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発刊にあたって

　野田市郷土博物館、および野田市市民会館の年報・紀要第 1号を刊行いたし
ます。
　平成 19 年度より、同じ敷地にあるこの二つの施設は、指定管理者制度とい
う比較的新しい制度を取り入れて、一体的に管理運営されることになりました。
市の公共施設として、それぞれ 50 年近くもの間、野田の歴史と文化、そして
人を見つめ続けてきた建物が、本年度より「キャリアデザインの拠点」として
再出発をきります。その主役は市民です。この歴史と風情、個性ある二館を学
びと交流の場としてしつらえ、活動に参加すること、さらには自らの人生に役
立て、この場所で得たことを地域に還元していくこと、そうしたさまざまなこ
とが市民自らによって主体的に行われるようになることが期待されています。
　幸いにして、郷土博物館は、昭和 34 年に開館して以来、郷土の歴史や自然
に関する資料の収集、情報の蓄積を行ってきております。また市民会館は、旧
茂木佐平治邸として野田の醤油醸造家の暮らしを今に伝え、登録有形文化財建
造物の貸し館施設は全国的にも珍しいと言えましょう。
　本書では、この貴重な文化資源を基として実施した各々の事業について詳細
に報告しております。これらはいずれも、指定管理者となった市民主体のNPO
法人が、市民が自分らしい生き方を見つけ、それに向けて行動を起こすように
なることを主たる目的に企画したものです。市民コレクション展や市民公募展
といった形態の企画展、市民交流を目的としたミュージアム・コンサートをは
じめ、市民会館を会場にした自主研究グループ育成の講座、寺子屋講座、キャ
リアデザイン講座および講演会、親子のための茶道講座などのイベントにも取
り組んでまいりました。
　本年報・紀要が、市民が主導する地域博物館の運営の一つのあり方について
考える機会となれば幸いです。また、関係各位の皆様、利用者の皆様には、当
館の管理運営と事業について、ご指導・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。

 野田市郷土博物館・市民会館
 館長　今市　善弘
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　野田市郷土博物館は、昭和 34 年に開館した千葉県で最初の登録博物館である。
　設立にあたっては、昭和 23年 4月に誕生した野田地方文化団体協議会（文協）の活動が基盤となった。
文協は野田町教育委員会に対して、図書館・公民館や博物館の設備拡充の要望書を提出、翌年「郷土博
物館建設促進特別委員会」を設け、その後弥生時代の中根八幡前遺跡の学術調査、万葉歌碑の建設、食
生活展覧会の開催など精力的な資料収集や普及活動を行った。これらを経て、昭和 29年「野田市郷土
博物館設立準備委員会」が発足、市山盛雄氏を委員長に、佐藤真氏、池松武之亮氏など計 10名によって、
調査研究、資料収集、啓発活動や博物館建設用地の選定などについて検討された。
　博物館の建設は國學院大學の樋口清之氏の指導により、郷土の人を対象として郷土の特性を知らしめ
るものとする、観光的性格よりも教育的施設に重点を置くなど、郷土の博物館としてふさわしいもので
あるよう配慮がなされた。昭和 31年には野田醤油株式会社から建設資金として 1千万円の寄付なども
あり、旧茂木佐平治邸の敷地内に建造、昭和 34 年 4月 10 日皇太子殿下御成婚記念として開館式典が
挙行された。建物の設計は京都タワーや日本武道館の建築家として知られる山田守による。
　郷土博物館の初期の活動は、市の特色である醤油関連資料および地域の考古・歴史・民俗・生物・鉱
物などの資料を収集し、それを展示など教育活動に使って郷土の理解をはかろうとするものであった。
特に醤油関連資料は、押絵扁額「醤油醸造之図」をはじめ醤油醸造の道具類など、開館以来豊富に収
集を進めている。調査活動では開館直後に中野台貝塚、昭和 40～ 50 年代には野田貝塚、三ツ堀貝塚、
東金野井貝塚など 100 件以上の考古遺跡の発掘が行われた。また、古民家「旧花野井家住宅」、国史跡
指定の山崎貝塚は学術的価値の高さを認められ、博物館の館外施設として機能した。
　展覧会は「野田市今昔展（昭和 34年）」、「日本の蝶蛾展（昭和 39年）」、「中世の野田展（昭和 48年）」、「野
田の寺宝展（昭和 50年）」、「貝展（昭和 57年）」、「下総の牧展（昭和 62年）」など、年 1回以上の頻
度で多彩なテーマで開催されてきたが、平成元年度より予算措置がとられることとなり、更に充実した
ものとなっている。平成 3年度特別展「華ひらく押絵の新世界～勝文斎の偉業～」では、四代勝文斎
作の押絵行灯の調査から、これまでほとんど知られてこなかった押絵細工職人・勝文斎を紹介した。また、
平成 8年度には、昭和初期に市内小学校で音楽教師をしていた山中直治の直筆の童謡の楽譜などが新
たに発見されたことを受け、特別展「よみがえる山中直治　童謡の世界」を実施、さらに生誕 90年の
コンサートを催すなど、地域での普及にもつなげている。平成 12年度特別展「美を見る眼」においては、
郷土の油彩画家櫻田精一氏の作品を画家の人物像にも光をあてて展示し、多くの入館者を得た。
　野田の歴史・文化を新たに発掘し、さまざまな側面に光を当てながら、平成 18年まで常設展示と年
1度の特別展を続け、平成 19年度（本年度）より管理運営に指定管理者制度を導入、現在に至っている。

