補者

日本工芸会　東京支部会員在籍数 昭和60年8月1日

第20回伝統工芸新作展のチラシ等の広報資料 4.8～20

日本工芸会東京支部幹事会資料 昭和55年6月25日

＜61年　東京支部の封筒＞

第26回　伝統工芸新作展開催要項
東京都教育委員会、日本
工芸会、日本工芸会　東京
支部

会期：昭和61年4月
15日～20日

第26回　伝統工芸新作展予算案

第26回　伝統工芸新作展実行委員名簿 昭和61年12月21日

東京支部幹事 昭和61年9月17日

日本工芸会　東京支部の幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和61年12月6日 日時：12月21日

第25回伝統工芸新作展実行委員会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和61年1月17日

実行委員　委嘱状（塩沢照彦宛て）
日本工芸会　東京支部　支
部長　梅沢信二 昭和60年12月25日

第26回伝統工芸新作展実行委員職務分担表

伝統工芸新作展実行委員会規約 昭和61年2月14日

第26回伝統工芸新作展東京展　決算書

第27回伝統工芸新作展鑑審査委員名簿

貸借対照表　、財産目録 昭和62年3月31日

昭和61年度一般会計収支計算書、特別会計 昭和61年4月1日-62年3月31日

＜57年東京支部資料の封筒＞
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第26回伝統工芸新作展　第17回仙台展　決算書 昭和61年4月1日-11月15日

第14回札幌展決算書 昭和61年4月1日-62年3月31日

昭和62年度一般会計収支予算案

昭和61年度事業報告

日本工芸会　東京支部　昭和61年度通常
総会資料

昭和61年9月17日

＜62年　東京支部資料の封筒＞

日本工芸会　東京支部　昭和62年度通常
総会資料

昭和62年9月27日

第27回伝統工芸新作展実行委員職務分
担表、鑑審査委員名簿

昭和62年2月18日

日本工芸会　東京支部　昭和62年度通常
総会のお知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和62年9月16日

第34回日本伝統工芸展の陳列および撤
去のお手伝いのお願い

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和62年9月6日

陳列　9/21、撤去
10/4

日本工芸会　東京支部　幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和62年11月30日 日時：12月15日

第27回伝統工芸新作展実行委員会のお
知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和62年1月30日

日本工芸会　東京支部の幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和62年3月27日 日時：4月13日

第28回伝統工芸新作展東京展予算書・決
算書・実行委員名簿・規約

日本工芸会　東京支部

地方会場打合せ会について
日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和61年12月28日

第26回伝統工芸新作展　実行委員会の
お知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和61年12月28日

第27回伝統工芸新作展東京支部予算書 日本工芸会　東京支部

昭和62年上半期行事予定

第27回伝統工芸新作展実行委員会規約 昭和62年1月22日

第27回伝統工芸新作展開催要項 会期：昭和62年4月14日-4月19日

第27回伝統工芸新作展実行委員名簿

第27回伝統工芸新作展出品者懇親会の
お知らせ

第27回伝統工芸新作
展実行委員会

昭和62年3月14日 日時：4月14日

日本工芸会　東京支部　新年会のお知らせ 日本工芸会　東京支部 昭和62年1月21日

日本工芸会　東京支部の幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支
部　幹事長　香取正彦

昭和62年9月9日

第27回伝統工芸新作展　新潟展開催記
念開場式の御案内

日本工芸会　東京支
部　新潟日報社

昭和62年5月8日
会期：5月8日～
13日

第27回伝統工芸新作展　実行委員会の
お知らせ

日本工芸会　東京支
部　幹事長　香取正彦

昭和62年12月25日 日時：1月22日

第27回伝統工芸新作展　出品者数内訳表

第27回伝統工芸新作展出品者懇親会の
お知らせ

昭和62年3月14日 日時：4月14日

第28回伝統工芸新作展開催要項
東京都教育委員会、日本工芸
会、日本工芸会　東京支部

日時：昭和63年4月12日-17日

地方会場関係資料
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＜63年東京支部資料　の封筒＞

日本工芸会　東京支部　昭和63年度通常
総会のお知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和63年8月15日 日時：8月30日

日本工芸会　東京支部　幹事会のお知ら
せ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和63年8月5日 日時：8月23日

東京支部幹事任期満了につき支部幹事
改選について

日本工芸会　東京支部　幹
事長　香取正彦 昭和63年6月8日

支部幹事選挙
日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫

日本工芸会　東京支部昭和63年度通常総会 昭和63年8月30日 2部あり

昭和62年度　事業報告
昭和62年4月1日-
63年.3月31日

昭和63年度　事業報告
昭和63年4月1日-
64年3月31日

会報　50，51号企画書 日本工芸会　東京支部

日本工芸会　東京支部幹事　名簿、内規 昭和63年12月19日

第28回伝統工芸新作展実行員職務分担
表、鑑審査委員名簿

職務内容及び活動時間

日本工芸会支部展の名称 昭和63年8月23日

＜東京支部　平成元年　その他　の封筒
＞
日本工芸会　東京支部　平成元年度通常
総会資料

平成元年8.26

日本工芸会　東京支部幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫 平成元年3月11日 日時：4月1日

日本工芸会　東京支部幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫 平成元年10月30日 日時：11月12日

第29回　伝統工芸新作展実行委員職務
分担表

東京支部研究会 東京支部研究会係 平成元年11月20日

日本工芸会　東京支部平成2年新年会の
お知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫 平成2年1月16日

第30回伝統工芸新作展実行委員会のお
知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫

平成元年12月25日　 日時：1月19日

日本工芸会　東京支部幹事会のお知らせ
日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫

平成元年12月23日　 日時：1月16日

日本工芸会　東京支部平成元年度通常
総会のお知らせ

日本工芸会　東京支部　幹
事長　松原利夫 平成元年8月12日 日時：8月12日

平成元年度事業報告

第29回　伝統工芸新作展開催要項
会期：平成元年4月
11日-4月16日

第30回　伝統工芸新作展実行委員名簿、規約

日本工芸会　東京支部　幹事 昭和63年12月19日

第23回伝統工芸新作展開催要項
会期：58年4月19日
-4月24日

第10回伝統工芸武蔵野展開催要項、関
係資料

会期：昭和58年11
月9日-11月14日
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＜染織部会の封筒＞

日本工芸会　東京支部染織部会総会資料 昭和55年11月25日

昭和58年度日本工芸会　東京支部染織
部会総会資料

昭和58年3月3日

昭和59年度日本工芸会　東京支部染織
部会総会資料

昭和59年8月28日

昭和61年度日本工芸会　東京支部染織
部会総会資料

57年度事業報告

東京支部染織部会決算書 昭和56年7月1日-6月30日

伝展21回展関係資料 昭和59年5月2日

60年度予算案

第21、22回染織展収支決算書、見込書、
予算書

日本工芸会染織部会研修会関係資料 昭和55,59,60

＜東京支部染織部会の封筒＞
総会と合同研究会のお知らせ、53年度決
算

昭和54年11月4日

54年度決算報告書、委員名簿、事業報告

56年度通常総会資料 昭和56年10月13日

56年度事業報告 昭和58年11月

58年度総会資料

59年度総会資料、58年度決算書

60年度総会資料

平成元年度通常総会資料

日本工芸会　東京支部染織部会委員会
委員名簿

昭和55年11月25日

研修会関係資料 昭和55,57,59

山田貢氏叙勲祝賀のつどい 世話人　中村忠三 昭和58年12月6日

＜昭和58年染織部会資料の封筒＞

昭和58年度日本工芸会染織部会総会資料 昭和58

伝統工芸　第20回日本染織展図録の抜粋 昭和58

＜昭和59年染織部会資料の封筒＞

伝統工芸　第21回日本染織展図録の抜粋 昭和59.5

伝統工芸　第22回日本染織展実行委員
会資料

昭和59年1月19日

昭和59年染織部会幹事会・其他 山田貢 昭和59年9月11日 日時は9月19日

第13回染織部会総会および研究会 森口華弘 昭和59年2月20日

昭和59年度事業報告

＜昭和61年染織部会資料の封筒＞

第23回日本伝統工芸染織展　図録抜粋

第22回日本染織展運営委員会並びに実
行委員会開催について

社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 昭和59年12月17日 塩沢照彦宛
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日本工芸会染織部会総会および研究会のお知らせ
日本工芸会　染織部会長
山田貢 昭和60年2月20日

第23回日本染織展実行委員会開催について
社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 昭和60年12月13日

第22回日本染織展実行委員会開催について 昭和60年1月17日

第14回日本工芸会染織部会総会および研修会日程表 昭和60年2月20日

伝統工芸　第22回日本染織展、授賞式　案内状
伝統工芸　第23回日本染
織展　実行委員会委員長
山田貢

昭和60年4月 日時：5月8-12日

昭和59年度　日本工芸会染織部会総会資料 昭和59年

＜昭和62年染織部会資料の封筒＞

第24回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和62年5月

61年度　日本工芸会染織部会総会資料 昭和61年11月11日

第24回日本染織展実行委員会開催につ
いて、関係資料

社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 昭和61年12月11日 日時62年１月14日

第23回日本伝統工芸染織展業務委嘱に
ついて（案内状業務）

日本工芸会　染織部会長
山田貢 昭和61年2月4日

＜昭和63年染織部会資料の封筒＞

第24回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和63年5月

62年度通常総会の開催について、決算書
社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 昭和62年4月15日 日時：5月14日

