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岸田吟香の故郷を訪ねて ～美作国へ～岸田吟香の故郷を訪ねて ～美作国へ～
きしきし だだ ぎんぎん こう みまさかのくにみまさかのくにこう

　岸
きし

田
だ

吟
ぎん

香
こう

という名前を
聞いたことがあります
か？初めて聞く人は女性
の名前だと思われるかも
しれませんが、実は吟香
は、左の写真の男性です。
名前から受ける印象と異
なり、髭をたくわえた、
きりりとした眉の男性で
す。一体、どんな人なの

でしょうか？
　岸田吟香（1833-1905）は、美

みまさかのくに

作国久
くめ

米北
ほくじょう

条郡中
なか

垪
は

和
が

谷
たに

村（現在の岡山県久米郡美
み

咲
さき

町栃
とち

原
ばら

）で生まれ、
幕末から明治にかけて様々な分野で活躍し、文明開化
に大きく寄与した偉人です。また、日本初の和英辞書
編さんへの協力、日本初の民間新聞の発刊への協力、
日本初の水溶性目薬の販売、日本初の従軍記者として
台湾出兵に同行するなど、日本で初めてのことにたく
さん挑戦した人でもあります。絵画「麗子像」で有名
な画家岸田劉

りゅうせい

生は、吟香の四男です。
　岡山県出身の吟香とこの豊田市をつなぐものは何で
しょうか。当時、豊田市の中心部を治めていた挙

ころ

母
も

藩
は２万石の小藩でしたが、そのうちの５千石は美

みまさかのくに

作国
（岡山県）に、もう５千石は遠

とうとうみのくに

江国（静岡県）に領地
がありました。このように離れた場所にある領地を飛

とび

地
ち

といいます。吟香が生まれた村は、挙母藩が飛地と
して治めていた領地であったため、吟香は青年期に挙
母藩に属し、七

しちしゅう

州城で講義を行ったこともあるのです。
　平成25年２月に開催予定の郷土資料館特別展では、
岸田吟香にスポットをあてます。「郷土資料館だより」
ではこれから83号まで、特別展準備レポートとして吟
香の軌跡や特別展のみどころをご紹介します。
美作国紀行
　今年の２月に、吟香の故郷を訪れました。豊田市か
ら岡山県久米郡美咲町までは、直線距離で約300km離
れています。新幹線を使っても岡山市まで３時間、岡
山市からさらに北上して、津山市まで電車で１時間半、
そこからレンタカーで美咲町に行くのに30分程走りま
した。交通が発達した今でも５時間以上はかかる道の
りを、吟香をはじめ昔の人はどのように移動していた

のだろうと考えると気が遠くなりました。
　吟香は、地元では「卵かけごはん」を広めた人物と
しても有名です。という
のも、昭和２年発刊の『江
戸生活研究』という雑誌
の中で、吟香が生卵をご
飯の上にかけて、焼塩と
トウガラシを振りかけて
食べたという記事がある
からです。美咲町にある
吟香ゆかりの卵かけごはん屋さん「食堂かめっち。」は、
休日になると１～２時間の行列ができるほど人気があ
るそうです。早速私もこちらのお店に寄らせていただ
きました。地元産の卵・お米・醤油を使った「卵かけ
ごはん」は、なんと卵・ご飯ともにおかわりが自由と
のこと！！その美味しさに感激しつつ、しっかりとお
かわりをしてしまいました。美咲町には、吟香の書や
ゆかりの品々などが展示された「岸田吟香記念館」も
あり、郷土の偉人を今に伝えていました。
　吟香が12歳の時に学僕として住み込んだ安藤家でお
話を伺い、吟香が世話になった時の当主安藤善一に
送った肖像画・掛軸などを見せていただきました。善
一が美作国に置かれた挙母藩の陣屋に勤めていた関係
から、安藤家には挙母藩の飛地の範囲が分かる絵図や
廃藩置県時の「挙母県高