１-１　施設沿革

野田市郷土博物館
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野田市市民会館

　野田市市民会館は市民の福祉施設として昭和 32年に開館した。
　元は大正 13年頃に建築された野田の醤油醸造家である茂木佐平治氏の邸宅で、木造平屋建桟瓦葺寄
棟造りの和風建築である。その後野田醤油株式会社（現キッコーマン株式会社）の所有となり、昭和
31年 10 月に同社の創業 40周年記念として郷土博物館建設資金とともに主屋や庭園およそ 5,000 平方
メートルの敷地が市に寄贈された。
　開館当初より貸し部屋業務を主としており、公民館や集会施設が少なかった頃から市民の文化活動の
拠点として利用されてきた。また、当時は「新生活運動」の一つとして、冠婚葬祭を簡素にするため公
民館等で結婚式を行うことが奨励されており、市民会館でも多くの結婚式が行われた。
　近年になって、建物の老朽化や歴史的・文化的観点からの活用方法への転換が叫ばれ、平成 5年に
は市民参加による「野田市市民会館有効利用検討懇談会」が設置された。市内外の類似施設の視察を行
い、野田市の歴史・文化・伝統や市民のニーズを踏まえ、まちづくりの中でいかに活用すべきか検討が
重ねられ、平成 8年に貸し部屋業務のみの運営からの脱却と建築当初の状態に復し、和風建築を生か
した管理運営が必要であるとの検討結果報告書が提出された。また、平成 9年には同敷地内の茶室「松
樹庵」（昭和 59 年に他所より移築）とともに国の登録有形文化財となったことを受け、保存修理事業
の一環として市民会館建物基本調査業務が財団法人文化財建造物保存技術協会に委託され、平成 12年
に「市民会館建物基本調査結果」が刊行、建造物各部の破損状況と保存上考慮すべき事項が報告された
が、具体的な解決策は見出されず、旧来通りの運営が続けられていた。
　しかし、平成 19年度より指定管理者制度が導入されることが決まり、同敷地内の郷土博物館との一
体的な管理運営がはじまり「市民のキャリアデザインの拠点」としての役割が付与されたことを契機と
して、大規模な改修工事を年次計画で実施することとなった。老朽化した部分の改修だけでなく、生涯
学習施設としての機能を付加するため、貸し部屋として利用していた一室を市民が集い交流する場と博
物館学芸員の事務スペースとして改修したほか、歴史的建造物としての価値を活かせるよう浴室などか
つての生活様式が偲ばれる場所をクリーニング、補修することによって見学可能とした。
　さらに市民会館内に市内のガイドボランティア団体「むらさきの里野田ガイドの会」のメンバーが駐
在することにより、ガイド業務の案内を市民会館で受け付けるなど、野田市内への観光ガイドの拠点と
しての役割も担うこととなった。
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１-２　「市民のキャリアデザインの拠点」としての管理運営開始