第24回日本伝統工芸染織展実行委員会
資料他

日本伝統工芸染織展　鑑審査委員選考資料

第25回日本伝統工芸染織展実行委員名
簿、開催要項他

第26回日本伝統工芸染織展実行委員会資料 昭和63年1月13日

昭和63年度　社団法人　日本工芸会染織
部会総会資料

昭和63年

日本工芸会染織部会幹事会のお知らせ　他 染織部庶務係 昭和63年9月28日

＜平成２年染織部会資料の封筒＞

第27回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 平成2.5

第26回日本伝統工芸染織展東京会場列
品解説について（依頼）

日本伝統工芸染織展　実
行委員長　田島比呂子 平成元年1月27日 塩沢氏宛て

第26回日本伝統工芸染織展鑑査委員の
委嘱について

日本伝統工芸染織展　実
行委員長　田島比呂子 平成元年1月27日

塩沢氏宛て
日時：4月6日

第26回日本伝統工芸染織展鑑査委員の
委嘱並びに実行委員会の開催について

社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 昭和63年12月5日 日時：1月10日

第26回日本伝統工芸染織展開催要項他
平成元年5月9日-
14日（東京展）

日本伝統工芸染織展について考える

第26回染織展中間報告 平成1年7月21日

平成元年　染織部会総会資料

第36回日本伝統工芸展　染織部会出品
者研究会

社団法人　日本工芸会　染
織部会 平成1年9月2日 日時：9月27日

資料（実行委員名簿等） 平成2年1月9日

10 ページ



第27回日本伝統工芸染織展実行委員会の委
嘱並びに実行委員会の開催について

社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 平成1年12月8日 日時：1月9日

第28回日本伝統工芸染織展実行委員会の委
嘱並びに実行委員会の開催について

社団法人　日本工芸会　理
事長　深見吉之助 平成2年12月18日 日時：１月１８日

第27回日本伝統工芸染織展実行委員会
資料　他

平成2年1月9日

部会展ポスター打合せ会の開催について
社団法人　日本工芸会事
務局長　清水実 平成2年2月2日 日時：2月8日

＜平成３年染織部会資料の封筒＞

第28回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 平成3年5月

第28回日本伝統工芸染織展鑑査委員、
庶務の委嘱について他

実行委員長　田島　比呂子 平成3年2月21日 日時：４月４日

第28回日本伝統工芸染織展東京会場列
品解説について

実行委員長　田島　比呂子 平成3年3月5日 日時：5月10日

第28回日本伝統工芸染織展実行委員名
簿、開催要項他

＜染織展図録の封筒＞

第17回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和55年5月

第18回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和56年5月

第19回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和57年5月

第22回日本伝統工芸染織展　図録抜粋 昭和60年5月
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（箱に張り付けてあったメモ）

作成日：2014年3月

        日本工芸会 作成者：小野瀬　永子

　　　　伝統工芸展

　　　　染織部会理事会

　　　　保持者会

①日本工芸会染織部会展　記録　第１回より第９回まで　但　３回、４回なし 紙箱入り ※実際は１～１０まである

「３９年第１回染展」の袋

主題、内容 作成者等 年代 開催日時等 会場・備考

開催通知 社団法人　日本工芸会 S39.2 2通あり

第1回日本伝工芸染織展開催要項案 社団法人　日本工芸会 S38.8.14 2通あり

第1回日本伝工芸染織展開催要項案 社団法人　日本工芸会 S38.8.22

第1回日本伝工芸染織展開催要項案 社団法人　日本工芸会 S38.9.29

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項（案） 社団法人　日本工芸会 S38.10.17

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項（案） 社団法人　日本工芸会 S39.11.22

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S39.9.19 青焼きの印刷

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S38.1129 印刷のもの

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S38.11.30 印刷のもの

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S39 印刷のもの

伝統工芸第1回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S39 印刷のもの

日本染織展打合会　次第 社団法人　日本工芸会 S38 or 39 9.19 松坂屋本社

実行委員名簿 社団法人　日本工芸会 S38 or 39

第1回日本伝工芸染織展収支予算案 社団法人　日本工芸会 S38.8.14

日本染織展　審査要領 社団法人　日本工芸会 S38

第1回日本伝工芸染織展打合会 社団法人　日本工芸会 S38.8.8 S38.8.14

染織部会実行委員会の件 社団法人　日本工芸会 S38.8.16 S38.8.22

鑑査並びに審査委員委嘱願い・承諾書（写） 社団法人　日本工芸会 S38.10

第1回日本伝工芸染織展実行委員名簿 社団法人　日本工芸会 S38.10.17

第1回日本伝工芸染織展実行委員会通知 社団法人　日本工芸会 S38.11.29 上野松坂屋

日本染織展実行委員ご委嘱の件 社団法人　日本工芸会 S38.12.19 受　38.12.24

第１回日本伝工芸染織展実行委員会次第 社団法人　日本工芸会 S38.2.22

伝統工芸日本染織展日程表 社団法人　日本工芸会 S39.3.10

伝統工芸日本染織展授賞式要項案 社団法人　日本工芸会 S38 or 39

一般案内状文案 社団法人　日本工芸会 S38 or 39

実行委員会通知 社団法人　日本工芸会 S39.2.20

伝統工芸日本染織展審査会について 社団法人　日本工芸会 S39.2 審査：3/2～4 東京国立博物館内　応挙館

入選通知 社団法人　日本工芸会 S39.3.5

審査関係資料 社団法人　日本工芸会 S39

書簡 鎌倉　芳太郎 S38.11.2

出品リスト 社団法人　日本工芸会 S38 or 39 手描き

染織部会展趣旨 社団法人　日本工芸会 S38 or 39

第2回日本染織展打合会について 社団法人　日本工芸会 S39.9.12 S39.9.19 松坂屋本社

日本染織会打合会・昭和39年度第4回常任理事
会通知

社団法人　日本工芸会 S39.10.7 S39.10.13、14

日本染織展実行委員ご委嘱の件 社団法人　日本工芸会 S39.10.30

日本染織展審査期日の通知 社団法人　日本工芸会 S39.11.20 S40.2.17,18

　日本工芸会資料全６箇の内　No.4（平成3年コピー済み）
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＜第2回展＞

新聞記事 朝日新聞 S40.3.11

新聞広告 朝日新聞 S30.3.10

審査資料類 S40

第2回伝統工芸　日本染織展　出品目録 社団法人　日本工芸会 S39

第2回伝統工芸　日本染織展　出品目録 社団法人　日本工芸会 S39

第2回伝統工芸　日本染織展　開催要項 社団法人　日本工芸会 S40 2部あり

第2回伝統工芸　日本染織展　審査細則 社団法人　日本工芸会 S38.8.29

伝統工芸　日本染織展　審査員リスト・開催地 社団法人　日本工芸会 S40.3

第2回伝統工芸　日本染織展　授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S40.2 S40.3.9 上野松坂屋

第１、2回伝統工芸　日本染織展　出品申込書 社団法人　日本工芸会 S39.40

一般案内状文案・授賞式案内状文案 社団法人　日本工芸会 S40.2.6

日本染織展実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S40.1.29 S40.2.6 帝国ホテル

日本染織展実行委員会次第・日程表・授賞式要領案 社団法人　日本工芸会 S40.2.6

日本染織展　審査日（2/17，18）の通知 社団法人　日本工芸会 S40.2.12 東京国立博物館　小講堂

審査員選考について 社団法人　日本工芸会 S40.2.17 S40.2.26 東京国立博物館　応挙館・九条館

＜第3回展＞

第3回伝統工芸　日本染織展　実行委員会　開催通知 社団法人　日本工芸会 S41.1.14 銀座松坂屋

第3回伝統工芸　日本染織展　実行委員会　資料 社団法人　日本工芸会 S41.1.29

第3回伝統工芸　日本染織展　審査委員会通知 社団法人　日本工芸会 S41.4.12 S41.4.26，27 東京国立博物館　応挙館・九条館

第3回伝統工芸　日本染織展　審査委員会委嘱状 社団法人　日本工芸会 S41.4.12

第3回伝統工芸　日本染織展　出品申込書 社団法人　日本工芸会 S41

第3回伝統工芸　日本染織展　授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S41.4 S41.5.4

第3回伝統工芸　日本染織展　開催要項 社団法人　日本工芸会 S41

第3回伝統工芸　日本染織展　出品目録 社団法人　日本工芸会 S41 東京展多数、名古屋展1部

第3回伝統工芸　日本染織展　名古屋展講演会関係 愛知県教育委員会社会教育課 S41.10.20

第3回伝統工芸　日本染織展　審査員選考参考表 社団法人　日本工芸会 S41

染織部会展の開催について 社団法人　日本工芸会 S40.12.17

＜第4回展＞

第4回日本染織展審査要領（案） 社団法人　日本工芸会 S42.4.27

伝統工芸第４回日本伝工芸染織展開催要項 社団法人　日本工芸会 S42.2.23

伝統工芸　第4回　日本染織展　授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S42.5 S42.5.16

伝統工芸　第4回　日本染織展　出品申込書 社団法人　日本工芸会 S42.5.6
綸子納戸地　うろこ文訪問着
115,000円

作品売約ご通知 社団法人　日本工芸会 S42

審査会通知 社団法人　日本工芸会 S42.4.7 4.27.28

審査委員委嘱状 社団法人　日本工芸会 S42.4

審査員依頼 社団法人　日本工芸会 S42.3.2

染織展陳列について 社団法人　日本工芸会 S42.5.1

出品者研究会について 社団法人　日本工芸会 S42.5.1 S42.5.16 東京国立博物館

実行委員会通知 社団法人　日本工芸会 S42.2.20 S42.2.28

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S42.2.28 上野松坂屋

選考委員会について 社団法人　日本工芸会 S42.2.6 S42.2.16 上野松坂屋

審査員・選考委員委嘱状 社団法人　日本工芸会 S42.2.6

染織部授賞一覧表・選考参考表 社団法人　日本工芸会 S42
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実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S42.1.14 S42.1.14 上野松坂屋

