
川瀬忍 略歴 

 

 

1949 祖父初代川瀬竹春が京都五条坂の仕事場より疎開にて神奈川県大磯町に移

り、三井本家別邸の城山窯を借りて作陶を行う 

1950 二代川瀬竹春の長男として神奈川県大磯町に生まれる 

1960 川瀬家は古余呂技窯（こよろぎよう）を大磯町国府本郷に築窯、独立 

1968 祖父（初代川瀬竹春）、父のもとで作陶を始める。茶道を江戸千家不白流に師

事、大和絵を森永宣永に師事する。  

 現在、上記の神奈川県大磯町にて作陶。 

 

個展 

 

1976 川瀬忍作陶展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第１回）  

1979 川瀬忍作陶展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 2 回） 

1982 川瀬忍作陶展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 3 回） 

1983 川瀬忍作陶展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 4 回） 

1985 川瀬忍作陶展（壷中居/東京 *第１回） 

1987 川瀬忍作陶展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 5 回） 

1988 個展 「きのう・きょう・あした－茶の器に託す造形」 

 (現代陶芸 寛土里/東京 *第６回） 

1989 個展 川瀬忍展 「玉 意 憧
ぎょくいしょう

」 

 （ギャラリーこちゅうきょ/東京 *第２回） 

1990 個展 川瀬忍展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 7 回） 

 「川瀬忍作品展-新潟 1990」（万葉洞新潟店/新潟県） 

1991 個展 「きのう・きょう・あした－茶の器に託す造形」 

  (現代陶芸 寛土里/東京 *第 8 回） 

1992 個展 川瀬忍展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 9 回） 

 「鶴
かく

汀
てい

」をテーマとして発表 

1994  個展 「きょう あす あさって－茶の器に託す造形 川瀬忍展」 

  (現代陶芸 寛土里/東京 *第 10 回）「風麗呼
ふ れ あ

（素焼きの水指など）」シリーズ 

 を発表 



1996 個展 川瀬忍展 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 11 回） 

 「人鳥（ペンギン）」をテーマとして発表 

1997 個展 「きょう あす あさって－茶の器に託す造形 川瀬忍展」 

 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 12 回）「白玉尖」をテーマに発表 

1998 個展 川瀬忍展 「鈞鎬」（壷中居/東京 *第 3 回） 

1999 個展 川瀬忍展 「香気」 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 13 回） 

2002 個展 川瀬忍展 「捫扣有清聲
もんこうせいせいあり

」（壷中居/東京 *第 4 回） 

2003 個展 川瀬忍展 「耳珠」 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 14 回） 

2004 個展 川瀬忍展 「捫扣有清聲
もんこうせいせいあり

Ⅱ」（壷中居/東京 *第 5 回） 

2005 個展 “The Serene Beauty of Celadon/ 

Seijaku no bi KAWASE SHINOBU” 

 (International Asian Art Fair, NY/ Joan. B. Mirviss ギャラリー, NY 

より出品 *第 1 回) 

2006 個展 川瀬忍展「静盌
せいわん

」 (現代陶芸 寛土里/東京 *第 15 回） 

2007 個展 川瀬忍展 「理非
り ひ

曲 直
きょくちょく

」（壷中居/東京 *第 6 回） 

2008 個展 川瀬忍展 「妖青の祈り」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 16 回） 

2009 個展 “Flowering Waves of Celadon/華青波” 

 (Joan. B. Mirviss ギャラリー, NY *第 2 回) 

 個展 川瀬忍展 「外
がい

焔
えん

」（壷中居/東京 *第 7 回） 

 個展「川瀬忍 酒器展」（銀座黒田陶苑/東京） 

2010 個展 川瀬忍展 「虎 とら TORA ―滄浪―」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 17

回） 

2011 個展 川瀬忍の青磁 「天青から 静かなる青へ」 展（菊池寛美記念 智美術館

/東京） 

2012 個展 川瀬忍展「絞
こう

胎
たい

」 アートフェア東京 2012/ぎゃらりーこちゅうきょ（東

京 *第 8 回）より出店 

 個展 「しろゑ」 川瀬忍展（中長小西/東京） 

2013 個展 川瀬忍展 「深淵
しんえん

」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 18 回） 

2014 個展 “The Blossoming of Celadon/青磁の開花” 