こうさつ

札」など、挙母藩ゆかりの品
も数多く残されていました。貴重な資料に出会うこと
ができ、豊田市から遠く離れたこの地と挙母藩のつな
がりを改めて実感しました。
　その他にも、段々に田んぼが連なる山深くの小さな
集落にある吟香の生家跡、岸田家代々のお墓、吟香の
弟熊次郎のご子孫が住まう岸田家、吟香が勉強した津
山藩の城下町にある津山洋学資料館など、数多くの吟
香ゆかりの場所を訪れ、故郷で受け継がれる吟香の足
跡を見ることができました。お世話になった方々は皆
さん温かく、また情熱的な人が多い印象を受けました。
寛大かつ何事も果敢に挑戦する吟香像と重なり、嬉し
くなりました。
　吟香は青年期にこの地から江戸へと旅立ち、数々の
偉業を成し遂げます。乞うご期待です！（不破　恵理）

※敬称略

卵かけごはん：吟香さんを真似
て味の素と七味で食べてみまし
たら、これが美味！
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商家の道具―煙草盆・莨盆（たばこぼん）商家の道具―煙草盆・莨盆（たばこぼん）商家の道具―煙草盆・莨盆（たばこぼん）
■民具調査だより-7

はじめに
　現在は、市の有形文化財に指定されました足助町に
ある『旧紙屋鈴木家住宅』での民具調査を行なってい
ます。足助町を代表する有力商家での調査作業では、
市内各所の資料館に展示・収蔵されている農具や生産
用具などとは性格の異なる民具が沢山でてきます。そ
れは、両替商が使用した“針

はり

口
ぐち

天
てん

秤
びん

”と分銅や銭枡で
あったり、天保12年（1841）との墨書のある、着替用
の衣服などを入れ棒を通して前後に担いだ“挟

はさみばこ

箱”な
どなど。さらには屋敷内には茶室も設けられていまし
たので、茶道や華道に関わる道具も数多くみうけられ
ます。今回は、そんな商家の道具の中にあって、欠か
す事のできなかった、もてなしの道具としての“煙

た ば こ

草
盆
ぼん

”の報告をしてみたいと思います。
煙草盆の吐月峰
　近年では肩身の狭い思いをする喫煙ですが、かつて
は最高のもてなしとされており、商家には必ず来客の
接待用として『煙草盆』が用意されていました。盆は
欅

けやき

や桑の木を用いて作られており、盆と言うより枡型
や茶箪笥型のものが多く、持ち手のあるものと無いも
のとがあります。煙

きせる

管、火
ひ

入
い

れ、灰
はい

吹
ふ

きといった喫煙
具の一式が収められています。火入れは、“火皿”と
も呼ばれ煙草につける火種を入れておく器のことです。
中に灰を入れ、熾

おこ

した切り炭が中央に埋めてあります。
現在のライターですね。
　灰吹きは“灰落とし”“吐

と

月
げっ

峰
ぽう

”とも言われ、煙管
で吸い終えた灰を落とすための器です。陶器や木製な
どでも作られたようですが、すぐに汚れてしまうため、
簡単に取り替えられるという利便性からか、現在みう

