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第４章　村松家・調査資料「収蔵品等」
　　　　「医用具・生活用具スケッチ集」

４－１　桃園・村松家モノから観る歴史・医用具

　　　　　　・生活用具スケッチ集　

薬研（健斎さん）　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

押切（健斎さん）　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

　 

アイロン鏝（炭を入れる）　　　　　　絵―古屋絵菜

白磁色便器（健斎さん）　　　　　絵―久保田まどか

染付花鳥文絵付角型便器牡丹の花（正次郎さん）　　　

　　　絵―古屋絵菜

 染付草花文朝顔型小便器（正次郎さん）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　絵―久保田まどか
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染付草花文朝顔型小便器（正次郎さん）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

ランプ（健斎さん）　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

 

屋外用ランプ（健斎さん）　　　　　　絵―古屋絵菜

山籠（健斎さん）　　　　　　　　絵―久保田まどか

竹籠　　　　　　　　　　　　　絵―久保田まどか
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碾き臼、酒樽　　　　　　　　　　絵―久保田まどか

 　

　樽　　　　　　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

 

竹笊　　　　　　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

　

　　　　 

竹籠、柿渋塗り

和紙貼り　　　

　　　
絵

久保田まどか
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竹、柿渋和紙貼り籠　　　　　　　　絵―古屋絵菜

　甕（かめ）　　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

　甕（かめ）　　　　　　　　　　　　絵―古屋絵菜

 　

　壺　　　　　　　　　　　　　　　絵－永田彩

 　

　　

　釜　　　　　　　　　　　　　絵―久保田まどか
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 鉄鍋（鋳物）　　　　　　　　絵―久保田まどか

 鉄鍋（鋳物）　　　　　　　　　　絵―久保田まどか

　蕎麦切り　　　　　　　　　　絵―久保田まどか　　

　　　　　　　　　 

　箱階段（主屋）　　　　　　　　絵―久保田まどか

 　

箱階段（商家蔵）　　　　　　　　　　絵―永田彩
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井戸釣る瓶滑車　　　　　　　　絵―久保田まどか

　　　　　　　　　　　　　 

　主屋土間・玄関大戸　　　　　絵―久保田まどか

　　　　　　　　 

奥座敷床の間、脇床、書院　　　絵―久保田まどか
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　　　　　　　　　　主屋２階　絵―久保田まどか

　　　　　　　　　　修復前商家蔵（平成１４年）　　

　　　　　　　　　　　　　　絵―久保田まどか

　　　　　　　　　　修復前主屋（平成１４年）　　　

　　　　　　　　　　　　　　絵―久保田まどか

修復後
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第 4 章

４－２　拓本集 

 　４－２－１　拓本記録

主屋 � 階九通り 6 ～ 7 間右大引　　　　　　　　　　　

主屋 � 階四通り �（0）通り広縁母屋桁　　　　　　

主屋 � 階四通り �（0）通り前広縁上部垂木　　　　　

主屋 � 階四通り �（0）通り前母屋引張斜材　　　　　

主屋 � 階小屋九通り 7 通り小屋束　　　　　　　　　　

主屋 � 階小屋九通り 7 通り天井吊木受桁 

以下別添

             

