北村 隆・和義父子が挑戦する

生業とする家が多い︒明治以来︑
何代も続く窯が数多くある中で﹁九

小松市 高 堂町は九谷焼の本場・能美市に近く︑昔から焼き物を

︵俺︶
の今はなかった﹂と隆さんが

さんとの縁がネ
︵無︶
けりゃ︑ウラ

﹁東大寺の長老やった清水公 照

︶が

年 前に開 き︑ 長 男 和 義 さ ん

谷 竹 隆 窯 ﹂ は︑ 北 村 隆 さ ん︵

﹁個展のきっかけを作っていただ

恩人の名を挙げれば︑和義さんも

れ︑ 何の経 験 も ない白 紙の状 態 から 地 歩 を 固 めた︒ 隆 さ んは天 性

いたのは︑三越伊勢丹ホールディ

︶と二人で守る新興の窯である︒ 父子ともに周囲の人々に恵ま

の器用さと旺盛な好奇心で九谷焼の新たな世界を切り開き︑和義

ングスの元会長で今は亡き武藤信

︵

さんは有名企業などとのコラボレーションを通じて革新の九谷焼を

一さんのお声がけでした﹂とデビ
ュー間もない当時を振り返る︒

次々と発表している︒ 父子の作品は全国で開く個展でも幅広い層に
世紀半ばに建てられた念仏道場を

九谷竹 隆 窯
北 村 隆 さんが１９７２
︵ 昭和 ︶
年に創 業 ︒父 子で︑幅 広い世 代に受
け 入 れ ら れる九 谷 焼 の製 造・販 売
を行っている︒所 在 地は小 松 市 高 堂
町ロ１５６︒営業時間は午前９時〜
午後６時︑毎週日曜日定休︒電話
０７６１ ２
‒２ １
‒７９３︑ＵＲＬ
https://tikuryu.com/