けられるもののほとんどは竹筒です。
　竹の種類も淡

は

竹
ちく

は火で割れるため、真竹が良いと言
われています。今で言う、灰皿の役割です。この灰吹
きに、『吐

と

月
げっ

峰
ぽう

』と言う文字の焼印が押してある物が
沢山あります。室町時代の連

れん

歌
が

師
し

宗
そう

長
ちょう

が静岡市駿河区
丸
まり

子
こ

に柴
さい

屋
おく

寺を開き、山の峰から月の出る景観の美し
さを愛でて、この地の山を吐月峰と命名したと言われ
ています。その吐月峰に産する竹が灰吹き用の竹筒に
もっとも適し、宗長はここで製する竹筒に吐月峰と産
地の銘を初めて刻したと言われています。後にこれが
世の中に広く用いられるようになり、吐月峰は灰吹き
の代名詞になり、吐月峰と書いて灰吹きと読むほどに
なりました。
漱石に
　夏目漱石の小説には煙草盆が数多く登場します。中
でも、『吾が輩は猫である』の第11章にある、質朴剛
健話の中に「まだたのもしい事がある。あすこには灰
吹きがないそうだ。僕の友人があすこへ奉職をしてい
るころ吐月峰の印のある灰吹きを買いに出たところが、
吐月峰どころか、灰吹きと名づくべきものが一箇もな
い。不思議に思って聞いて見たら、灰吹きなどは裏の
薮へ行って切って来れば誰にでも出来るから、売る必
要はないと澄まして答えたそうだ。これも質朴剛健の
気風をあらわす美

び

譚
だん

だろう、ねえ独仙君」とあります。
…灰吹きが実際に使われていた時代の雰囲気がうかが
えるお話です。
　尚、正式な茶事では“莨盆”と書き、寄

より

付
つ

き、腰掛
け、薄茶席にそれぞれの材質や形状の異なったものを
使用するようです。 　（東海民具学会　岡本大三郎）

盆／ W165 H140 D175　火入れ／ Wφ105 H97
灰吹き／ Wφ45　H132 ［ 引き出しに刻みたばこあり］

盆／ W193 H220 D147　火入れ／ Wφ122 H75
灰吹き／ Wφ49　H124
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平成23年度文化財保護事業報告平成23年度文化財保護事業報告

■ 文化財保護事業
１　文化財保護審議会　４回
　答申１件・諮問１件
　文化財防火デー：旭郷土資料館・如意寺・六鹿邸・
　　　　　　　　　平勝寺
２　埋蔵文化財　（６頁参照）
３　文化財指定等

 ・重要伝統的建造物群保存地区の選定
　地　区：「豊田市足助伝統的建造物群保存地区」
　選定日：平成23年６月20日
 ・市指定：「水汲遺跡出土縄文土器」「隣松寺本堂」
　　　　　「旧紙屋鈴木家住宅」
　指定日：平成24年３月30日
 ・市指定解除：「足助の矢の技法」
　解除日：平成24年２月４日
４　文化財等保存維持・修理補助事業　
 ・有形文化財保存修理４件（木造二天立像、岩倉神社

舞台、木造源海上人坐像ほか）
 ・有形民俗文化財保存修理３件（足助新町山車ほか）
 ・無形民俗文化財保存修理２件（挙母祭りばやしほか）
 ・有形民俗文化財保存維持16団体（喜多町山車保存会ほか）
 ・無形民俗文化財保存維持34団体（棒の手・はやしほか）
 ・伝統的郷土芸能保存維持23団体（西山万歳ほか）
 ・伝統的郷土芸能保存修理１団体（挙母神楽）
 ・郷土の先人顕彰活動５団体（村上忠順顕彰会ほか）