 (Joan. B. Mirviss ギャラリー, NY *第 3 回) 

2015 個展 川瀬忍展 「輪
りん

花輪
か り ん

葉
ぱ

」（壷中居/東京 *第 9 回） 

2016 個展 川瀬忍展 「深紅妖碗」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 19 回） 



2017 個展 川瀬忍展 「薬壷」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 20 回） 

 個展 川瀬忍展 「机辺
き へ ん

掌 中
しょうちゅう

」（壷中居/東京 *第 10 回） 

2018 「川瀬忍 作陶 50 年の間」展（菊池寛美記念 智美術館/東京） 

個展 川瀬忍展 「容器」（現代陶芸 寛土里/東京 *第 21 回） 

2019 個展 川瀬忍展 「妃子笑
ひ し し ょ う

【胭瓷
え ん じ

】」（壷中居/東京 *第 11 回） 

2020 個展 川瀬忍展 「温
おん

厳
げん

 涼
りょう

雅
が

」（壷中居/東京 *第 12 回） 

2021 個展 ”Mastery of Celadon” 

 (Joan. B. Mirviss ギャラリー, NY *第４回) 

2022 個展 川瀬忍展 「－あるかなし－ 淡
たん

玲
れい

」（壷中居/東京 *第 13 回） 

 

 

グループ展・展覧会ほか 

 

1977 川瀬竹春三代四人展（大垣市文化会館/岐阜県） 

 第１回竹春三代展（壷中居/東京） 

1979 第 2 回竹春三代展（壷中居/東京） 

1981 第 3 回竹春三代展（壷中居/東京） 

1983 「JAPANESE CERAMICS TODAY」展（スミソニアン自然史博物館 

ワシントン/ヴィクトリア＆アルバート美術館 ロンドン） 

1986 現代陶芸展（国際交流基金主催）米国・東欧巡回 

1989 第１回「二代川瀬竹春、忍、竹志、父子三人展」（大垣市郷土館/岐阜県） 

1991 川瀬忍・古谷道生・門脇久芳三人展「オーロラの心象」（阿曾美術/東京） 

1996 「現代の陶芸美『凛』」（滋賀県立陶芸の森 陶芸館） 

 第２回「二代川瀬竹春、忍、竹志、父子三人展」（大垣市郷土館/岐阜県） 

 「Contemporary Japanese Crafts」(国際交流基金主催、海外巡回展) 

2001 川瀬忍・金重有邦・隠崎隆一三人展 「虎 とら TORA」 

（現代陶芸 寛土里/東京） 

2003  「白磁・青磁の世界」展（茨城県陶芸美術館/茨城県） 

2005 「Contemporary Clay-Japanese Ceramics for the New Century」 

 （ボストン美術館/米マサチューセッツ州） 

2006 「智美術館大賞 現代の茶陶」展（菊池寛美記念 智美術館/東京） 

2010 「智美術館大賞 現代の茶」展（菊池寛美記念 智美術館/東京） 



 「茶事をめぐって 現代工芸への視点」展（東京国立近代美術館工芸館 

/東京） 

2011 「青韻流動」展（新北市立鶯歌陶瓷博物館/台湾） 

2013 「現代の名碗」展（菊池寛美記念 智美術館/東京） 

2014 「2013 年度日本陶磁協会賞・金賞受賞記念」展（和光/東京） 

 「青磁の今 受け継がれた技と美 南宋から現代まで」展に出品 

（東京国立近代美術館工芸館他） 

2017 国宝薬師寺東塔平成大修理奉賛「平成の至宝 八十三選」出品 

（薬師寺/奈良県） 

2018 「青の時代 現代日本の青磁」展 （益子陶芸美術館/栃木県） 

 薬師寺国宝東塔の舎利容器制作・奉納 

 

 

受賞 

 

1974 第 21 回日本伝統工芸展 初出品・初入選 

1975  第 22 回日本伝統工芸展入選 

1976  第 23 回日本伝統工芸展入選 

1977  第 24 回日本伝統工芸展入選 

1980 第 27 回日本伝統工芸展入選 

1982 日本陶磁協会賞受賞 

1984 第 31 回日本伝統工芸展入選 

1985 第 32 回日本伝統工芸展入選 

2013 日本陶磁協会賞金賞受賞 

 