　平成 19年度より、野田市は、郷土博物館と市民会館に指定管理者制度を導入し、「市民のキャリアデ
ザインの拠点」として市民の自主的な学習及び調査研究を支援するとともに、生涯学習のための市民相
互の交流の場を創出することができるようにした。
　指定管理者には市民が中心となって組織しているＮＰＯ法人野田文化広場（平成 17年設立）が、野
田市の文化に精通し様々なソフト事業が展開できること、また市民をメンバーとして既にキャリアデザ
インを実践し、その活動内容も充実していることから選定、審査をされ、随意指定された（ＮＰＯ法人
野田文化広場については 3 - 5 施設の運営組織（93ページ）も参照）。指定管理者制度導入により、野
田市郷土博物館は、これまでの調査研究機能を生かしながら市民が直接参加して学び研究し、交流する
場への転換を図っている。また博物館には市民が滞在、交流可能な会議室のような付属施設がないこと
から、生涯学習機能は併設施設である市民会館を活用することで補うこととし、これが二館の一体的な
管理運営の考え方の基盤ともなっている。
　ここで言うキャリアデザインとは、家庭、学校、職場、地域など人生のあらゆる場所と時期に、「自分
らしい生き方の設計あるいは再設計」のために必要な知識、技術を身につけ、これを実践することをい
う。すなわち市民のキャリアデザインでは、生涯学習を下支えとして、市民一人一人が自らの働きを自
覚、そして他者を理解し、キャリア（生き方）の設計および再設計をする。そのうえで地域コミュニティ
の一員としての自覚をもち、コミュニティにおいて自らの役割や責任を果たすことが望まれる（図 1）。
　野田市郷土博物館では、この過程を支援することとし、生きがいをもち、責任と自覚をもつ自立的な
市民の育成、さらに地域の活性化・まちづくりにつなげていくことを使命と考えている。言い換えれば、
まちづくりは「ひとづくり」であり、自立化した市民がコミュニティ活性化の実施主体である。その際、
行政は市民と協働しながら、必要な情報や器としての場の提供のサポートを行い、それを市民が活用し
ていく形をとる。

地域コミュニティにおける市民のキャリアデザイン

コミュニティの一員として、自らの働きや役割を自覚し地域活動する

個々が一人一人働くことを自覚し、自らのキャリアを設計・再設計する

第
一
段
階

第
二
段
階

↑

生涯学習

図1　生涯学習と市民のキャリアデザインの関係図
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　またこの実現には、地域社会内の各コミュニティ（家族・学校・商工業者・農業者・市民団体・福祉関係者・
行政など）を孤立化させることなく、相互に交流させることが必要となる。博物館はさまざまなコミュ
ニティに所属する人たち同士を＜文化＞によってつなげるハブの役割を担い、市民相互のコミュニケー
ションの促進につとめる（図2）。この場合の＜文化＞とは、回顧的な歴史や文化ではなく、人の「働き」（仕
事・遊び・地域活動・芸道・家庭など）のキャリアデザインの視点に立ち調査研究した成果や、市民の
様々なキャリアなどの＜文化＞をさす。
　博物館が「文化の殿堂」から、市民相互のコミュニケーションの推進役に転換することとなる。それ
により、これまで交流のなかった異世代や異分野の人たち同士が出会い知り合い、お互いの仕事や生き
方、考え方、価値観などを共有し、相互に学びあうことによって、個人の生き方の幅が広がる。各自の
キャリアの設計や再設計にも役立ち、地域社会での人々の協働的な仕事や地域活動に発展させることが
期待されている。

図2　市民のキャリアデザイン拠点の概念図（金山2007より）
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１-３　管理運営の考え方

当館の管理運営の基本的な考え方は以下の通りである。
（１）郷土博物館と市民会館を一体管理することにより、キャリアデザインの拠点とすること。
（２）郷土博物館において、博物館法第 2条に規定する事業を行うこと。
（３）市民会館を、貸館として市民等の利用に供すること。
（４）利用者の平等利用が確保されていること。
（５）個人情報の適切な保護が図られていること。
（６）施設の効用を最大限に発揮し、利用者のサービス向上を図ること。
（７）効率的な管理を行い、経費の節減を図ること。
（８）管理に関する業務を一括して再委託しないこと。

１-４　事業にかかわる基本方針

　ソフトとなる各種事業の基本方針は以下の通りである。
　なお事業はこれらの基本方針に基づき「資料収集事業」「資料保管事業」「資料整理事業」「調査研究事
業」「公開事業」「展示事業」「キャリアデザイン事業」「交流事業」「宣伝･広報事業」「出版事業」「利用
者へのサービス事業」を実施している。それぞれの詳細は２．事業を参照。また、施設の概要、および
関連する条例、規則、規程については、３．データに掲載する。