　　　　　　　　　　　　　総数88件
５　史跡・建造物等整備・修理

 ・旧紙屋鈴木家住宅応急修繕
 ・史跡等看板更新（隣松寺本堂ほか23件）
６　民俗芸能普及推進

 ・市政60周年記念民俗芸能大会「農村歌舞伎公演」開催
12月11日　小原交流館　700人

 ・とよたの祭事記録（阿蔵の念仏踊り）
７　その他

 ・ニホンカモシカ滅失固体処理　19件
■ 郷土資料館事業
１　展示・入館者数　
　平成23年度入館者数17,135人
　特別展 ｢歌舞伎の衣裳と文化

－地域に息づく農村歌舞伎－｣
9/17 ～ 11/27　2,489人

　企画展 ｢古い道具と昔のくらし｣
　5/21 ～ 9/4　6,660人

　企画展「ケヤキが語る二千年」
1/28 ～ 3/4　3,143人

　ミニ企画展「郷土資料館のひなまつり」　
2/4 ～ 3/11　3,023人

　喜楽亭企画展「喜楽亭のひなまつり」
　　2/22 ～ 4/1　　1,872人

２　資料調査

　民具資料整理（旧紙屋鈴木家住宅）
　出土遺物整理（保見文化財倉庫はじめ４カ所）
３　資料収集･複製･修復

　「渡邊家歴代画像」修復
　「松平元康制札複製」「東京日日新聞」「東京第一名

所銀座煉瓦石之図」ほか購入
４　資料貸出件数

　他館・機関への資料貸出　153件
５　講座ほか

　「こどもの日によろいを着てみよう」、「まがたま作り」、
「史跡めぐり」、「花餅作り」「おこしもの作り」「特
別展関連講座」など　

25講座　837人
６　近代の産業とくらし発見館（７頁参照）
７　その他

 ・（仮）豊田市ふるさと歴史館基本構想の検討
 ・スクールサポート事業の推進

①資料館・遺跡見学
　サポート

86校　5,119人
②出前授業・資料貸出
　サポート

68校　5,572人
 ・地域学習サポーターの
　育成
①藤岡地区実施８件
②小原地区実施５件
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平成23年度スクールサポート事業報告スクールサポート事業報告スクールサポート事業報告
― のべ 154 の小中学校と連携 ―

重要伝統的建造物群保存地区選定から１年
　足助の町並みが重要伝統的建造物群保存地区に選

定され、１年がたちました。町並みを舞台に毎年開

催されている春の「足助春祭り」、夏の「たんころり

ん」、秋の「足助祭り」、冬の「中馬のおひなさん」と

いう四季を通じたイベントに取り組んでいる住民の方

の想いが、最近は特に盛り上がっています。また、住

民の方の取り組みだ

けでなく、豊田市も

住民の方や観光で訪

れた方に足助の町並

みをより知っていた

だくため、町並みの

玄関口となる４箇所

に案内板を設置した

り、町並みを紹介し

　平成20年度より始まったスクールサポート事業も４

年が過ぎ、市内の小中学校を対象に実施する ｢資料

館・遺跡見学、出前授業、資料貸し出し｣ の３つのサ

ポートが定着してき

ました。郷土資料館

の見学では、常設展

示に並ぶ弥生土器や

須恵器を見学し、身

近な古墳や遺跡の見

学では、小学校から

の問い合わせをもと

に、現地で学芸員か

らの説明を聞き、学

習しました。

　出前授業では、授

業の中で火縄銃や矢

じりなどにふれる体

験を通して、本物の臨場感を味わうことができました。

　平成22年度には藤岡地区で、平成23年度からは小原

地区で、それぞれボ

ランティアの地域学

習サポーターによる

学習も始まり、地域

に残る古い道具の使

い方を体験的に学ぶ

ことができました。

　 平 成24年 度 か ら

は、名称を郷土学習

スクールサポートと

改め、子どもたちが

｢楽しく学習できた」

と実感できるように、

小中学校の先生方と

連携しながらプログラムを充実させていきます。

た「足助町並み散策ナビ」を発行し、多くの方に足助

の町並みを楽しんでいただくことができました。

　この１年の間に足助の町並みにもさまざまな変化が

起きています。町並みの中心部にある旧紙屋鈴木家住

宅（市指定文化財）では、建物の調査を行うとともに

建物の一部の保存修理工事が始まり、町並みの建物を

保存するための修理・修景事業についても町並みに

あった建物になるように協議を重ね、平成24年度から

本格的に事業が始まります。また、建物を新築したり

増築したりする場合に提出が必要な現状変更行為許可

申請が平成23年度には36件もあり、足助の町並みが生

きた町並みであることを表しています。

　今後も住民の方が住み続けながら町並みを保存し、

住民の方が誇りに思えるような町並みを活かした地域

づくりにつなげていきます。

＜資料館見学のサポート＞

＜出前授業でのサポート＞

＜遺跡見学のサポート＞

＜藤岡地区地域学習サポーター＞
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平成23年度埋蔵文化財調査の概要平成23年度埋蔵文化財調査の概要平成23年度埋蔵文化財調査の概要