実行委員会委員委嘱状 社団法人　日本工芸会 S42.1.14

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S42.1.26

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S41.12.16

＜第5回展＞

開催要項 社団法人　日本工芸会 S43

出品目録 社団法人　日本工芸会 S43

授賞作品について 日本染織展実行委員会 S43.3.19

打合せ会について・資料 社団法人　日本工芸会 S42.11.11 S42.11.22 上野松坂屋

実行委員会通知・実行委員委嘱状 社団法人　日本工芸会 S42.12.8 S42.12.16 上野松坂屋

日程表 社団法人　日本工芸会 S42.12.8

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S42.12.16

諮問委員会について・委嘱状 社団法人　日本工芸会 S43.1.6 S43.1.12 上野松坂屋

審査員の選考について 社団法人　日本工芸会 S43.1.23 S43.2.1

審査関係資料 社団法人　日本工芸会 S43

出品申込書 社団法人　日本工芸会 S43

授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S43.3 S43.3.19

＜第6・7回展＞

・第6回

開催要項 社団法人　日本工芸会 S44

出品目録 社団法人　日本工芸会 S44

授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S44.4 S44.5.13

出品申込書 社団法人　日本工芸会 S44

開催期日について 社団法人　日本工芸会 S44.2.6

実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S44.2.28 S44.3.15 銀座松坂屋

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S44.3.15

審査委員について 社団法人　日本工芸会 S44.3.9 S44.4.25,26

審査員選考委員依頼 社団法人　日本工芸会 S44.3.26 S44.4.3 銀座松坂屋

審査員選考委員会資料 社団法人　日本工芸会 S44.4.3

実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S44.3.26 S44.4.8

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S44.4.8

審査について 社団法人　日本工芸会 S44.4.17 S44.4.25,26 東京国立博物館

開催要項案・審査委員名簿 社団法人　日本工芸会 S44

・第7回

新聞広告 日本経済新聞 S45.5.11

開催要項 社団法人　日本工芸会 S45

授賞作品について 社団法人　日本工芸会 S45.5.12

実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S45.1.13 S45.1.30

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S45.1.30

第2回実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S45.3.13 S45.4.3

第2回実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S45.4.3

3



審査員選考委員会について 社団法人　日本工芸会 S45.2.7 S45.2.20 勝馬は副委員長

開催要項案・審査委員名簿 社団法人　日本工芸会 S45.4.22

審査員一覧表 社団法人　日本工芸会 S46.2.18

＜第8回＞

開催要項 社団法人　日本工芸会 S46

授賞作品について 社団法人　日本工芸会 S46

実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S46.1.23 S46.2.5

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S46.2.5

審査員選考委員会通知・名簿 社団法人　日本工芸会 S46.2.10 S46.2.18

第2回実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S46.3.2 S46.3.16

第2回実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S46.3.16

入選者への案内状希望申込通知 社団法人　日本工芸会 S46

審査関係資料 社団法人　日本工芸会 S45.2.20

案内状 社団法人　日本工芸会 S46.5

授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S46.5 S46.5.18

＜第9回＞

開催要項 社団法人　日本工芸会 S47

授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S47.5 S47.5.16

実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S47.2.18 S47.3.2

実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S47.3.2

審査員選考委員会通知 社団法人　日本工芸会 S47.3.8

第2回実行委員会について 社団法人　日本工芸会 S47.3.17 S47.3.28

第2回実行委員会資料 社団法人　日本工芸会 S47.3.28

＜第10回＞

開催要項・出品申込書 社団法人　日本工芸会 S48.3.3 封筒入り

授賞式案内状 社団法人　日本工芸会 S48.5 S48.5.24

案内状 社団法人　日本工芸会 S48.5

書簡 小山　保家 S48.5.7

報告 社団法人　日本工芸会 S48.1.24

②「日本工芸会」のラベルの黒い缶

日本工芸会東京支部会報　No.29 日本工芸会東京支部 S52.7.31

日本工芸会東京支部会報　No.30 日本工芸会東京支部 S52.12.28

日本工芸会東京支部会報　No.31 日本工芸会東京支部 S53.9.15

日本工芸会東京支部会報　No.36 日本工芸会東京支部 S56.8.30

パリ三越店での販売作品募集 日本工芸会東京支部 S50.3.5

第2回　新人染織展　開催要項 日本きもの染織工芸会 S52.9.8～13 光哉が審査委員

第1回伝統工芸武蔵野展出品目録 日本工芸会東京支部 S49.11.1～6

第3回伝統工芸武蔵野展出品依頼 日本工芸会東京支部 S51

第4回伝統工芸武蔵野展開催要項 日本工芸会東京支部 S52

第7回　伝統工芸新作展開催要項 日本工芸会東京支部 S42

第9回　伝統工芸新作展出品申込書 日本工芸会東京支部 S44

第9回　伝統工芸新作展実行委員会開催通知 日本工芸会東京支部 S44.11.25 S44.12.10 会場:三越本店

日本工芸会東京支部新年会のお知らせ 日本工芸会東京支部 S44.11.25
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第10回　伝統工芸新作展実行委員委嘱状 日本工芸会東京支部 S44.11.20

第10回　伝統工芸新作展開催要項 日本工芸会東京支部 S45

第10回　伝統工芸新作展出品申込書・注意とお願い 日本工芸会東京支部 S45

第10回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S45.3.31

第10回　伝統工芸新作展　実行委員職務分担表 日本工芸会東京支部 S45.2.15
山田が搬入・搬出、図録・目録・
出版、会計の係になっている

第12回　伝統工芸新作展出品申込書・注意とお願い 日本工芸会東京支部 S47 ネクタイA,B を出品

第12回　伝統工芸新作展　開催要項 日本工芸会東京支部 S47

第13回　伝統工芸新作展出品申込書・注意とお願い 日本工芸会東京支部 S48

第13回　伝統工芸新作展　開催要項 日本工芸会東京支部 S48

第13回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S48

第13回　伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S48.3 S48.4.12

第14回　伝統工芸新作展　開催要項 日本工芸会東京支部 S49

第14回　伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S49.3 S49.4.9

第14回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S49

第16回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S51

第18回　伝統工芸新作展　開催要項 日本工芸会東京支部 S53

第18回　伝統工芸新作展　出品申込書 日本工芸会東京支部 S53

研修会通知 日本工芸会東京支部 S44.10.3 S44.10.20

会費納入のお願い 日本工芸会東京支部 S45.2.16 年額￥3600

第10回　伝統工芸新作展実行委員会開催のお知らせ 日本工芸会東京支部 S45.2.28 S45.3.11

第10回　伝統工芸新作展実行委員会開催のお知らせ 日本工芸会東京支部 S45.1.25 S45.2.7

日本工芸会東京支部幹事会開催通知 日本工芸会東京支部 S45.6.24 S45.7.6

日本工芸会東京支部通常総会開催通知 日本工芸会東京支部 S45.6.25 S45.7.9

訃報のお知らせ（高島春芳） 日本工芸会東京支部 S45.3.5

第15回　日本染織展搬入締切日変更の件 日本工芸会東京支部 S53.4.13

＜53年　18回支部展の封筒＞

第２回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S40

第３回　伝統工芸新作展　出品目録 日本工芸会東京支部 S41 七宝文卓布ABを出品

石川の伝統工芸展出品依頼、開催要項 日本工芸会石川支部 S39

日本工芸会東京支部通常総会資料 日本工芸会東京支部 S40.6.3

第7回　伝統工芸新作展実行委員委嘱状 日本工芸会東京支部 S41.12.1

第7回　伝統工芸新作展実行委員会開催通知 日本工芸会東京支部 S41.12.2 S41.12.15

第7回　伝統工芸新作展開催要項案 日本工芸会東京支部 S41.12.17

第7回　伝統工芸新作展実行委員名簿 日本工芸会東京支部 S41.12.17

第7回　伝統工芸新作展予算案・職務分担内訳表 日本工芸会東京支部 S41.12.17

第7回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S42.3.31

第7回　伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S42.3 S42.4.12

第7回　伝統工芸新作展　出品申込書 日本工芸会東京支部 S42.3

第7回　伝統工芸新作展　出品目録 日本工芸会東京支部 S42.４

第7回　伝統工芸新作展実行委員会開催通知 日本工芸会東京支部 S42.1.29

第8回　伝統工芸新作展実行委員委嘱状 日本工芸会東京支部 S42.11.3

第8回　伝統工芸新作展　開催要項・ご注意とお願い 日本工芸会東京支部 S43.2.3

第8回　伝統工芸新作展実行委員会開催通知 日本工芸会東京支部 S42.11.20 S42.12.6

第8回　伝統工芸新作展　DM 日本工芸会東京支部 S43

第8回　伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S43.3 S43.4.13

第8回　伝統工芸新作展　出品申込書 日本工芸会東京支部 S43.3.21
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日本伝統工芸展機構及び鑑審査問題についての説明会 日本工芸会東京支部 S43.1.19 S43.1.30