●歴史・文化等に係わる調査研究、資料の整備及び情報の提供
　市民の共有財産である野田の文化財や歴史資料を収集・整理保管、調査研究し、その情報を公開、還
元することで、市民が地域の歴史に親近感を持つことを支援し、教養、学術及び文化の向上に寄与しま
す。野田市に数多く残されている遺跡や、歴史的話題を「野田の人々の生活と文化」というテーマのもと、
資料収集から活用までを一体的に行い、親しみ易い形で伝えることで、市民との協働を進め、市民と
ともにある博物館であり続けます。

●特別展・企画展・常設展の実施
　博物館の１階はギャラリースペースとし、企画展、特別展を行います。企画展は年間３回を予定し、
市民コレクション展、市民の文化活動報告展、市民公募展等の市民参加型の展示を行い、市民同士がお
互いを知り合う交流の機会にします。特別展は年間１回を予定し、学芸員の調査研究に基づいて学術的
な展示を行います。２階は常設展示とし、「野田の人々の生活と文化」というテーマに基づく野田の通史
展示を計画して、野田市の歴史を身近に感じてもらうようにします。

●キャリアデザインに関する情報収集及び提供
　「市民が直接参加しながら学び、研究し交流する場」としての博物館を目指し、生きがいをもち責任と
自覚をもつ自立的な市民を育てるため、キャリアデザインを根幹としたまちづくり・ひとづくりを支援
します。
　様々なキャリアをもつ市民の情報を収集し、研究・発表することで、市民のキャリアデザインを支援
します。
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●キャリアデザインを支援するための具体的な事業の実施
　市民が自らのキャリアをデザインするのに最も重要な情報は、人との交流や学習を通じて得ることので
きる実体験情報であると考え、郷土博物館・市民会館を「交流と学びの場」とするために、郷土博物館・
市民会館の双方においてキャリアデザインを支援するための各種の事業を行います。

●利用者及び利用団体等のニーズの把握及びその反映
　より市民に親しまれ、利用しやすい博物館であるために、常に利用者の視点で事業に取り組みます。
また、アンケートや懇談会等により常に的確な市民ニーズを積極的に収集し、その結果を評価・改善に
生かしていくことで、市民の博物館への満足度の向上に努めます。
　市民や学校との協議により、事業の見直しや新規事業計画を模索し、その成果を市民や学校との協働
による事業へと生かしていくことで、市民の新たなニーズへ応えていきます。

●市民参加の取組
　「市民が直接参加しながら学び、研究し交流する場」としての博物館を目指し、博物館で行われる企画
展や各種の交流会に市民の積極的な参加を促し、学芸員が市民と協働で事業を行います。