○有無の照会
　住宅建設・宅地造成・開発の事前調査などに伴って
文化財課へ埋蔵文化財の有無が照会されます。近年の
照会件数は、平成19年度728件、平成20年度726件、平
成21年度781件、平成22年度903件です。平成23年度は
749件でした。この中で埋蔵文化財包蔵地（遺跡）に
該当したものは182件ありました。地区別では表１の
ような内訳で、昨年同様に猿投・高橋・挙母地区が多
くなっています。また、内容別では住宅建設、電信電
話・ガス施設の事前調査、不動産鑑定などが多くみら
れます。

○届　出
　遺跡内での開発には文化財保護法により届出・通知
が必要です。平成23年度は民間開発事業62件（前年比
－17）、公共事業20件（前年比＋８）あり、公共事業
による届出が増加しています。地区別では挙母・高橋
地区が多くなっています。遺跡別では高橋遺跡（上野
町・高上）が５件で最も多く、次いで上野下村城跡（上
郷町）・寺部遺跡（上野町・寺部町）・瑞穂遺跡（瑞穂
町・元宮町）での届出が多くなっています。また、事
業別では民間開発事業のうち半数が個人住宅の建設や
宅地造成によるもので、ほかに事業系建物の建設･通

信塔の建設等がありました。公共事業は道路工事・区
画整理などによるものでした。これらへの対応は工事
立会53件、確認調査・試掘調査９件、本調査５件、そ
の他15件でした。また、表３･ ４は調査を実施した遺
跡の概要です。

　この他、届出のない電柱工事など軽微な工事に伴う
立会を数十件実施しています。

○発掘調査報告書刊行
　豊田市埋蔵文化財調査報告書第50・51集として『神
明遺跡Ⅲ』、『北ノ脇窯跡　十五夜窯跡　寺池窯跡　山
洞窯跡』を刊行したほか、『平成22年度市内遺跡発掘
調査事業概要報告書』を作成しました。

地区 猿投 挙母 高橋 松平 高岡 上郷
件数 113（16）220（60）132（41） 8（1） 60（2） 35（15）
地区 藤岡 小原 足助 下山 旭 稲武
件数 46（13） 6（2） 64（19） 19（1） 20（3） 26（9）

表１　（　）は埋蔵文化財に該当した件数

地区 民間 公共 主な遺跡
猿投 3 5 伊保遺跡・亀首遺跡・御船城跡
挙母 17 2 瑞穂遺跡・挙母城跡
高橋 16 0 高橋遺跡・寺部遺跡・谷耳太南遺跡
松平 1 0 判行前遺跡
高岡 3 0 駒場瓦窯・弁財２号窯
上郷 7 0 上野下村城跡
藤岡 4 3 土井ノ内遺跡・辻貝戸遺跡
小原 1 0 大平城跡
足助 5 2 宮平遺跡・陣屋跡遺跡
下山 1 1 南川遺跡
旭 2 1 上万場遺跡