主屋 � 階小屋八通り７通り曲り梁横下　　　　　　　　

主屋 � 階小屋八通り７通り曲り梁南上端　　　　　　　

主屋　五通り 6 左土台　　　　　　　　　　　　　　　

主屋 七通 � 左 3 本目　根太　　　　　　　　　　　　

主屋 八通 4 大引　　　　　　　　　　　　　　　　　

主屋　六ノ 6 通り土台　　　　　　　　　　　　　　　

主屋奥座敷 �F 床板　　　　　　　　　　　　　　　　

主屋五通り 5　8 帖床板裏側　　　　　　　　　　　　

主屋 � 階瑠璃の間土台（九の一 ~ 二間）旧番付　　　　

主屋 � 階（九の四）柱（釿チョウナー名栗ナグリ）

主屋 � 階（壱～弐の壱）南桁（釿チョウナー名栗ナグリ）

主屋 � 階（参の参大黒柱棟札裏木挽き鋸目（ガガリ）痕

主屋２階弐の弐 ~ 壱間床板（釿―チョウナナグリ）

主屋２階七の四 ~ 五間梁天端中央

　　　　（釿チョウナー名栗ナグリ）

主屋 � 階（参～四の壱）南桁（釿チョウナー名栗ナグリ）

主屋 � 階（九の弐 ~ 参）梁西側妻

　　　　（釿チョウナー名栗ナグリ）

主屋 � 階（八～七の参）梁上部座敷中仕切り上

主屋２階（六～七の四～五）床

主屋２階旧番手、六～七の四 ~ 五間床

 　 

主屋 � 階九通り 6 ～ 7 間右大引　　　　　　　　　　　

　主屋 � 階四通り �（0）通り広縁母屋桁
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主屋 � 階四通り �（0）通り前広縁上部垂木

主屋 � 階四通り �（0）通り前母屋引張斜材

 　 主屋 � 階小屋九通り 7 通り小屋束　　　　　　　　

　主屋 � 階小屋九通り 7 通り天井吊木受桁



�08

４－２　和釘、竹
       

　　 � ～ 7 和釘　　　　８海鼠（ナマコ）瓦用竹釘
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4 － 3 　工事関係者

設計監理　　　　　　　　株式会社ケービーケー久保田一級建築士事務所　久保田　要

　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　節子・中山　和恵・久保田磨子・久保田明美

設計監理技術指導　　　　財団法人　文化財建造物保存技術協会　　　　　中内　康雄

特殊技術修復指導　　　　樹脂　修復師　　　　　　　　　　　　　　　　森　　敏夫

　　　　　　　　　　　　玉松堂表具店　　　　　　　　表具師　　　　　安藤　弘文

工事施工　　　　　　　　株式会社ケービーケー久保田　　　　　　担当　渡辺　　久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棟梁　鈴木　典央

協力業者　　　　　　

 

                                           解体　工事　　　　　  ㈱飯窪建材

                                          鳶・土工事　　　　　　㈱初鹿組

                                          曳き屋工事　　　　　　㈱石原組

                                          外構　工事　　　　　　㈱日甲

                                          大工　工事　　　　　　鈴木建築

                                                                                 佐野建築

                                                                                 木下建築

                                          左官　工事　　　　　　大森工業

                                          型枠　工事　　　　　　㈱中込建設工業

                                          鉄筋　工事　　　　　　㈱沼田鉄筋

                                          コンクリート工事　　　㈱山梨共栄石油

                                          材木　納入　　　　　　㈱亀田屋木材

                                          建材　納入　　　　　　㈱マルトミ

                                                                                  ㈱佐藤建材

                                                                                  ㈱和以美

                                          屋根瓦工事　　　　　　斉藤瓦店

                                                                                  ㈱五味瓦店

                                          タイル工事　　　　　　松田タイル

                                          鍛冶・鉄骨工事　　　　長田鉄工

                                          板金工事　　　　　　　桜田板金工業所

                                          石　　工事　　　　　　㈱伊藤石材

                                          木製建具工事　　　　　松井木工所

                                          金属製建具工事　　　　㈱ナガセキトーヨー

                                          塗装　工事　　　　　　㈱ハヤシ建装

                                          経師　工事　　　　　　渡辺表具店

                                          洗い　工事　　　　　　㈲新栄商会

                                          シール工事　　　　　　㈲エフエス産業

                                          畳　　工事　　　　　　㈱斉藤畳店

                                          電気　工事　　　　　　美作電工

                                          給排水衛生設備工事　　㈱エイワ実業
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4 －４ 調査協力者

文献調査・執筆　　　　　ＫＣＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　辰雄

写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　標　　克明

文献提供・調査　　　　　村松家古文書（桃園・村松家住宅研究会）　村松　英子・並木　昭子、

　　　　　　　　　　　　村松　啓子・Bekhzod  Artikov 　（ベクゾット、アルティコフ）

塗料素材成分分析　　　　山梨県工業技術センター            　 辻正雄・木村英生

瓦葺土・壁土分析　　　　保阪太一 ( 南アルプス市教育委員会 )　　　　　　　　　　　