第8回　伝統工芸新作展　出品者懇親会通知 日本工芸会東京支部 S43.3.21 S43.4.9

第9回　伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S44.3 S44.4.16

第9回　伝統工芸新作展　出品者懇親会のお知らせ 日本工芸会東京支部 S44.4.1 S44.4.15

第10回　伝統工芸新作展実行委員会開催のお知らせ 日本工芸会東京支部 S44.11.15 S44.12.7

日本工芸会東京支部　新年会のお知らせ 日本工芸会東京支部 S43.12.15 S44.1.12 日本橋三越

第９回　伝統工芸新作展実行委員委嘱状 日本工芸会東京支部 S43.11.15

理事任期満了につき改選の件 日本工芸会東京支部

研修会・幹事会等開催通知 日本工芸会東京支部 S42～44 はがき11枚

＜東京支部新作展の封筒＞

伝統工芸の正しい発展を目的とする審査、授賞
及び出品機構に関する改革案

六角　大壌 S45.2

草稿類 S38～44

第7回日本伝統工芸展開催要項 日本工芸会東京支部 S35

日本工芸会　定款 日本工芸会 S36.8.7

日本伝統工芸展規定 日本伝統工芸展運営委員会 S43.7

日本伝統工芸展規定 日本伝統工芸展運営委員会 S44.3

第19回日本伝統工芸展案内状 日本工芸会東京支部 S47.9

ネクタイのキャプション 2700円と1750円

幹事会、研修会等の通知 日本工芸会東京支部 S41 はがき17枚

＜伝展改善案　の封筒＞

第10回伝統工芸展鑑査要領 日本工芸会東京支部 S38

第6回伝統工芸新作展　開催要項 日本工芸会東京支部 S41

第6回伝統工芸新作展　出品申込書・ご注意 日本工芸会東京支部 S41

第6回伝統工芸新作展　出品目録 日本工芸会東京支部 S41

第6回伝統工芸新作展　授賞式案内状 日本工芸会東京支部 S41.3 S41.4.13

第6回伝統工芸新作展　案内状 日本工芸会東京支部 S41.4.5

支部の資産および会計規則 日本工芸会東京支部 S32.3.22

会費未納者に関する件 日本工芸会東京支部

日本工芸会支部規則改正案 日本工芸会東京支部 S36.6.25

日本工芸会支部昭和41年度通常総会資料 日本工芸会東京支部 S41.6.6 霞山会館

日本伝統工芸展事務局委員 日本工芸会東京支部 S44.5.21

参考　重要無形文化財の指定および保持者の認定の基準 S44.7.22

日本伝統工芸展の運営その他の検討について 日本伝統工芸展実行委員会 S44.8.24 S44.9.16

伝統工芸展に関するアンケートの依頼 日本工芸会 S44.10

日本伝統工芸展出品数図表 日本工芸会 S44.10.26

日本伝統工芸展に関する小委員会について 日本工芸会 S45.1.23 R15.2.5

＜会の改革の封筒＞

審査関係資料、草稿類 S30～32
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＜緑のファイル＞

第1回伝統工芸武蔵野展　DM 武蔵野市教育委員会・日本工芸会東京支部 S49.10.22

第1回伝統工芸武蔵野展　出品申込書 武蔵野市教育委員会・日本工芸会東京支部 S49.11.1~6

第1回伝統工芸武蔵野展　開催要項 武蔵野市教育委員会・日本工芸会東京支部 S49

第1回伝統工芸武蔵野展　授賞式案内状 武蔵野市教育委員会・日本工芸会東京支部 S49.10 S49.11.1

第5回シルク博物館染織作品展終了について シルク博物館 S49.11.13

第5回シルク博物館染織作品展目録 シルク博物館 S49.1015～27

第12回日本伝統工芸展開催要項 日本伝統工芸展実行委員会 S40.8.2

第12回日本伝統工芸展出品申込書 日本伝統工芸展運営委員会 S40

第12回日本伝統工芸展　陳列委員委嘱状 日本伝統工芸展実行委員会 S40.9.16 S40.9.16

第12回日本伝統工芸展　第2次鑑査委員委嘱状 日本伝統工芸展実行委員会 S40.8.24

第12回日本伝統工芸展　鑑査委員名簿 日本伝統工芸展実行委員会 S40.8.30

第12回日本伝統工芸展　監査通知・日程表 日本伝統工芸展運営委員会 S40.7.17

第12回日本伝統工芸展　役割分担表 日本伝統工芸展実行委員会 S40.6.19

第12回日本伝統工芸展　行事表 日本伝統工芸展実行委員会 S40

第12回日本伝統工芸展　新聞広告・記事 朝日新聞 S40.3.9 広告の方は日時不明

第12回日本伝統工芸展　案内状 日本工芸会 S40.9 S40.9.21～10.3

第12回日本伝統工芸展　授賞式案内状 日本工芸会 S40.9 S40.9.21

社団法人日本工芸会研究奨励金交付規則 日本工芸会 S38.12.31

社団法人日本工芸会研究奨励金交付規則 日本工芸会 S39.3.9

伝統工芸展10周年記念奨励金交付者選考委員
会経過報告

日本工芸会 S39.3.11

社団法人日本工芸会研究奨励金交付規則 日本工芸会 S40.3.8

昭和41年度第1回臨時総会通知 日本工芸会 S41.10.26 S41.11.9 東京国立博物館

昭和41年度第1回臨時総会資料 日本工芸会 S41.11.9

日本伝統工芸展年齢層別出品者数一覧表・図録
売上成績表

日本工芸会 S38.111.30

10周年記念図録関係 日本工芸会 S39.7

部会推薦理事の投票について 日本工芸会 S45.4.21

染織部会出品者研究会アンケート集計 S46

＜ネガとプリントと書いてある缶＞

・スクラップファイル

第1回人間国宝新作展配置図 主催：毎日新聞社、後援：文化財保護委
員会、重要無形文化財保持者会

人間国宝名品展依頼関係 毎日新聞社

　　出品依頼、写真借用依頼、案内状 毎日新聞社 S38～39
出品作：シルクセンター所蔵の
黒留袖「雲文」

　　新聞記事 毎日新聞社 S39.6.11

第1回人間国宝新作展開催要項等 毎日新聞社 S40.1.25

　　出品予定調査 毎日新聞社 S40.4.22

　　天皇・皇后両陛下御幸啓について 毎日新聞社 S40.6.3

　　案内状 毎日新聞社 S４０．５ S40.6.1～6 東京展（上野松坂屋）

　　新聞広告 毎日新聞 S40.6.1

　　新聞記事 毎日新聞 S40.5.31、6.1、6/3

　　礼状 毎日新聞社 S40.6.21

　　案内状・招待券 毎日新聞社 S40.6 S40.6.15～20 大阪展（心斎橋大丸）

　　6/3天皇・皇后両陛下御幸啓の際の写真 上野松坂屋宣伝部 S40

会期：東京展（日本橋白木屋）6/12～
17、
大阪店5/26～31
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第２回人間国宝新作展開催要項等 毎日新聞社 S40 東京・大阪・名古屋・静岡で開催

　　出品依頼 毎日新聞社 S40.9.21

　　会合出席依頼 毎日新聞社 S40.9 S40.10.15 国立教育会館

　　作品撮影依頼（図録刊行のため） 毎日新聞社 S41.3.19

　　皇后陛下・皇太子殿下御夫妻御幸啓について 毎日新聞社 S41.3.30 4.12，14

　　新聞記事、広告 毎日新聞社 S41.4.9,12

　　案内状 毎日新聞社 S41.4 4.12,17 東京展（上野松坂屋）

　　案内状 毎日新聞社 S41.4 4.16～5.1 大阪展（心斎橋大丸）

第３回人間国宝新作展開催要項・礼状等 毎日新聞社 S41.9～S42.4

第４回人間国宝新作展開催要項、案内状等 毎日新聞社 S42.9～43.1

第５回人間国宝新作展開催要項等 毎日新聞社 S43.9~44.1

＜第6回人間国宝新作展の袋-1＞

第６回人間国宝新作展開催要項、出品依頼等 S44.9～45.4

＜第6回人間国宝新作展の袋-2＞

　第５回人間国宝新作展　案内状 毎日新聞社 S44.4 4/15～20 東京展（上野松坂屋）

　第５回人間国宝新作展　案内状 毎日新聞社 S44.5 5/6～5/11 大阪展（心斎橋大丸）

　第６回人間国宝新作展　案内状 毎日新聞社/松坂屋 S45.4 4/7～12 東京展（上野松坂屋）

　新聞記事・広告 毎日新聞社 S44～48

　依頼・礼状等 毎日新聞社 S44.5～52.2

　工芸部会について 重要無形文化財保持者会 S47.3.25 S47.4.11

＜第7回人間国宝新作展の袋＞

第７回人間国宝新作展開催要項・礼状・出品関係書類等毎日新聞社 S45.10～46.6 4/6～11 東京展（上野松坂屋）

＜第8回人間国宝新作展の袋＞

第８回人間国宝新作展開催要項・出品関係書類等 毎日新聞社 S46.10～S47 4/11～16 東京展（上野松坂屋）

＜第20回記念日本伝統工芸展の袋＞

第9回人間国宝新作展案内状 毎日新聞社 S48.4 4/26～30 東京展（上野松坂屋)

人間国宝関係新聞記事・広告 毎日新聞 S48~49
サントリーオールドで日本のここ
ろ・日本人の手というテーマ

＜第10回人間国宝新作展の袋＞

第10回人間国宝新作展案内状、案内状発送関係 毎日新聞社 S49

第10回人間国宝新作展開催要項・出品関係書類等 毎日新聞社 S48.9～49.6

新聞広告 毎日新聞社 S49.4.10

＜第11回人間国宝新作展の袋＞

第5回人間国宝新作展　ご返却作品 毎日新聞社 S44.5.23 訪問着あおい

第11回人間国宝新作展案内状 毎日新聞社 S50.4 4/10～15　東京展（上野松坂屋）

第12回人間国宝新作展案内状 毎日新聞社 S51.4 4/8～13　 東京展（上野松坂屋）

第12回人間国宝新作展開催要項等 毎日新聞社 S51.2.10

第13回人間国宝新作展出品目録・開催要項 毎日新聞社 S52.2.15 鳥と波　黒留袖　69万円

第13回人間国宝新作展新聞記事・広告 毎日新聞社 S52.4.6

東京展（上野松坂屋）4/11～16
大阪展（ブルジョン）5/16～21
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＜S41　理事会の封筒＞

昭和41年度　日本伝統工芸秀作展列名目録草案 日本工芸会 S40.12.1

昭和41年度　日本伝統工芸秀作展開催要項案 日本工芸会 S40.12.15

養成事業基金募集推進について 日本工芸会 S40.11.2

第伝統工芸展打合会 日本工芸会 S40.11.11 S40.11.27

基金設立案（重文保持者用、正会員用、一般会員用）日本工芸会 S40.11.4

理事推薦関係資料 日本工芸会 S41.2～10

理事選任通知 日本工芸会 S41.5.13

打合せ会通知 日本工芸会 S41.6.10 S41.6.23 霞山会館

昭和41年度第1回常任理事会開催通知 日本工芸会 S41.4.15 S41.5.4 上野松坂屋

昭和41年度第1回理事会開催通知・次第 日本工芸会 S41.4.20 S41.5.10 東京国立博物館

昭和41年度第2回理事会議題 日本工芸会 S41.6.23 霞山会館

昭和41年度第3回理事会開催通知 日本工芸会 S41.9.21 S41.10.1 東京国立博物館

昭和41年度第4回理事会開催通知 日本工芸会 S41.12.9 S41.12.20 東京国立博物館

昭和41年度通常総会開催通知 日本工芸会 S41.4.20 S41.5.11 東京国立博物館

昭和41年度通常総会次第・総会資料 日本工芸会 S41.5.11

第13回伝統工芸展打合会について 日本工芸会 S41.3.25 S41.4.6 虎ノ門教育会館

春季展覧会の開催についての打合せ会の件 日本工芸会 S41.3.22 S41.3.29 虎ノ門教育会館

第13回伝統工芸展会期案 日本工芸会 S41.3.29

第13回伝統工芸展陳列について 日本工芸会 S41.9.26 S41.10.3 三越本店

両展の目的の異同 日本工芸会

日本の伝統　くらしの工芸展（仮称）開催要綱草案 日本工芸会 S42.5～6

日本伝統工芸展打合会資料 日本工芸会 S40.11.27 三越

日本工芸会漆芸部会展打合せ会 日本工芸会 S40.11.27 三越

日本の伝統　うるしと木竹展審査員選考参考表 日本工芸会 S41.2.26

日本の伝統　うるしと木竹展入選作品目録 日本工芸会 S41.6.7～12 日本橋三越

日本の伝統　うるしと木竹展授賞式案内状 日本工芸会 S41.5 S41.6.7

理事長変更のあいさつ 松田権六 S41.6.30 後任は加藤土師萌

草稿類

＜41年総会の封筒＞

日本伝統工芸展規程 日本工芸会 S41.8

昭和41年度通常総会次第・総会資料 日本工芸会 S41.5.11 前の袋と重複

　41年度収支予算案 日本工芸会 S41 それぞれ2部あり

　40年度行事表 日本工芸会 S41

　41年度事業計画 日本工芸会 S41

　40年度収支決算 日本工芸会 S41

第13回日本伝統工芸展審査員日程表・審査資料 日本工芸会 S41.7.29

第13回日本伝統工芸展鑑査委員等選考委員会について 日本伝統工芸展実行員会 S41.6.30 S41.7.8 三越本店

日本伝統工芸展鑑査委員の委嘱について 日本伝統工芸展運営委員会 S41.7.26

日本伝統工芸展第1次鑑査委員委嘱状 日本伝統工芸展運営委員会 S41.8.16
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＜41年13回伝展の封筒＞