稲武 2 6 桐洞遺跡・大野平遺跡
計 62 20

表２　地区別届出件数一覧

遺跡名（所在地） 調査原因 調査面積（㎡） 主な遺構
長田館跡（司町） 住宅建設 191.7 溝
寺部遺跡11AB区

（上野町・千石町） 区画整理 6,902 溝・井戸

寺部遺跡11CD区
（上野町） 学校建設 2,725 土坑・溝

寺部遺跡11E区
（上野町） 区画整理 790 堤・土坑

高橋遺跡（上野町） 住宅建設 75.8 方形周溝墓
御船城跡（御船町） 道路工事 286.9 溝

表３　本調査を実施した遺跡一覧

遺跡名（所在地） 調査原因等 調査面積（㎡）
日南遺跡（日南町） 範囲確認 3
秋葉地区試掘（秋葉町） 宅地造成 34
寄畔遺跡（水源町） 宅地造成 10

弁財２号窯（西岡町） 住宅建設 8.8

高橋遺跡（上野町） 範囲確認 4

判行前遺跡（坂上町） 住宅建設 9.8

高橋遺跡（高上） 住宅建設 75.8

亀首遺跡（亀首町） 住宅建設 4.2
舞木地区試掘

（舞木町・亀首町） 農業用水管敷設 25.5

名古屋海軍航空隊基地関連
遺構（浄水町） 学校建設 1,300

秋葉遺跡（秋葉町） 事業用建物建設 27
市塚古墳・市塚南古墳

（御立町） 範囲確認 72

駒場瓦窯（駒場町） 宅地造成 12.3

船塚遺跡（越戸町） 道路工事 8
京ケ峰A遺跡・京ケ峰B遺
跡（市木町） 送電鉄塔建設 3.3

龍性院（猿投町） 範囲確認（測量） 2,418

表４　確認調査・試掘調査を実施した遺跡一覧
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　豊田市近代の産業とくらし発見館では平成23年度、

過去最高の入館者数を記録しました。発見館事業は年

間３回の企画展と、ものづくり講座や見学会、小中学

生の公共施設見学、高年大学との連携講座、まちなか

宣伝会議との連携事業など多岐にわたり、多くの方に

満足していだきました。平成24年度も引き続き魅力あ

る事業を展開し、発見館の周知に努め、来館者に「そ

うなんだ」「また来たい」と思っていただける博物館

を目指していきたいと思います。

企画展「白瀬矗〜夢の南極大陸へ〜」

　みなさんは白瀬矗
のぶ

という人物をご存じでしょうか。

白瀬矗とは、日本人で初めて南極大陸を探検した人物

です。南極観測船「しらせ」の船名もこの人物の名前

に由来しています。そんな日本の南極探検の礎を築い

た人物の終焉地が豊田市なのです。豊田市神明町には、

今もひっそりと白瀬矗の石碑が佇んでいます。

　平成23年度、白瀬日本南極探検隊100周年記念プロ

ジェクトの一環である全国巡回展示を迎え、白瀬矗の

生涯と彼が率いた日本南極探検隊の偉業をタペスト

リーで紹介しました。

　白瀬矗とともに南極点到達一番乗りを目指す他国の

ライバル、アムンセン（ノルウェー）とスコット（イ

ギリス）。ライバルに比べて装備・資金が圧倒的に劣

る中でも、南極探検という夢のために前進した白瀬矗

の冒険心やロマンに見学者は心打たれていた様子でし

た。またこの企画展では、まちなかのホテルと連携事

業を行い、大きな成果を得ることができました。ホテ

ル側が南極探検宿泊パック、南極デザートの企画と発

見館企画展PR、発見館側が南極デザートの割引券配

布を行い、多くの見学者に満足していただきました。

今後も連携事業を増やしていければ良いと思います。

平成23年度の事業実績
年間入館者数　　16,111人
企画展
　「発見館まゆまつり2011」
（期間：４月19日～７月10日、来館者数3,366人）
　「百々貯木場と今井善六」
（期間：７月12日～ 10月２日、来館者数5,748人）
　「白瀬矗～夢の南極大陸へ～」
（期間：１月18日～３月25日、来館者数3,844人）
ものづくり講座等
　まゆの花束作り／ケバカード作り／鬼瓦作り実

演とミニ瓦マグネット／鋳造キーホルダー／あ
いの生葉で染めてみよう！／木製組み合わせ鍋
敷き／百々貯木場と人造石作り／かわいい土雛
／線香づくり／ボトルシップを作ろう！
ワークショップ
　春休みものづくり体験「ガラ紡糸のコースター

