
市民茶室用 表
令和４年８月現在

※はじめに使用する道具の欄に使用数をご記入ください。

※使用後には職員とともに使用した道具のチェックを受けてから、元の位置に返却してください。

　その後、お道具の責任者がサインをしてから、この用紙を研修道場事務室に提出してください。　

※道具の使用は無料ですが損壊又は汚損された場合は、弁償していただくものもありますので、ていねいに

　　扱ってください。

【茶室水屋押入れ】
番号 品名 品質規格 数

番号 品名 品質規格 数 34 行灯（2） 電燈付　（単1各２個）

1 柄杓(2) 炉用 35 灰器 炉用　三島

2 柄杓(2) 風炉用 36 炭斗 炉用　利休好

3 柄杓 差通 37 紙釜敷 白

4 掛け軸 仙通（色紙　短冊掛） コゲ茶 38 籐釜敷 染

5 掛け軸 画讃　是見人延命　積応筆 39 底取 炉用　

茶漏斗②　曲茶ふるい　茶合

水屋茶杓　小羽箒　竹へら

7 茶ふるい缶 ステンレス 41 台十能 丸

8 竹蓋置 福本積應花押　炉用　 42 火おこし 丸

9 竹蓋置 福本積應花押風炉用　 43 三ツ羽根 風炉用　唐国鳥

10 茶入 定一　肩衝 44 火箸 風炉用

11 茶入 陶若窯　唐物 45 三ツ羽根 炉用　唐国鳥

12 茶巾たらい 46 火箸 炉用　桑柄

13 釜底たわし 47 灰匙 炉用　

14 箸（黒文字）(3) ８寸（２本で１組） 48 水注やかん 腰黒

15 箸（黒文字）(3) ７寸（２本で１組） 49 水注ぎ 片口（陶器）竹絵　手描き

16 箸（黒文字）(5) ６寸（２本で１組） 50 水指 藤山　古瀬戸

17 茶杓(2) 51 水屋柄杓

18 水屋茶杓 52 水越柄杓

19 蓋置 陶器　干古　染付　山水 53 蹲踞柄杓(2)

20 蓋置(2) 竹製　炉用 54 建水 唐銅

21 蓋置(2) 竹製　風炉用 55 建水 陶器　青磁

22 香合（炉用） 陶器　絵瀬戸　鉄山 56 建水 陶器　御深井

23 香合（風炉用）木製　細駒 57 建水 陶器　織部

24 棗 木製　色紙 58 たばこ盆セット 莨盆一閑手付（四角）宗恵作

25 棗 木製　細独楽　塗り 59 円座（10）

26 干菓子盆 栃花ビラ盆　溜塗　三色 60 水張桶

27 干菓子盆 四ツ折鉢　松葉 61 水屋瓶 蓋付　三島　

28 丸盆 故宮彫　根来 62 水屋瓶 蓋付　織部　

29 縁高重 へぎ目　溜塗 63 水屋瓶 蓋付　青磁　

30 縁高重 春慶塗 64 払子

31 菓子器 織部　松皮菱　不老園作 65 座掃き

32 菓子器 三島　宗絢作 66 灰さじセット ５本入り

33 乱盆 尺一　すりうるし 67 煙草盆用灰さじ ２本セット

68 湯呑茶碗（５） 唐津焼

69 八寸 杉

70 鉢 信楽平皿

71 鉢 万古焼

72 鉢 青磁皿

73 銚子

74 菜箸 両細　３膳

75 菜箸 元節　２膳

76 菜箸 中節　２膳

77 利休箸 １０膳

78 懐石漆器セット ５人分

79 露地傘（2）

80 銅羅　銅羅枠

箱炭斗セット
水屋用(板釜敷・釜据え・
釻・摑み羽・長火箸）

懐石膳（５）煮物椀（５）
小丸椀（飯椀５、汁椀５）箸洗い（５）
引き盃（５）脇引盆（大・小）給仕盆（大・小）
飯器・杓子、湯筒・湯の子取り、盃台

茶道具使用一覧表　

【茶室水屋棚】
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茶道具使用一覧表　 市民茶室用 裏

※はじめに使用する道具の欄に使用数をご記入ください。

※使用後には職員とともに使用した道具のチェックを受けてから、元の位置に返却してください。
　その後、お道具の責任者がサインをしてから、この用紙を研修道場事務室に提出してください。　

※道具の使用は無料ですが損壊又は汚損された場合は、弁償していただくものもありますので、ていねいに

　　扱ってください。

【茶室納戸】

番号 品名 品質規格 数 番号 品名 品質規格 数

81 杉棚 幸斎好

82 矢筈板 真塗

83 角蛤板 真塗

84 丸蛤板 真塗 123 手燭(2） 電燈付　（単3各2個）

85 角蛤板 杉木地 124 小灯(2） 電燈付　（単4各2個）

86 丸蛤板 杉木地 125 膳燭(2） 電燈付　（単3各2個）

87 前瓦 唐銅面取風炉用、白、大 126 電燈付  （単1　2個）

88 前瓦 唐銅鬼面風炉用、白、小

89 前瓦 電熱用

90 底瓦 唐銅面取風炉用、白、大

91 底瓦 唐銅鬼面風炉用、白、小

92 数茶碗(17) 夏用　伊羅保　延寿窯 番号 品名 品質規格 数

93 数茶碗(10) 冬用　安南　輝尚 大鍋(1) 数茶碗煮沸消毒用

94 花入 焼物 備前 四角柱ひねり

95 花入 唐銅　鶴首

96 花入 花カゴ　有馬籠　虎

97 花入 備前　旅まくら

98 花入 掛花（床　赤傘）美濃光寿

99 電熱器（炉用） ６００ｗ（炭型） ～ご注意ください～

100 電熱器（風炉用）４１０ｗ（炭型裏） ・ 利用時間内に職員とともにチェックをお願い

101 電熱器（風炉用）４１０ｗ（表） します。

102 敷板（小板） 真塗り ・ 数茶碗は煮沸消毒等をお願いします。

103 炉縁 白木（市民茶室小間用）

104 炉縁 真塗（市民茶室広間用）

105 釣釜セット 鎖、釣手、大釛

106 釜（炉用） 萬代屋　高橋敬典作

107 釜（鬼面風炉用） 平丸釜（風炉とセット）敬典作

108 唐銅皆具 還付利休型　金谷浄雲

109 毛氈（7） 紺650×1900

110

111

112 自在(2) ５５㎝

113 矢筈 両股

114 水屋屏風 金散（両面使い）

115 風炉先 利休梅　２尺４寸

116 風炉先 利休梅　片おとし

117 風炉先 利休梅　アジロ

118 二月堂机

119 真台子

120 長板 真塗り　炉用

121 長板 真塗り　風炉用

122

　　　　　申　　　請　　　者 　お　道　具　の　責　任　者
団体名

　　　月　　　　日
代表者名

　　（　　　） 　　　　　　　　℡
TEL

短檠

利　用　月　日

【茶室裏玄関水屋上部棚】

（注）601の行灯（2）は水屋押入れの上段の棚の
　　右側にあるので、裏面に載っています。

無我苑確認担当者