第13回日本伝統工芸展打合せ会について 日本工芸会 S41.6.14 S41.6.28 三越本店

第13回日本伝統工芸展開催要項案 日本工芸会 S41.8

第13回日本伝統工芸展皇太子・同妃殿下御幸奉迎 日本工芸会 S41.10.15

鑑査資料・出品者リスト 日本工芸会 S41.9.5～9.12

第13回日本伝統工芸展出品者申込書 日本工芸会 S41

第13回日本伝統工芸展案内状類 日本工芸会 S41.9

　案内状 日本工芸会 S41.9

　レセプション、授賞式（10/7）、 日本工芸会 S41.9

　岩田藤七「ガラス」特別講座（10/8） 日本工芸会 S41.9

＜42年理事会の封筒＞

日本の伝統　くらしの工芸展について 日本工芸会 S42.1.14 S41.1.24 東京国立博物館

理事長着任・新役員報告 日本工芸会　理事長　小山富士夫 S42.6.29

第14回日本伝統工芸展鑑査委員等選考委員会資料 日本伝統工芸展運営員会 S42.8.12

京都会期問題に関するメモ S42.8.12

審査委員追加について 日本伝統工芸展実行員会 S42.8.14

第14回日本伝統工芸展鑑査委員の委嘱について・委嘱状 日本伝統工芸展運営員会 S42.8.17

第14回日本伝統工芸展　陳列品解説について 日本伝統工芸展実行員会 S42.9.19 9/29に依頼

第14回日本伝統工芸展出品要項 日本工芸会 S42.7.14

第14回日本伝統工芸展審査要領案・審査日程表 日本工芸会 S42.8

出品者研究会及び懇親会ご案内 日本工芸会 S42.9.11 S42.9.27 東京国立博物館

行啓についての打合せ会について 日本伝統工芸展実行員会 S42.9.16 S42.9.23

案内状、図録希望調査 日本工芸会 S42
図録は一冊160円、案内状は10
枚ごとに25円切手1枚同封

「人間国宝」書籍刊行のお知らせ・申込書 日本工芸会 S42.2 1冊17000円、2000部限定

昭和42年度通常総会ご通知 日本工芸会 S42.5.11 S42.5.24 東京国立博物館

在京理事会開催通知 日本工芸会 S42.4.6 S42.4.19 東京国立博物館

昭和42年度第1回理事会通知 日本工芸会 S42.5.11 S42.5.23 東京国立博物館

昭和42年度第2回理事会通知・資料 日本工芸会 S42.6.17 S42.6.27 東京国立博物館

昭和42年度第3回理事会通知・資料 日本工芸会 S42.9.18 S42.9.25 東京国立博物館

昭和42年度第4回理事会通知・資料 日本工芸会 S42.11.28 S42.12.8 東京国立博物館

＜43年度理事会の封筒＞

昭和42年度第5回理事会通知 日本工芸会 S43.2.1 S43.2.16 東京国立博物館　※雪ため延期

昭和42年度第5回理事会通知 日本工芸会 S43.2.20 S43.3.4 東京国立博物館

理事任期満了につき改選の件 日本工芸会 S43.3.30

昭和43年度通常総会ご通知 日本工芸会 S43.5.18 S43.5.29 東京国立博物館

昭和43年度第1回理事会通知・資料 日本工芸会 S43.5.18 S43.5.28 韻松亭

理事依頼・承諾書写 日本工芸会 S43.5.31

昭和43年度第2回理事会通知・資料 日本工芸会 S43.6.7 S43.6.18 東京国立博物館

昭和43年度第3回理事会通知・資料 日本工芸会 S43.9.3 S43.9.9

昭和43年度第4回理事会資料 日本工芸会 S43.12.19

緊急提案 日本工芸会 S43.５

新会長についての賛否 日本工芸会 S43.10
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＜44年　総会の封筒＞