に見た九谷焼の美しさに魅せられ

九谷の美に魅せられて
隆さんが２代浅蔵五十吉さん
たのが︑陶芸作家を目ざすきっか

に製品を運ぶアルバイトをした時

ある日︑九谷焼の窯元から陶器店

まったく九谷焼とは縁がなかった︒

た︒それまでは︑鉄工所勤務など

一方︑和義さんは︑金城短大の

んの性格が気に入られた︒交流は

後のことで︑ざっくばらんな隆さ

照さんと出会うのはそれから 年

﹁今 良 寛﹂の異名を持つ清水公

書写の里・美術工芸

年には兵庫県姫路市

の３年間で作品づくりの楽しみを

その後︑県立九谷焼技術研修所で

らは何も教わらなかったと言う︒

親子展で作家デビュー

︵平成 ︶
年には東京・ホテルニュ

研修所を卒業した翌１９９９
奈良薬師寺北陸こう

ーオータニで﹁隆・和義親子展﹂

してのもう一つの魅

隆さんの陶芸家と

４︵平成

独自の黒彩技法を開発し︑２００

その間に九谷焼の技術を応用した

を開き︑作家としてデビューした︒

力は︑好奇心の強さ

蝶 の夢﹂で初入選し全国に認め

︶年の日展に黒彩﹁胡
である︒
﹁日本中で︑

られた︒

土史家の故牧野隆信

究会会長を務めた郷

わき︑全国北前船研

前船の歴史に興味が

た加賀市橋立町で北

ニ料理を食べに行っ

追究している線 描 色絵シリーズ

ションで制作するオブジェや近年

Ｑなど︑企業などとのコラボレー

ール︑エヴァンゲリオン︑チョロ

九谷焼のスニーカーやサッカーボ

ルでいっぱい﹂という和義さんは︑

﹁３年先まで個展のスケジュー

個展の予定は３年先まで

さんから船の構造か

など︑革新的な九谷焼で知られる
学び作品にした︒

人気作家となった︒

ら歴史までを詳しく

九谷焼は︑家族でカ

る﹂と言う北前船の

わしだけが描いてい

いる︒

わかい会長を務めて

高僧らと仏縁があり︑

も奈良︑京都などの

た︒公照さんの死後

館で二人展を開くほ

10

知ることになる︒

10

注目され︑富山県利賀村から
移築した総面積４７０平方メートル余の工房には来客が絶えない︒

︵日本芸術院会員で文化勲章受章
けだった︒

公照さんが亡くなる

陶磁器コースに進み陶土に触れた

ざっくばらんな性格

の陶芸家・故人︶の指導を受け日
展に初入選したのは１９７３︵昭
和 ︶年のことである︒ 歳だっ

まで続き︑死の前年

のが九谷焼との出会いで︑父親か

27

どに親しくなってい

清水公照師らとの仏縁に感謝
東大寺
長 老
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48

の１９９８
︵平成 ︶

囲炉裏の火を前に作品について話し合う隆さん
（右）
和義さん父子＝小松市高堂町の九谷竹隆窯工房

14
15

荒屋小学校

寺井病院
高堂

郷土の伝統くむ革新の九谷焼

九谷竹隆窯

47

大長野
JR
明峰駅

50

アルビス
寺井店

8

九谷竹隆窯
11

16

47

N
五間堂
↑金沢
JR
能美根上駅

75
17

取材／北國総研

特別企画

したという︒

挙げ句︑ようやく公照さんが承諾

北村 隆の世界
隆さんが清水公照さんに受け入
れられるきっかけとなったのは︑
山中温泉で新たにオープンを準備
水長老に旅館の看板やロゴの揮ご
賀村の念仏道場は︑公照さんの仲

今は竹隆窯工房となっている利

亡き母の命日に仏教講話会

うを﹂との依頼であった︒１９８
介で１９８７
︵昭和 ︶
年に移築さ

していた高級旅館から受けた﹁清

３
︵昭和 ︶
年のことで︑隆さんが

れるまで動かん﹂と一日中粘った

ない﹂と断られたが︑
﹁書いてく

﹁旅館の看板を書くわけにはいか

経験を買われたのである︒案の定

公照さんの原画で角皿を合作した

照さんは隆さんの工房完成を喜び︑

内に移設し﹁竹隆庵﹂とした︒公

旧小松城の古材で作った茶室を屋

りに新築︑さらに小松の旧家から

れた︒仏間側を残し︑表は土蔵造

仏間の書軸﹁南
無阿弥陀佛﹂
﹁ 南無不可思議
光如来 ﹂
﹁ 南無
十方无碍光如
来﹂や格天井の
字を書き︑襖絵
も 描 い た︒
﹁東
大寺は華厳 宗
やがに
︵なのに︶
﹃南無阿弥陀佛﹄