釘隠し分析・復原製造　　森本恵一郎 ( 山梨県デザインセンター )、 清水司朗（ESSE デザインサポート）　　　　　

　　   　　　　　　　　     笹本照彦（笹本キャスト工芸）　　　　　　　　　　　　　

協力者　　　　　　　　　東京電機大学工学部建築学科滋賀研究室　　　滋賀秀實教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々　　　　　（詳細調査）  佐藤　　由衣、醍醐よし美

　　　　　　　　　　　　武蔵野美術大学造形学部建築学科（スケッチ）久保田まどか、永田　　　彩

　　　　　　　　　　　　　　　々　工芸工業デザイン学科（スケッチ）古屋　　絵菜

類例調査協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金丸　　和男、金丸　　紀子

アドバイス　　　　　　　鈴木将直（㈱日本航空→ MASA 建築事務所）、 穂坂　悟、穂坂　真、澤谷滋子、

　　　　　　　　　　　　レオン・シュピーラー

御祓い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲斐奈　神社

4 － 5　参考文献

中巨摩郡誌、櫛形町誌、櫛形町誌史資料編、西南戦争、「臨床応用硯北日誌」甲斐の道づくり・富士川の治水、築蔵

人間史、日本の美術 NO�3�, 左官教室、くすり歳時記、木造建築伝統技法辞典、伝統のディテール（彰国社）、左官礼賛、

図鑑瓦屋根、甲州風土記、書院造（太田博太郎）文化財講座 4,5, 近世近代、建具用語便覧、山梨の百年、山梨県史文

化財編・資料編 �8、建築金物（INAX）、日本近代塗装史、塗料及塗装法（清水正雄著）、日本近代建築塗装史、匠明、

日本民家語彙集解、山梨県の百年（有泉貞夫著）、開国 �50 年明治かがやく（別冊太陽）、庭木と緑化樹１・２、土壁・

左官の仕事と技術、「甲州儒医列伝」（村松学佑）「峡中自由諸名士略伝」（長坂啓三）「山梨繁昌明細記」「佐野広乃—

郷土史にかがやく人々第４集」（酒井常春）「山梨県自由民権運動における佐野広乃関係文書（１）～（４）」（『甲斐

路』NO�6.�7.�8.�� 連載、酒井常春）「やまなし明治の墓標」（有泉貞夫）「山梨の近代」（有泉貞夫）「山梨県の歴史」

（磯貝正義、飯田文弥・山川出版社）「江戸時代人づくり風土記・山梨」（農文協）「山梨百科事典」（山梨日日新聞社）

「谷干城のみた明治」（高知市立自由民権博物館）「古本神田神保町ガイド」（毎日新聞社）「近代日本の軌跡 9 都市と

民衆」（吉川弘文堂）「昭和の歴史 � 昭和への胎動・大正デモクラシーの開花と挫折」（金原左門・小学館）「昭和の歴

史２昭和の恐慌・大不況と忍びよるファシズム」（中村政則・小学館）「昭和キャバレー秘史」（福富太郎・文春文庫）

「一億人の昭和史１満州事変前後」「一億人の昭和史１１昭和への道程」（毎日新聞社）、山梨の洋風建築、甲斐史料集成、

図説山梨の歴史⑦、画報近代百年史、日本の民家調査報告集成・山梨、日本被害地震総覧「４１６」、山梨の草葺民家、

日本近代建築の歴史、日本の近代建築（上）( 下）、山梨近代史論集、近世甲斐産業経済史の研究、擬洋風建築「日本

の美術４６６」、山梨郷土史研究、『旧富岡敬明家住宅保存修理調査及び基本設計（基本計画）報告書２００１、INAX

　窯のある広場・資料館、平成 �5,�6,�7 年度村松家住宅主屋・商家蔵保存修理事業設計監理報告書、「村松家所蔵品、

蔵書」
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