昭和44年度通常総会ご通知・資料 日本工芸会 S44.5.15 S44.5.28 東京国立博物館

昭和45年度第1回理事会通知・資料 日本工芸会 S44.5.13 S44.5.21 東京国立博物館

日本工芸会昭和43年度収支決算書 日本工芸会 S44.5.21

次年度伝承者養成事業について 日本工芸会 S44.7.29

「工芸品の取り扱いと保存法」刊行について 日本工芸会 S44.11.18 取材依頼

＜45年　理事会の封筒＞

昭和45年度第1回理事会通知・資料 日本工芸会 S45.5.2 S45.5.20 明治村東京事務所

日本工芸会昭和44年度収支決算書 日本工芸会 S45.5.20

理事会開催通知 日本工芸会 S45.5.30 S45.6.11

秋季臨時総会の開催について 日本工芸会 S45.8.11 S45.9.30 東京国立博物館

昭和45年度第3回理事会通知 日本工芸会 S45.8.25 S45.9.17 東京国立博物館

草稿類

＜45年　17回伝展の封筒＞

第17回日本伝統工芸展関係 日本工芸会

実行委員委嘱状 日本伝統工芸展運営委員会 S45.5.22

第1回実行委員会開催通知・資料 日本伝統工芸展実行委員会 S45.5.22 S45.6.4 三越本店

第2回実行委員会開催通知・資料 日本伝統工芸展実行委員会 S45.6.18 S45.6.25 三越本店

鑑査委員等選考委員会開催通知・資料 日本伝統工芸展実行委員会 S45.6.8 S45.6.18

選考委員表、審査要領 日本工芸会

第２次鑑査委員依頼 日本伝統工芸展実行委員会 S45.7.1 9/5～8

第2次鑑査委員委嘱状 日本伝統工芸展運営委員会 S45.8.22

審査要領案・日程表 日本工芸会 S45.9.9

17回伝統工芸展収支決算・予算 日本工芸会 決算は16のものもあり

日本伝統工芸展規程 日本工芸会 S45.5

出品票 日本工芸会

案内状（授賞式、レセプション　9/22） 日本工芸会 S45.9 9/22～10/4

　　〃　（講演と映画　9/29） 日本工芸会
映画「棟方志功の世界」講演「田
中一松「床の間と芸術鑑賞の問
題」

草稿類、審査関係書類 日本工芸会 S45

＜46年　18回伝展の封筒＞

日本伝統工芸展規程 日本工芸会 S45.5

第18回日本伝統工芸展予算案 日本工芸会 S46

社団法人日本工芸会昭和46年度収支予算案 日本工芸会 S46

昭和45年度通常総会ご通知 日本工芸会 S45.5 S45.5.28 東京国立博物館

昭和45年度臨時総会通知・資料 日本工芸会 S45.9 S45.9.30 東京国立博物館

昭和46年度通常総会ご通知・案内図 日本工芸会 S46.5 S46.5.26 東京都教育会館

昭和46年度臨時総会通知 日本工芸会 S46.11 S46.11.25 東京国立博物館

社団法人日本工芸会財産目録 日本工芸会 S46.3.31

昭和46年度保存事業について 日本工芸会 S46.5.18 S46.5.27 東京都文化会館

会長の推薦について 日本工芸会 S46.5.19

顧問追加について 日本工芸会 S45.6.19

11



第18回日本伝統工芸展第1回実行委員会開催通知・資料 伝統工芸展実行委員会 S46.6.28 S46.7.12 三越本店

鑑査委員等選考委員委嘱依頼・開催通知 伝統工芸展実行委員会 S46.7.16 S46.7.29 三越本店

第18回日本伝統工芸展第２回実行委員会開催通知 伝統工芸展実行委員会 S46.7.20 S46.8.4 三越本店

第18回日本伝統工芸展地方展一部変更について 伝統工芸展実行委員会 S46.10.14 大阪と金沢の日程が変更

昭和46年度保存事業委員会 日本工芸会 S46.11.12 S46.11.24 東京国立博物館

昭和46年度第３回理事会ご通知 日本工芸会 S46.11.12 S46.11.25 東京国立博物館

正会員認定審議の追加について 日本工芸会 S46.10.16

「染織名匠逸品展」出品のお願い 西武百貨店渋谷店 S47.725

＜46年　理事　の封筒＞

社団法人日本工芸会　昭和45年度収支決算 日本工芸会 S46

昭和45年度畠山基金収支決算書 日本工芸会 S46

昭和46年度第1回理事会ご通知・資料 日本工芸会 S46.5.1 S46.5.13 東京都文化会館

昭和46年度第２回理事会ご通知・資料 日本工芸会 S46.9.14 S46.9.23 明治村東京事務所

＜46年　第18回展の封筒＞

第18回日本伝統工芸展開催要項、規程 日本工芸会 S46.8.7

第18回日本伝統工芸展案内状（レセプション、授賞式） 日本工芸会 S46.9 S46.9.28

第18回日本伝統工芸展案内状（講演と映画） 日本工芸会 S46.9 S46.10.2 展覧会会期：9/28～10/10

出品票 日本工芸会 S46

第18回日本伝統工芸展第2回実行委員会資料 日本工芸会 S46.8.4 三越

＜46年18回展　皇太両殿お成り　の封筒＞

第18回日本伝統工芸展皇太子殿下・妃殿下お成
り　関係資料

日本工芸会 S46.10.6

＜４６．９　保持者会の封筒＞ ※年度ごとに紐でつづってある

懇親会の御案内 松田権六 S39.1.29 S39.2.5 銀座京急ホテル

重要無形文化財保持者会（仮称）会則案 S39.2.5 銀座京急ホテル

保持者会設立関係書類

　懇親会収支決算書・発起人案 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.2.25

　挨拶状 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.2.26

　重要無形文化財保持者会（仮称）会則案 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.5.2

　会合通知 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.8.22 S39.8.28 国立教育会館

　重要無形文化財保持者会（仮称）会則案 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.8.28

　総会通知 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.9.12

　重要無形文化財保持者会（仮称）会則案 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39.9.12

　重要無形文化財保持者懇親会配席 重要無形文化財保持者会創立事務所 S39

　重要無形文化財保持者リスト S39.9.28

　重要無形文化財保持者会第1回役員会資料 重要無形文化財保持者会 S39.11.24 国立教育会館

事務連絡（特別鑑賞会・図録） 日本工芸会 S40.1.8

国家指定芸能特別鑑賞会リーフレット （財）演劇研究会、文化財保護委員会 S40.1.28 歌舞伎座

後援可否調査（特別鑑賞会、人間国宝秀作展） 重要無形文化財保持者会 S40.1.14

人間国宝秀作展　開催要項案 S40.1.11

人間国宝新作展　開催要項案 毎日新聞社 S40.1.23

重要無形文化財保持者会昭和40年度通常総会通知・資料 重要無形文化財保持者会 S40.5.19 S40.6.1 教育会館

役員会開催通知 重要無形文化財保持者会 S40.5.20 S40.6.1 教育会館
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両陛下行幸に関する通知 重要無形文化財保持者会 S40.5.24

人間国宝新作展出品意向調査 重要無形文化財保持者会 S40.12.3

重要無形文化財保持者会昭和41年度通常総会通知・資料 重要無形文化財保持者会昭和 S41.11.25 S41.12.10 教育会館

重要無形文化財保持者会昭和42年度通常総会資料 重要無形文化財保持者会昭和 S42.6.19 教育会館

重要無形文化財保持者会昭和43年度通常総会資料 重要無形文化財保持者会昭和 S43.7.29 教育会館

重要無形文化財保持者会昭和46年度通常総会通知・資料 重要無形文化財保持者会昭和 S46.8 S46.9.29 教育会館

無形文化財の保護について（要望案） 重要無形文化財保持者会昭和 S46.10.4

＜４７伝展の封筒＞

第19回日本伝統工芸展開催要項・規程 日本伝統工芸展運営委員会事務所 S47年度

出品票

第19回日本伝統工芸展案内状（展覧会・授賞式） 日本工芸会　他 S47.9 授賞式：9/26

＜47年の封筒＞

昭和47年度第1回理事会ご通知 日本工芸会 S47.5.6 S47.5.18 明治村東京事務所

昭和47年度通常総会ご通知 日本工芸会 S47.5.12 S47.5.24 東京国立博物館

部会推薦理事改選の件 日本工芸会 S47.2.4

昭和47年度臨時総会ご通知・資料・案内図 日本工芸会 S47.11.11 S47.11.24 東京都教育会館

草木染研究会について 日本工芸会 S48.10.23 12.2～6 松原公房

人間国宝佳品展出品のお願い 田内　静三 S47.4.25 6.1～28 椿山荘美術館

日本工芸会東京支部研究会の御案内 日本工芸会東京支部研究会係 S47.6.28 S47.7.17 入間市・飯能市

＜48年度　日本工芸会　第20回記念展を激励する会の封筒＞

昭和48年度通常総会ご通知 日本工芸会 S48.5.17 S48.5.30 東京国立博物館

第20回日本伝統工芸展を激励する会開催通知 日本工芸会 S48. S48.6.6 日本橋三越

第21回日本伝統工芸展を激励する会報告 日本工芸会 S48.6.7

第20回日本伝統工芸展作品撮影協力依頼
日本伝統工芸展20周年記
念図録刊行委員会

S47.10

第20回記念図録関係書類 日本工芸会 S48.1

日本金工新作展　DM 日本工芸会 S48.6.19～24

＜記念図録封筒＞

第14回日本伝統工芸展出品　一越縮緬黒留袖
七宝に鱗　原稿類
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（箱に張り付けてあったメモ）

    ・風俗画報 ・シルクセンター
　　・婦人画報 ・工芸学会
　　・明治の御代 ・人間国宝新作展　松坂
　　・染織マンスリー ・珠工会
　　・スタイル ・伝統工芸高松店
　　・三越　非水表紙
　　・白木タイムス

・39年　横浜シルクセンターの袋
主題、内容 作成者等 年代 開催日時等 会場・備考

ポストカードセット（8枚入り） シルクセンター

オリンピック大会シルクフェア　案内状
オリンピック東京大会
シルクフェア実行委員会
会長　内山　岩太郎

S39.10.8
S39.10.8～
10.22

シルクセンター国際貿
易観光会館

シルクフェア出品案内
神奈川県、横浜市、日本
絹業協会、シルクセン
ター国際貿易観光会館

S39
S39.10.8～
10.22

勝馬は黒留袖　一越縮
緬地江戸前友禅雲文
（シルクセンター所蔵）
を出展

新聞記事 Japan Times 1964.10.7

新聞記事 ASAHI EVENING NEWS
1964.Sep-
Oct

シルク関係の記事・広
告８P

・産業工芸展の袋
全日本産業工芸展覧会事務連絡 財団法人　工芸学会 S30.6.25
工芸文化通信「特集　全日本産業工芸
展覧会」

財団法人　工芸学会編
集委員会

S30.8.1 2部あり

第1回全日本産業工芸展覧会目録
財団法人　工芸学会
日本経済新聞社

S30 S30.9.6～11 東横百貨店７階

出品依頼 財団法人　工芸学会 S30.3
請求書（工芸学会会費） 財団法人　工芸学会 S31.1.12
経歴 中村　勝馬 S30

第1回全日本産業工芸展覧会開催要項
財団法人　工芸学会
日本経済新聞社

S30 S30.9.6～11 東横百貨店７階

第2回全日本産業工芸展覧会開催要項
財団法人　工芸学会
日本経済新聞社

S31 S31.9.25～30 上野松坂屋新館4階

・黄色のファイル

「第15回　人間国宝新作展」開催要項
毎日新聞社、上野松坂
屋事業部

S54 S54.4.12～17 上野松坂屋

「第15回　人間国宝新作展」出品依頼 上野松坂屋 S53.11 墨跡・淡彩画の依頼

「第15回　人間国宝新作展」出品依頼 毎日新聞社 S54.1.1
「第15回　人間国宝新作展」出品依頼 上野松坂屋事業部 S54.2.24

人間国宝新作展　出品目録 中村勝馬 S54
黒留袖「花鳥の丸」
色紙　俳句2枚

借用証 上野松坂屋販売促進部 S54 上記2点

「第15回　人間国宝新作展」新聞広告、
記事

毎日新聞　夕刊 S54.4.11

主なる自作品、代表的作品目録 中村勝馬 S30.2/S53
国宝展の出品記録

・人間国宝展　案内状の袋
「第14回　人間国宝新作展」新聞広告、
記事

毎日新聞 S53.4.3、5 S53.4.6～11 上野松坂屋

「第14回　人間国宝新作展」案内状 毎日新聞社 S53.4 S53.4.6～11 上野松坂屋

「第14回　人間国宝新作展」出品依頼 上野松坂屋 S53.2.20
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「第14回　人間国宝新作展」出品依頼 毎日新聞東京本社 S53.1.1
「第14回　人間国宝新作展」開催要項 S52.11.3 S53.4.6～11 上野松坂屋

「第14回　人間国宝新作展」出品目録 中村　勝馬 S53.3.22 色紙「絵画」「書」

人間国宝展　案内状・図録発送リスト
手漉き和紙近作展 安部　栄四郎 S52.4 S52.4.11～16 日本橋三越

・昭和38年　珠工会の袋
第1回珠工会染織展開催要項（案） 珠工会 S37.7.10 S37.10.1～10
第1回珠工会染織展開催要項 珠工会 S37 S37.10.1～10 銀座　松屋

日本染飾作家聯盟珠工会　第1回展開
催要項

日本経済新聞大阪本
社、田畑喜八

S38 S38.5.7～12 大阪なんば高島屋

第1回日本染飾作品展　出品者資料
第2回日本染飾作品展　出品者リスト S39春
第2回日本染飾作品展　出品目録 S38 S38.10.4～9 銀座松屋

第1回日本染飾作品展　出品申込書 S38.4
東京染繍名匠展DM 山川　悦路 S37 S37.4.1-11 銀座松屋

第2回日本染飾作品展　東京展DM S38 S38.10.4～9 銀座松屋

書簡（珠工会新年会の招待） 山川　悦路 S37.12.18

・工芸春秋の袋
工芸文化通信 財団法人　工芸学会 S30.8.1
工芸春秋　12月 財団法人　工芸学会 S30.12.1
工芸春秋　1月 財団法人　工芸学会 S31.1.15
工芸春秋　13号 財団法人　工芸学会 S31.3.15
工芸春秋　14号 財団法人　工芸学会 S31.5.15
工芸春秋　15号 財団法人　工芸学会 S31.8.15
工芸春秋　16号 財団法人　工芸学会 S31.9.15
工芸春秋　18号 財団法人　工芸学会 S32.1.15
工芸春秋　19号 財団法人　工芸学会 S32.2.25

・其の他
ノート（伝展11回関係？）

第13回日本伝統工芸展目録
香川県教育委員会、日
本工芸会

S42.1.7～
18

香川県文化
会館

※出品はしていない

名札の高松　15枚15名分
第12回日本伝統工芸展（高松展）講演依
頼

第12回日本伝統工芸展
高松展実行委員会

S40.10.25 1.16に列品解説

第12回日本伝統工芸展高松展開催要項 S40.1.6～17

染織技術講習会開催に就いて 財団法人　工芸学会 S26.9.15 S26.9.22,23 勝馬、光哉が講師

第1回国際工芸親善会 財団法人　工芸学会 S25.3.22 染織部に光哉が参加

オリエント新華文調 明石　染人 1957．秋

明治の御代 鈴木　保 T1.11.1
明治天皇についての書
籍

美しいキモノ　第７集 婦人画報社 S31.10.15

こどもの本　この百年展 毎日新聞社 S40.4.29

風俗画報　第１２集　明治時代（１） 国際文化情報社 S33.5.15

風俗画報　第１３集　明治時代（２） 国際文化情報社 S33.6.15

風俗画報　第１４集　明治時代（３） 国際文化情報社 S33.7.15

風俗画報　第１５集　大正時代 国際文化情報社 S33.8.15

風俗画報　第１６集 国際文化情報社 S33.8.15

②「風俗画報・婦人画報・明治の時代」の缶
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③染織マンスリー ※複本も多い