を書いてくれた

んや﹂と隆さん

る︒傘は直径１５５センチと大

は師の思いやりに

感謝している︒隆

さんはここで毎

年︑信心深かった

亡母はるさんの命

日に僧職を呼び︑

近隣の人たちを集

め講話の会を 年

１９８８
︵昭和 ︶

を制作しており︑

合作や記念の作品

な好奇心で多くの

隆さんは︑旺盛

縁起の良い
北前船の﹁真艫﹂

いう︒

間も開いていたと

12

年には歌手マイケル・ジャクソン
した︒

とても縁起が良い﹂と作品を説明

︵船尾︶
から見た図柄を
レは船を艫

シリーズについて︑隆さんは﹁オ

い作品で最も人気のある北前船の

らされた﹂と思い出を語る︒幅広

護が厳しく︑彼の人気を改めて知

作した︑純金箔張りの金沢和傘

昨年秋に松田和傘店
︵金沢市︶
が制

ど九谷焼以外の仕事も手がける︒

仏具﹁お鈴﹂のデザインをするな

﹁ 恵比寿︑大黒 ﹂を制作したり︑

隆さんは︑彫刻家と金箔張りの

石川の伝統文化を詰め込む

の日本公演に合わせて似顔絵陶額

制作の依頼を受け︑東京の明治記

描く︒真後ろから風を受けて順調

に北前船を描いたのもその一環

念館まで届けたこともある︒
﹁警

に進むことを﹃真艫﹄と言うて︑

船とツルが飛
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で︑今年春にイタリア・ベネチ

30 銭屋五兵衛記念館（金沢）で「親子二代九谷焼陶芸展」

ぶ姿を描いた

26「加賀 遊 箱」が小松市ブランドに認定

2018

きく︑金箔の上から２隻の北前

24 北前船九谷焼飾り屏風が石川県ブランドに認定

アで開かれる展示会に出品され

利賀村の念仏道場を移築した工房の座敷から仏間を見る。清水公照さんが書いた念仏や格天井の字、襖絵も見ごたえがある

北前船を描いた純金箔張りの金沢和傘の出来栄えを見る松田和傘店の松田さん
（左）
、
隆さん
（中央）
、和義さん
2014

きらびやかな

20 石川県伝統産業優秀技術者表彰

2012

デザインとな

19 第33回連展で「釉裏金彩群」が内閣総理大臣賞

2008

っている︒隆

17 全国伝統的工芸品公募展で「金彩白粒文様花器」がＮＨＫ会長賞

さんは﹁金沢

2007

の金箔︑小松

2005

の日本遺産で

14 第58回現代美術展審査員

ある北前船と

13 日本現代工芸美術展本部会員賞

2002

62

16
日展会友、現代工芸美術家協会会員、石川県美術文化協会会員、石川
県陶芸協会会員、伝統工芸士、全国北前船研究会会員、奈良薬師寺北
陸こうわかい会長

17

16 平成15年度全国伝統的工芸品公募展で「天空はるか鉢」
が経済産業省製造産業局長賞
2001

2004

11 東京・ホテルニューオータニで「隆・和義親子展」
1999

石川の伝統文

7 第27回日展「天空遥かに」で特選

化を詰め込ん

4 仏・ルーブル美術館で「北前船飾皿」展示

1995

だ﹂と作品の

1992

狙いを説明し

1998

9 石川県寺井町九谷焼資料館で「陶芸の遺道28年 金彩の
美 北村隆の世界」展
伝統工芸士に認定
10 第54回現代美術展審査員
第21回伝統九谷焼工芸展技術賞
兵庫・姫路市書写の里・美術工芸館で清水公照師と特別展
1997

平成2 ニューヨーク・東京姉妹都市交流30周年記念展に出品
1990

63 歌手マイケル・ジャクソン日本公演記念で似顔絵陶額制作
1988

61 日展会友に
1986

容
内
年

北村 隆さん

63

1973 昭和48 第６回日展初入選（以後27回入選）
第15回日本現代工芸美術展初入選（以後連続入選）
1979
54 第３回石川の伝統工芸展優秀賞（以後毎年入選）
第40回現代美術展石川県美術館記念展最高賞（以後毎年委嘱出品）
東大寺長老・清水公照師の原画で古九谷風の角皿制作