●自主事業の実施
　当法人は、指定管理業務の一つであるキャリアデザイン事業をより効果的に行うために自主事業を実
施します。自主事業としては、当法人がこれまで取り組んできた寺子屋講座を、市民会館貸部屋を利用
して継続して行い、当法人の蓄積してきた人的ネットワークを維持、発展させつつ、施設全体の賑わい
の創出に努めます。また、コンサートなどの交流会を積極的に実施し、市民のコミュニケーションを促
進します。
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2　事業
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●4月
 1日（日）　博物館・市民会館の指定管理者による管理運営開始
 1日（日）　博物館のホームページ公開
 1日（日）　第25回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「野田名物　塩せんべい」
13日（金）　野田市立七光台小学校6年生来館
15日（日）　第25回寺子屋講座（芸道文化講座）「郷土画家　櫻田精一を訪ねる」
17日（火）　野田市立東部小学校6年生来館
21日（土）　オープンサタデークラブ「生け花講座」開始（3月1日まで、全15回）
29日（日）　法政大学資格課程博物館学芸員コースと樽職人史料の合同調査実施（～5月1日）
●5月
 6日（日）　第26回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「バイオリンという生き物」
15日（火）　収蔵品特別展示 四代勝文斎作押絵行灯2点（～27日）
20日（日）　第26回寺子屋講座（芸道文化講座）「まちなか植物観察会」
●6月
 3日（日）　第27回寺子屋講座（まちの仕事人講話）
 「交番勤務からまめばん勤務までの五十年～地域の皆さまに支えられて～」
12日（火）　野田市立中央小学校2年生来館（・13日）
15日（金）　野田市立中央小学校3年生来館
17日（日）　第27回寺子屋講座（芸道文化講座）
 「昭和歌謡史　パート２～戦後の混乱期に流行った歌～」
18日（月）　博物館展示替えのため休館（～30日）
26日（火）　市民ワークショップ（第1回）
●7月
 1日（日）　平成19年度企画展・市民コレクション展「土人形の魅力～髙梨東道さんのコレクション～」開始
 （～9月29日）　オープニング・レセプション
 1日（日）　第28回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「きもの・帯むすびにひかれて」
 5日（木）　野田市教育研究会社会科部会集会
10日（火）　市民ワークショップ（第2回）
15日（日）　第28回寺子屋講座（芸道文化講座）「土人形の魅力～私のコレクションから～」
31日（火）　博物館実習生3名受入（～8月10日）
●8月
 2日（木）　勾玉作り体験教室（第1回）
 4日（土）　「土人形の魅力」展ギャラリートーク（第1回）
 5日（日）　第29回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「相談員として学んだこと～現代の家族関係～」
 7日（火）　勾玉作り体験教室（第2回）
18日（土）　「土人形の魅力」展ギャラリートーク（第2回）
19日（日）　第29回寺子屋講座（芸道文化講座）「安来節（どじょうすくい）踊り方教室 」
●9月
 1日（土）　「土人形の魅力」展ギャラリートーク（第3回）
 2日（日）　第30回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「ちょっとだけYS-11～初飛行から3年間の製造現場寸描～」
 9日（日）　第1回ミュージアム・コンサート「新しい風」
16日（日）　第30回寺子屋講座（芸道文化講座）「心より心に伝ふる花　お能の世界」
29日（土）　市民会館「市民つどいの間」オープニングセレモニー
30日（日）　博物館展示替えのため休館（～10月6日）

平成19年度　博物館・市民会館事業カレンダー
2007 年
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●10月
 7日（日）　平成19年度特別展「野田と樽職人～“町樽屋”菅谷又三と“売樽屋”玉ノ井芳雄～」開始
 （～20年1月14日）　オープニング・レセプション
 7日（日）　第31回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「野田の伝統　町樽屋の思い出」
10日（水）　キャリアデザイン連続講座「私を生きる～扉を拓くために～」（第1回）
11日（木）　植物標本作り体験連続講座（第1回）
14日（日）　キャリアデザイン講演会
 「市民のキャリアデザイン ～ワーク・ライフ・スタディ・バランスのすすめ～」
18日（木）　植物標本作り体験連続講座（第2回）
21日（日）　第31回寺子屋講座（芸道文化講座）「野田の和樽は今も生きている」
24日（水）　キャリアデザイン連続講座「私を生きる～扉を拓くために～」（第2回）
25日（木）　植物標本作り体験連続講座（第3回）
28日（日）　「野田と樽職人」展関連講演「桶樽が支えた産業と社会」
30日（火）　野田市立七光台小学校4年生来館
●11月
 4日（日）　第32回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「いい風ください！」
 7日（水）　キャリアデザイン連続講座「私を生きる～扉を拓くために～」（第3回）
13日（火）　中学生職場体験（2名）受入（～16日）
18日（日）　第32回寺子屋講座（芸道文化講座）「精神科50年」
22日（木）　老人福祉施設「鶴寿園」の入所者が市民会館に来館　「回想法」試行実施
●12月
 2日（日）　第2回ミュージアム・コンサート「福を呼ぶ響き」
 2日（日）　第33回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「薬は怖い。されど…」
16日（日）　第33回寺子屋講座（芸道文化講座）「俳句を作ろう　パート３」
20日（木）　野田樽職人サミット

●1月
 1日（火）　博物館ホームページ内に「デジタルミュージアム」オープン
15日（火）　博物館展示替えのため休館（～25日）
20日（日）　第34回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「ホテルマンから大工の棟梁へ」
20日（日）　第34回寺子屋講座（芸道文化講座）「よさこいソーランを踊ってみよう！」
26日（土）　平成19年度第2回企画展・市民公募展「市民会館の今と昔～市民が語る旧茂木佐平治邸～」
 （～3月25日）　オープニング・レセプション
26日（土）　登録文化財となって以降初めての市民会館での消防訓練
●2月
17日（日）　第35回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「テント屋　私の場合」
17日（日）　第35回寺子屋講座（芸道文化講座）「箏・人生を奏でる」
22日（金）　オープンサタデークラブの小学生による作品展示と発表「クラブフェスタ2008」（～24日）
●3月
 2日（日）　第36回寺子屋講座（まちの仕事人講話）「日本壁と50年の歩み」
16日（日）　第36回寺子屋講座（芸道文化講座）「醤油番付（天保十一年版）を読む」
22日（土）　山中直治コンサート
26日（水）　博物館展示替えのため休館（～4月4日）
30日（日）　親と子の茶道講座