染織マンスリー　1978　7月号 染色と生活社 S53.7.1 春風秋雨に勝馬の記事

染織マンスリー　1978　8月号 染色と生活社 S53.8.1 春風秋雨に勝馬の記事

染織マンスリー　1978　9月号 染色と生活社 S53.9.1 春風秋雨に勝馬の記事

染織マンスリー　1977　３月号 染色と生活社 S52.3.1 春風秋雨12

染織マンスリー　1977　４月号 染色と生活社 S52.4.1 春風秋雨13

染織マンスリー　1977　５月号 染色と生活社 S52.5.1 春風秋雨14

染織マンスリー　1977　６月号 染色と生活社 S52.6.1 春風秋雨15

染織マンスリー　1977　８月号 染色と生活社 S52.8.1 春風秋雨17

染織マンスリー　1977　１０月号 染色と生活社 S52.10.1 春風秋雨19

染織マンスリー　1978　３月号 染色と生活社 S53.3.1 春風秋雨24

染織マンスリー　1978　４月号 染色と生活社 S53.4.1 春風秋雨25

染織マンスリー　1978　６月号 染色と生活社 S52.3.12 春風秋雨27

染織マンスリー　1978　7月号 染色と生活社 S53.7.1 春風秋雨28

染織マンスリー　1978　8月号 染色と生活社 S53.8.1 春風秋雨29

染織マンスリー　1978　9月号 染色と生活社 S53.9.1 春風秋雨30

染織マンスリー　1978　11月号 染色と生活社 S53.11.1 春風秋雨32

染織マンスリー　1978　12月号 染色と生活社 S53.12.1 春風秋雨33

染織マンスリー　1979　5月号 染色と生活社 S54.5.1 春風秋雨37

染織マンスリー　1979　6月号 染色と生活社 S54.6.1
春風秋雨39　※38が不
明

染織マンスリー　1979　7月号 染色と生活社 S54.7.1 春風秋雨40

染織マンスリー　1979　8月号 染色と生活社 S54.8.1 春風秋雨41

染織マンスリー　1979　10月号 染色と生活社 S54.10.1 春風秋雨43

染織マンスリー　1979　11月号 染色と生活社 S54.11.1 春風秋雨44

染織マンスリー　1979　12月号 染色と生活社 S54.12.1 春風秋雨45

染織マンスリー　1980　1月号 染色と生活社 S55.1.1 春風秋雨46

染織マンスリー　1980　5月号 染色と生活社 S55.5.1 春風秋雨50

染織マンスリー　1980　7月号 染色と生活社 S55.7.1 春風秋雨52（最終回）

染織マンスリー　1980　10月号 染色と生活社 S55.10.1

染織マンスリー　1980　11月号 染色と生活社 S55.11.1

染織マンスリー　1980　12月号 染色と生活社 S55.12.1

染織マンスリー　1981　1月号 染色と生活社 S56.1.1

染織マンスリー　1981　2,3月合併号 染色と生活社 S56.2.15

染織マンスリー　1981　５月号 染色と生活社 S56.5.1

染織マンスリー　1981　６月号 染色と生活社 S56.6.1

④白木タイムス　流行のファイル

流行　第8　9月号 白木屋呉服店 M44

※表紙のみ
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流行　第9　4月号 白木屋呉服店 M45

流行　第14巻　第5号 白木屋呉服店 T6.5.1

流行　第14巻　第9号 白木屋呉服店 T6.9.1

流行　第14巻　第12号 白木屋呉服店 T6.12.1

白木タイムス　第15巻　第3号 白木屋呉服店 T7.3.1

白木タイムス　第15巻　第4号 白木屋呉服店 T7.4.1

白木タイムス　第15巻　第5号 白木屋呉服店 T7.5.1

白木タイムス　第15巻　第9号 白木屋呉服店 T7.9.1

白木タイムス　第15巻　第11号 白木屋呉服店 T7.11.1

白木タイムス　第15巻　第12号 白木屋呉服店 T7.12.1

白木タイムス　第16巻　第2号 白木屋呉服店 T8.2.1

白木タイムス　第16巻　第6号 白木屋呉服店 T8.6.1

白木タイムス　第16巻　第11号 白木屋呉服店 T8.11.1

白木タイムス　第17巻　第1号 白木屋呉服店 T9.1.1

白木タイムス　第17巻　第2号 白木屋呉服店 T9.2.1

白木タイムス　第17巻　第8号 白木屋呉服店 T9.8.1

白木タイムス　第17巻　第9号 白木屋呉服店 T9.9.1

白木タイムス　第17巻　第12号 白木屋呉服店 T9.12.1

白木タイムス　第18巻　第1号 白木屋呉服店 T10.1.1

白木タイムス　第18巻　第3号 白木屋呉服店 T10.3.1

白木タイムス　第18巻　第4号 白木屋呉服店 T10.4.1

白木タイムス　第18巻　第8号 白木屋呉服店 T10.9.1

白木タイムス　第18巻　第10号 白木屋呉服店 T10.11.1

⑤その他書籍類等

朝日ギャラリーニュース サンポウジャーナル S52.4.1

染織月報 染織月報事務局 S50.9.1

東京染のしおり 東京染織卸商業協同組合 S42.1.17

三越　第9巻　第1号 三越 T8.1.1 ※表紙のみ

眞美　第一号 眞美会 T13.7.20

三越 三越 M44.4

婦人画報　大正2年12月号 婦人画報社 T2.12.1

流行グラフ　第1巻第2号 流行グラフ社 T14.5.1

スタイル増刊　きもの読本 スタイル社 S33.1.1

絵画叢誌　第202巻 絵画叢誌発行所 M36.12.31

絵画叢誌　第192巻 絵画叢誌発行所 M36.1.25

絵画叢誌　第176巻 絵画叢誌発行所 M34.9.25

週刊現代（表紙のみ） 講談社
S42.6～
43.11

ワリチョー　明日を訪ね
るシリーズ45～62で伝
統工芸関係の連載が
あった

週刊朝日増刊 朝日新聞社 S50.9.30
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（箱に張り付けてあったメモ）

・出版　原稿　写真
・一廼穂　あいん
・シルク展
・新人展
・書道美術展
・マル技、マル芸関係

マル芸、マル技関係の缶
・「光哉　マル芸　昭和21～23」の綴り

主題、内容 作成者等 年代 開催日時等 会場・備考

大日本美術及工芸交易振興展覧会開
会通知

日本美術及工芸品株式会社 S21.6.20 東京都美術館

大日本美術及工芸交易振興展覧会陳
列通知

日本美術及工芸品株式会社 S21.7.8
壁掛「格子に植物」
卓布「菊花」

業務用絵絹購入表 日本美術及工芸統制協会 S18～21

指導研究会員推薦通知 日本美術及工芸指導所 S21.7.24

展覧会入選通知 日本美術及工芸品株式会社 S21.9.23 3級賞、壱千円

第2回日本美術展覧会入選通知（「やな
ぎ」利久屏風）

審査員長　山崎匠輔 S21.10

第2回日本美術展覧会招待状 審査員長　山崎匠輔 S21.10 S21.10.16～11.20

第2回日本美術展覧会東京陳列会出
品承諾依頼

東京都美術館内　日展事
務所

S21.11.1 大丸百貨店

取引開始届 S21.10

全日本画家協会定款 児玉　希望 S21.8

資材購入通帳 全日本画家協会 S21.9.16 尺五尺三　半匹ずつ

理事更迭に際して 旧理事長　児玉希望 S22.6.28

二科会春季展開催要項 二科会 S22.2 S22.3.25～4.7

染人社会則 光哉が会員

領収証 画家協会 S22.6.7 金380円（絵絹）

領収証 東京染織作家協会 S22.5.22

東京染織作家協会会則 S22

第３回日本美術展覧会入選通知
第３回日本美術展覧会審
査員長

S22.10

山梨美術協会秋季展通知 S22.11.25

第2回木村和一　和染塾工芸展 10.7～14 日本橋三越

染人社第3回展覧会 S22.5.14～20 日本橋三越

手工業用生糸染刺繍用生地割当に関
する件

東京染織作家協会 S22.12

臨時総会通知 東京染織作家協会 S23.1.28

東京染織作家協会第4回展覧会の件 東京染織作家協会 S23.3.1～6 三越本店

配給証明書 東京染織作家協会 S23.3.28

14匁塩瀬羽二重62.5
ヤール　12029円
37.5銭　/　白結城紬
2反　5714円

手工芸絹製品（第2次製品）展覧会開
催に関する通知

日本手工業染織繍技芸連盟 S23.1.31 高島屋 S23.3.8-16

展覧会公募規約 東京染織作家協会 S23.2.12 S23.3.1-6
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技術保存手工業絹製品の流通に関す
る要綱