た︒

北村 隆さんの主な作歴

在りし日の清水公照さんと合作する隆さん
2019 令和元 第25回極美展で極美審査員特別賞

利賀村から念仏道場移築、工房に
マイケル・ジャクソンの思い出も

58

の故武藤信一さんであろう︒２０

は︑三越伊勢丹ホールディングス

照さんとすれば︑和義さんの場合

父隆さんの生涯の恩人が清水公

も︑なんとか続けられていたのは

自信が持てず弱気でした︒それで

でいた︒
﹁自分の作品にまったく

の︑作品はほとんど売れず︑悩ん

後を追って作家の道に進んだもの

北村 和義の世界

０３
︵平成 ︶
年ごろに東京の伊勢
周りの協力があったからです﹂と
父親の作品に隠れることができ

丹府中店で開いた親子展で﹁個展
陶芸作家としての意地が覚醒させ
る親子展とは違い︑個展では﹁北

当時を振り返る︒

られたのである︒和義さんは県立
村和義﹂の九谷焼が評価される︒

を開かないか﹂と声をかけられ︑

九谷焼技術研修所を卒業し︑父の

しい世界が開けた︒
﹁ 線描色絵 ﹂
思っていたという和義さんならで

くのが好きで漫画家になりたいと

﹁自分らしく恥ずかしくな

い作品を︑と必死で取り組

みましたが︑大変なストレ

スでした﹂
︒それでも︑今

の自分ができる精一杯の

ものを発表しようと開き

直り︑もがきながら挑戦し

た個展も︑回を重ねていく

うちに︑自らも満足できる

内容になっていった︒
﹁今

も２年に一度︑個展を開か

せていただいています︒毎

を見せなければならないと思いま

ので︑新しい作品を発表して進化
谷竹隆窯ならではの発想とも言え

いう思いから始まったもので︑九

の魅力をもっと広げられないかと

北村 和義さん

す﹂と個展に対する強い思いを語
る︒和義さんは︑
﹁私と父は︑父

回来場される方もいます

る︒
子というより︑九谷焼作家同士の

る︒
﹁リーガル・九谷焼スニーカ

ションした作品づくりも行ってい

か︑さまざまな企業とコラボレー

和義さんは︑伝統的な作品のほ

高校生になるまで九谷焼のことは

ろと勧められたこともないので︑

もありません︒九谷焼の仕事をし

いて話し合ったり︑見せ合うこと

ったことは一度もなく︑作品につ

関係になっています︒父から教わ

ー﹂
﹁ツエーゲン金沢・九谷焼サ

まったく意識しませんでした﹂と︑

﹁父とは作家同士の関係﹂

ッカーボール﹂
﹁タカラトミー・

その原点を説明してくれた︒

力は﹁上絵技術と独自性﹂なの

術を持った作家はたくさんいら

統の九谷焼を精巧に再現する技

そんな和義さんにもう一つ︑新

ＳＮＳで広がった人気作品

九谷焼チョロＱ﹂などで︑その斬

新さが評判となり︑数々の企業か

ら注目された︒繊細な昆虫シリー

ズを含めこれらの作品は︑九谷焼

だという︒そして﹁ 九谷焼の魅

っしゃいます︒しかし私は︑九

30 XFALGモンスターストライクとのコラボレーションで九谷焼制作・販売
2018

がそれで︑いま全国の陶芸ファン

力や可能性は︑ほかにもまだま

2017

はの作品であり︑ＳＮＳが注目を

谷焼の魅力が詰まった︑新たな

2016

が注目している︒
﹁色釉を塗る前

だある︒身に着けるものや飾れ

2015

集めるきっかけを作ったことも︑

2014

段階で︑下がきの線がとてもきれ

作品づくりを通して裾野を広げ︑

2013

24 第44回日展入選

2012
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るもの︑遊べるものなど︑今ま

2011

若手作家らしいエピソードであろ

16 第36回日展に初出品し黒彩「胡蝶の夢」で初入選

いなので︑その線だけの状態を作

14 第58回現代美術展で次賞

2004

18
2019 令和元 画家・瀧下和之氏とのコラボレーション作品発表

魅力を伝える一人になりたい ﹂

2010

25 PCJ日本ポルシェクラブ13年度記念絵皿制作
九谷焼ベアブリックコラボレーション作品制作
第45回日展「黒彩ストゥーパ」入選
26 ユニクロとコラボレーションの九谷焼を制作しパリ店で展示
新第1回日展入選
現代美術展審査員
日本青年会議所TOYP大賞受賞
27 台湾・台北で個展
アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」とのコラボレーションで「エヴァンゲリオン初号機」をイメージした九谷焼を制作・発表
アクセサリー企画・販売「agete（アガット）」とのコラボレーションで「九谷焼ジュエリー」を制作・発表
シューズブランド「REGAL（リーガル）」とのコラボレーションで革靴をイメージした「九谷焼シューズ」を制作・発表
28 金沢J2サッカーチーム「ツエーゲン金沢」の九谷焼サッカーボール制作
ファッション・デザイン展示会「rooms」でプロデューサーアワード受賞
29 日展会友に
アパレルブランド「コムサ」とのコラボレーションで九谷焼柄とボタンのシャツ製作・販売

でとまったく違う九谷焼がこれ

11 東京・ホテルニューオータニで「隆・和義親子展」

2002

う︒

2009

23 MADFOOT10周年企画九谷焼スニーカー制作

と結んだ︒

2007

18 第38回日展「紫の雲路」入選
松井秀喜ベースボールミュージアムのオリジナル九谷焼グッズ作製
19 第39回日展「悠久」入選
第46回日本現代工芸美術展でテレビ金沢社長賞
21 ドイツ筆記具ブランド・ファーバーカステルの九谷焼ペン立て製作
九谷塾スーパークタニ・インセクトプロジェクトに参加
22 第42回日展「方舟Ⅱ」入選
第49回日本現代工芸美術展で現代工芸賞
第66回現代美術展で最高賞
タカラトミー・チョロQ30周年企画九谷焼チョロQ制作
1999

2006

容
内
年

品にしたいなとずっと思っていま

タカラトミー・九谷焼チョロＱ

からも出てくると思います︒伝

1998 平成10 石川県立九谷焼技術研修所卒業

九谷焼の魅力伝える一人に

昆虫シリーズ

した︒それで︑呉須がきのウサギ
和義さんにとって︑九谷焼の魅

リーガル・九谷焼スニーカー

をＳＮＳで紹介したところ︑大変
好評でした﹂
︒幼い頃から絵を描

北村 和義さんの主な作歴

線描色絵金彩「黄金色の王」
線描色絵シリーズ

個展を原動力に新たな作品生み出す
「まだある、九谷焼の魅力や可能性」

15

日展会友、現代工芸美術家協会会員、石川県美術文化協会会員、石川県陶芸協会会員、小松美術作家協会理事