づくり」／企画展ものづくり体験「まゆストラッ
プ」／夏休みものづくり体験「うちわ作り・風
鈴作り」／冬休みものづくり体験「はしごくだ
り・えと絵馬・はごいた」／ものづくり体験「干
支まゆ人形・辰」／企画展ものづくり体験「ま
ゆクリップ」
見学会
　糸の旅／南極観測船ふじを探検！／ぶらり足助

のまちなみ散策
その他
　出前講座「ふれ愛フェスタ2011」／特別展「豊

田に電燈が灯った日」in参合館／出前講座「干
支まゆ人形・辰」in元城小／発見館deかみしば
いwith高年大学／まちなかウォーキング／もの
づくりフェスタ2011 ／エコット講座「まゆか
ら糸をつくろう」／名鉄ハイキング

大和雪原占領式
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　豊田市は県下で最も縄文
遺跡が多い自治体です。そ
の中でも、水

みず

汲
くみ

遺跡（下川
口町）は、環状配石遺構・
その下部で確認された埋設
土器の存在から注目を集め、

重要な遺跡として多くの論文・刊行物で取り上げら
れています。これまでに出土した縄文土器のうち、
学術的に価値が高い５点が、平成24年３月30日に有
形文化財（考古資料）として市の文化財に指定され
ました。
　指定された土器は、縄文時代前期２点、中期１点、
後期２点であり、矢作川右岸の平坦地に形成された
当遺跡が、数千年の長きに渡って繰り返し利用され
たことを物語っています。また、いずれも残存状態
が良く、三河山間部のみならず、愛知県内における
縄文土器の変遷を知る上で、欠かすことのできない
優品です。

　これらのうち、前期２点（写真前列右・後列右）
および中期１点（後列中央）は、三河・美濃地方で
強い地域性を示す土器でありながら、後期２点（前
列左・後列左）は、東西日本一円で広い共通性を示
す特徴を有しています。一万年を超える縄文時代の

「人と物」を巡るネットワークが、時には狭く、あ
るいは広く変化したことがうかがわれます。また後
期２点の埋設土器はおそらく埋葬行為に伴うもので、
縄文時代の葬制を知る上で重要です。

文化財シリーズ

80
市指定文化財

水汲遺跡出土縄文土器

資料館の五月人形・節句飾り
　４月24日（火）から５月６日（日）まで、「五月人形・
節句飾り」と題したミニ企画展を郷土資料館にて開催
しました。今回展示された五月人形や節句飾りは市民
からの寄贈品であり、どれも明治から昭和初期に、男
の子の健やかな成長と強くたくましく育つことを願っ
て飾られたものです。観覧された方々は、今とは趣の
違う五月人形や節句飾りを珍しそうに見ていました。

よろいを着てみよう！
　５月３日（木）
には歴史体験イベ
ント「君も武将に
なれる！よろいを
着てみよう！」を
開催しました。約
150人の子どもた

ちが、鎌倉時代・戦国時代の鎧兜（ともにレプリカ）
と姫の衣装を試着しました。普段着ることのない衣装
を目の前にし、目を輝かせ感嘆の声を上げている姿が
印象的でした。ずっしりと重い鎧兜や色鮮やかな姫衣
装を身にまとった子どもたちは、武士や姫の気分を存
分に味わっているようでした。
　また、ワークショップとして「ミニこいのぼり作り」

「カブト作り」も行いました。同じ材料を使っていて
も作る子どもごとに個性が発揮されており、多種多様

なこいのぼりとカブ
トが出来上がりまし
た。
　ご家族で楽しんで
いただけたようで、
盛況のうちに終了す
ることができました。

利用案内
開館時間　9：00 ～ 17：00
休館日　　毎週月曜日（祝祭日は開館）
入場料　　無料（特別展開催中は有料）
交　通　　名鉄「梅坪駅」より南へ　　　徒歩10分
　　　　　名鉄「豊田市駅」より北へ　　徒歩15分
　　　　　愛知環状線「新豊田駅」より　徒歩15分
　　　　　とよたおいでんバス「陣中町一丁目」より西へ徒歩５分
駐車場　　約20台
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