S23.4.8

山梨美術協会春季展に関する通知 S23.3.24 岡島百貨店 S23.5.12-16

配給証明書 東京染織作家協会 S23.4.26
20匁綾羽二重25
ヤール　5859円75銭

技術保存手工業絹製品取扱販売店

配給絹による製品展示会について 会長　広川松五郎 7.8～10 東京美術館

第2回手工業絹製品展示会実施要項抜粋 S23.6.16～26 高島屋

第１回手工業絹製品染生地個人割当 S23.4.28

第１回手工業絹製品（第2次製品）生産
計画書

S23.5.10

第3回割当配給の件 東京染織作家協会 S23.5.10

優秀工芸品展示会開催の件
社団法人　東京都工芸協
会

S23.8.18～28 明治神宮表参道　光和

配給割当関係書類
綾羽二重　16匁
1870円40銭

優秀工芸品展示会出品目録控 S23

入選通知・懇親会開催通知 二科会 S23

配給絹に対する徴収金の件 手工業絹製品中央委員会 S23.7.20

差入票 中村光哉→三越 S23.11.4

取引開始届 S23.11.4

物貨庁接渉控 S23.11.6

需要者割当証明書受理に関する委任
状送付依頼の件

絹工芸品振興会 S23.12.4

物価統制第3条第1項但書による許可
申請に関する委任状

中村光哉→全日本染織繍
作家連盟

全日本染織繍作家連盟規約 全日本染織繍作家連盟 S23.12.11

許可通知書 物価庁長官　泉山三六 S23.12.2

業務規定 S23.12.11

日本手工業染織繍技芸連盟関東支部
名簿

営業内容届 中村光哉

・封筒入

山梨時事新聞 S22.9.3
勝馬、山田の記事あ
り

資材受給資格者査定趣旨
資材受給資格者査定事務
局

S18.12.7

工芸技術調査の依頼について
東京都教育委員会教育庁
加藤清一

S27.12.18

友禅報告書（写） 中村勝馬 S28.5.16

手描友禅模様染 東京染工業組合 S18

・フラットファイル入

納品書関係 中村勝馬 S24 複数あり

マル技　第1回受給生地　協会経由 中村勝馬

マル技　第2回受給生地　直接経由 中村勝馬

マル技　第２回受給生地　協会経由 中村勝馬

東京府繊維品第5部査定申請書 東京府繊維品査定委員会
白紙の様式、複数あ
り
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一部一部会価格査定申請書 中村勝馬 S23～24 多数あり

検査査定清算書
東京技術保存染色工業協
同組合

S23～24 多数あり

生産販売報告 中村勝馬 S23.11.30

価格差益報告書
中村勝馬→東京地方物価
事務局長

履歴書（安　春枝）

株券（日本工芸振興株式会社） 日本工芸振興株式会社 S22.10.1

日ソ国交回復記念工芸美術展覧会東
京地区審査員委嘱状

日本工芸美術展実行委員
会

S32.5.20

人事異動通知書（第4回日本伝統工芸
展鑑査会鑑査員委嘱）

文化財保護委員会委員長 S32.7.10

感謝状（東京価格査定委員会委員委
嘱終了）

東京都知事 S24.6.23

許可通知書 物価庁長官 S24.4.7

第1回染織楽趣会案内 10.17～26 銀座松坂屋

・ブルーのファイル

下書き反故原稿類

・「広告　染織・古書店」のファイル

日本の名匠　友禅の映画のチラシ ビデオパックニッポン
16㎜カラー　26分、
￥120,000

染織・書籍関係の新聞広告等 S50～52 多数あり

書店・古書店のはがき S48～50 多数あり

・「大正初期　月刊三越」のファイル

大正2年10月号の表紙

懸賞裾模様の当選記事（ポプラと渡鳥）

羽織の写真

・「メモ」の赤いファイル

製作納品関係等のメモ類

人間国宝による「絹の伝統染織名作
展」開催に伴う資料の出品方について

財団法人シルクセンター国
際貿易観光会館

S53.5.30
振袖「葵」訪問着
「葵」黒面「雲」出品

特別展「横浜絹の祭典と染織新作展」 シルク博物館 S54.10.1～31
光哉が「考える」を招
待作品で出品

書簡類
鍛冶田　加容子、シルク博
物館

S53

撮影依頼（婦人画報「人間国宝のきもの」
婦人画報編集部　名取　二
三江

S53.9.30
黒「鳥と青海波」訪
「葵」

・「紫紅」ファイル

書簡（資料返却関係） 紫紅社 S56.3.13

原稿類・草稿類

・「婦画　シルク博　人国宝展」のファイル
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・「一廼穂」ファイル

送り状、直し伝票、加工指図伝票類 一廼穂株式会社 S52～55

・「現代の友禅」ファイル

広告、編集要項、色見本、写真類

・「DESIGN」の赤いノート2冊

作品下図、メモ等 方眼紙のノート

・「Mathematics」のノート

下絵、メモ等

・赤いファイル

薬の手帳99号 大日本製薬株式会社 S42.5.20 掲載記事あり

メモ類

・「2人展」の黒いファイル

中村勝馬　沖六鵬　人とその作品展出
品目録

財団法人　日本書道美術
館

S54.4.1～5.13 

中村勝馬　沖六鵬　人とその作品展関
係資料

財団法人　日本書道美術館概要

・その他

あいん　１号 あいん株式会社出版部 1977．3月

あいん　２号 あいん株式会社出版部 1977．7月 掲載記事あり

あいん　４号 あいん株式会社出版部 1978．2月

写真集「人間国宝」　チラシ 読売新聞社 S41.8.27

綴錦　冊子 株式会社　川島織物

西陣グラフ　No.328 西陣織工業組合 S59.2.1

文化学園服飾博物館主要蔵品目録（抄） 文化学園服飾博物館 S55.4.30

第1回新人染織展関係書類 日本きもの染織工芸会　他 S51

第5回新人染織展関係書類 日本きもの染織工芸会 S55.9.10～14

大塚学院だより 学校法人　大塚学院 S55.9.20

松下美術館　真々庵　写真、リーフレット

本友禅　糯糊の作り方と扱い方（石井
嘉一）

1969.3．11 講演会の記録

田中直染料店便り 田中　直一 S53

・入学式・卒業式の封筒

大塚テキスタイル専門学校の入学式・
卒業式のあいさつ文や関係書類

中村勝馬 S45～53
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第４回現代染織美術作家展案内状 一廼穂株式会社 S53.2.20～22 西陣織会館

初市案内 一廼穂株式会社 1.10～14

現代染織美術作家展案内状 一廼穂株式会社 S52.2.17,18 有楽荘

第2回新人染織展覧会　リーフレット 日本きもの染織工芸会 S52.9.8～13 京都市伝統産業会館

新人染織展覧会　関係書類 日本きもの染織工芸会 S52～53

原稿依頼 大塚テキスタイル専門学校 S55.10.21

・昭和28年　昭和30年の綴り

原稿類 中村勝馬

査定実施前売却済製品の報告御依頼
東京技術保存染色工業協
同組合

S24.2.1

在庫白生地明細 S23～24

・マル技　染価資料の封筒 S22～23

物価庁告示第1185号 物価庁長官 S23.11.23

物価庁告示第79号 物価庁長官 S24.2.10

昭和21年度第1回手工業絹製品刺繍
生地割当数量並に刺繍製品の生産計
画書（様式）

S21

納品書（様式）
東京技術保存染色工業協
同組合

日本繊維新聞（絹織物の統制額改正） 日本繊維新聞社 S22.10.20

・染価資料　マル技審査基準年の封筒

中古自動車価格査定基準表 中央価格査定委員会 S22.9.28

マル技染繍品染価格基準算定基準表 中部染芸社

黒地模様引染原価計算表

色地模様引染原価計算表

染色資材新価格一覧表

・「染価資料」の封筒

納品書関係 S23

売却済作品報告

和光展示会用新作ネクタイリスト

ネクタイ色見本

草稿類

・「経歴資料」ファイル

第2回日本伝統工芸展審査員委嘱状 社団法人　日本工芸会 S30.9.10

第3回日本伝統工芸展目録 社団法人　日本工芸会 S30.10.4～6 三越

染織技術講習会ご案内 財団法人　工芸学会 S25.6.15 勝馬が講師で参加

東洋美術協会役員名簿
勝馬が評議員で参
加
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社団法人東京都工芸協会設立趣旨並
定款、名簿

社団法人東京都工芸協会 S23頃

第2回東京染芸試作品展示会審査に
関する件依頼

社団法人東京都工芸協会 S24.10.1

物価統制令第3条第1項但書に依る申
請書

物価庁長官 S24.12.20

許可通知書 物価庁長官 S24.4.7

株式申込証 株式会社染色工人社 S23
勝馬は発起人の一
人で300株所有

絹工芸品振興会染色部会委員名簿 絹工芸品振興会染色部会 S23.10.15 勝馬は委員で参加

絹工芸品振興会染色部会規約案 絹工芸品振興会染色部会 S23.10.16

技術保存手工業絹製品の取扱及び販
売に関する件

祥厚相繊維局長 S23.10.20

東京都価格査定員会委員委嘱状 東京地方物価事務局 S23.12.3

嘱託解除 東京地方物価事務局 S24.6.23

日本手工業染繍技芸連盟創立総会ご
案内

日本手工業染繍技芸連盟 S22.6

出席者名簿（東横百貨店の招待の会

日本手工業染繍技芸連盟関東支部名
簿

日本手工業染繍技芸連盟
関東支部

光哉が第1種会員、
勝馬が第2種会員で
参加

日本染織美術協会　定款
日本手工業染繍技芸連盟
内　日本染織美術協会

勝馬は理事で参加

日本染織美術協会　定款　改定案、会
員証

日本手工業染繍技芸連盟
内　日本染織美術協会

証明書（芸術技術資格者・生産者：光哉） 日本手工業染繍技芸連盟

証明書（連盟理事：勝馬） 日本手工業染繍技芸連盟

資格証明書（技術保存工芸品生産資
格者:勝馬）

社団法人　日本美術及工
芸会

S21.3.15

発注書（貿易商品常設見本市出品依
頼：勝馬）

日本美術及工芸品株式会
社

S20.11.29

三越三睦会　会員御店出入年表 三越 S16.5 勝馬はS16.2

中村光哉　履歴

証明書（昭和18年度認定産業工芸技
術保存資格者（染織製品）中村勝馬の
従業員証明：山田貢

社団法人　日本美術及工
芸統制協会

S20.1.22

推薦書（中村勝馬） 三越→大日本工芸会

銀行振込関係書類（中村光哉） 三越 S27

俸給表（中村光哉） S25.7
本俸4500円、税金
348円

健康診断依頼・通勤証明書・身分証明
書控（中村光哉）

神奈川県工業試験所長 S25

履歴書（中村光哉） S24.12

雇用書（工業試験所：中村光哉）
神奈川県知事公室人事課
長

S25.6.21

証明書（手工業絹製品展示会出品・技
術保持者：光哉）

日本手工業染繍技芸連盟 S23.10.1

証明書（芸術保存手工芸絹製品製作
割当資格者：光哉）

東京染織作家協会 S22.12
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