2008年
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資料収集・保管・整理事業
事業区分：委託事業

＜新収蔵資料＞
資料名 点数 所蔵元／購入先 受領日

1 ふいご 等 4 寄贈 安蒜敬慎氏 ５月 １日
2 小学校卒業証書 1 寄贈 大塚勝郊氏 ５月11日
3 タブネ 等 2 寄贈 関根良一氏 ８月 ２日
4 ナガモチ 1 寄贈 亀田きよ氏 12月14日

5 台秤 等 2 寄贈 山中俊明氏 ２月28日
6 酒造家店先図絵馬 1 寄託 瀬戸上灰毛稲荷神社氏子 ２月28日
7 国輝「古今珍物集覧」 1 購入 三田アート画廊株式会社 12月 ６日
8 「野田労働事情」 1 購入 古書街の風 12月15日
9 三代広重「筑摩県博覧会」 3 購入 有限会社時代や書店 12月24日
10 醤油樽半製品 7 購入 玉ノ井芳雄氏 １月16日
11 樽職人製作民芸品 10 購入 菅谷又三氏 ２月 ６日
12 樽職人製作民芸品 7 購入 玉ノ井芳雄氏 ２月 ６日
13 洋画『鳩』櫻田精一・画 1 購入 櫻田久子氏 ２月27日

＜修繕・修復等＞
資料名 業務委託先

1 中野台貝塚出土深鉢形土器
2 稲荷前遺跡出土深鉢形土器
3 槙の内遺跡出土深鉢形土器
4 槙の内遺跡出土深鉢形土器
5 香取原貝塚出土注口土器
6 山崎貝塚出土注口土器
7 二ツ塚古墳群出土高坏
8 堤台遺跡出土台付甕形土器
9 香取原古墳群出土円筒埴輪 修繕 株式会社地域文化財コンサルタント
10 吉春遺跡出土常滑壺
11 龍ヶ崎市内出土蔵骨器
12 三ツ堀遺跡出土壺形土器
13 目吹新立遺跡出土深鉢形土器
14 香取原貝塚出土深鉢形土器
15 本郷遺跡出土壺形土器
16 三ツ堀遺跡出土器台
17 三ツ堀遺跡出土器台
18 酒造家店先図絵馬 修復 株式会社大入
19 国輝「古今珍物集覧」 額装 株式会社大入 

資料名 点数 寄贈・寄託者 受領日
1 ふいご 等 4 寄贈 安蒜敬慎氏 ５月 １日
2 小学校卒業証書 1 寄贈 大塚勝郊氏 ５月11日
3 タブネ 等 2 寄贈 関根良一氏 ８月 ２日
4 ナガモチ 1 寄贈 亀田きよ氏 12月14日
5 台秤 等 2 寄贈 山中俊明氏 ２月28日
6 酒造家店先図絵馬 1 寄託 瀬戸上灰毛稲荷神社氏子 ２月28日
7 国輝「古今珍物集覧」 1 購入 12月 ６日
8 「野田労働事情」 1 購入 12月15日
9 三代広重「筑摩県博覧会」 3 購入 12月24日
10 醤油樽半製品 7 購入 １月16日
11 樽職人製作民芸品 10 購入 ２月 ６日
12 樽職人製作民芸品 7 購入 ２月 ６日
13 洋画『鳩』櫻田精一・画 1 購入 ２月27日



○樽職人サミット
実施日：12月 20 日（木）
内　容：特別展「野田と樽職人」の追加調査として、野田市の元・現役樽職人及びその関係者を集め、
樽職人サミットを実施した。博物館所蔵の樽製作道具を並べ、修業時代の思い出などを座談会形式で聞
き取った。記録は紀要（110 ページ～）を参照。

キャリアデザインの調査研究

上記樽職人サミットにおいて樽職人のキャリアを聞き取ったほか、企画展「土人形の魅力～髙梨東道さ
んのコレクション～」において、郷土人形収集家のキャリアをインタビュー等により聞き取りを実施し
た。調査結果は紀要（127 ページ～）を参照。

調査研究事業
事業区分：委託事業　

燻蒸・環境検査

期　間：2月 15 日～ 19日　
対　象：博物館本館収蔵庫及び上花輪収蔵庫
委託先：関東港業株式会社
薬　剤：アルプ

地域文化の調査研究

○樽職人・玉ノ井芳雄氏史料調査
実施日：4月 29 日（日）～ 5月 1日（火）、
　　　　5月 20 日（日）
内　容：法政大学資格課程博物館学芸員コースと共同で玉
ノ井芳雄氏の史料調査を行い、調査結果は特別展「野田と
樽職人」に反映された。
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インターネット上での資料公開　「デジタルミュージアム」開設

１月１日に郷土博物館ホームページ上に「デジタルミュージアム」のコンテンツを開設し、企画展「土
人形の魅力」開始前まで展示室１階に常設していた考古、民具等の資料 104 点の情報を公開した。

市民つどいの間での所蔵図書の公開

9 月 29 日にオープンした「市民つどいの間」で、約 4,000 冊の図書を配架し閲覧可能とした。図書は
野田市郷土博物館の刊行物のほか、北海道から沖縄までの博物館・美術館図録、郷土に関する資料、キャ
リアデザイン関連書籍約 50冊を配架した。

資料館外利用

○野田市史編さん担当
資料名：中里村染谷静男家文書の一部
期　間：4月 14 日～ 6月 5日
目　的：近現代編の編さんに伴うマイクロフィルム撮影

○横浜開港資料館
資料名：野田・柏間軽便鉄道開通式記念さかづき
期　間：7月 25 日～ 11月 7日
目　的：企画展示「昭和の幕開け　大横浜を築いた市長・有吉忠一」へ出陳のため

公開事業
事業区分：委託事業　

デジタルミュージアム 市民会館「市民つどいの間」
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２．展望
　市内外問わず来館者の醤油関係資料への関心は高い。常設展示エリアは平成 22 年度にリニューアル
を予定し、それまでは現行の展示を継続する計画である。

は河鍋暁斎や川端玉章など著名な画家の絹絵が嵌め込まれている。全国にも類例を見ない貴重な美術品
であるが、資料保存のため常時公開することができない。そのため平成８年より、所蔵している全 41
点の押絵行灯から毎年 2 点ずつ収蔵品特別展示として期間を区切り公開している。今年度は「坂東家
橘の白井権八（東京）」と「尾上多賀之丞の夕霧（大坂）」を展示した。

展示事業
事業区分：委託事業　

常設展示

4 月～ 6月　18年度までの展示を継続
7月～　　　醤油醸造資料の展示（2階のみ）

１．展示内容
　4月～ 6月までは全館で 18年度までの展示を継続した。
7 月より常設展エリアは展示室 2 階となり、野田における
醤油醸造の各工程で使われてきた道具類、江戸時代の醸造
家の名前が並ぶ見立番付、醤油徳利や醤油差し、醤油樽な
どを展示している。

収蔵品特別展示

四代勝文斎作押絵行灯（2点）
期　間：5月 15 日（火）～ 27日（日）
場　所：博物館 1階展示室

１．展示内容
　当館所蔵の「押絵行灯」は、明治の押絵細工の名手とし
て知られる四代勝文斎の作品である。前面に施された押絵
は全て各都道府県にゆかりのある歌舞伎の一場面であり、
当時の人気役者の似顔絵が描かれている。また、開口部に
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１．目的
　市民コレクション展では、野田市民の中でまとまったコレクションをもった方に依頼をし、そのコレ
クションを展示する。単なる貸しギャラリーとしてではなく、資料の提供者と学芸員の協働で文化的な
展示構成を考え、野田市の文化資料としての視点で展示を行う。資料の提供者には個人史を語っていた
だき、自身のキャリアを振り返る機会にしてもらうとともに、参加した市民のキャリアデザインに役立
てる。
　本企画展は、郷土人形収集家で野田市在住の髙梨東道氏の「こだわり」の土人形コレクションを通して、
郷土玩具の美と魅力、そして収集家のキャリア（生き方）をたどった。展示物と来館者が向き合い対話
することは勿論、そのコレクションを中心（ハブ）として、異世代、異分野の人たちが集い、新たなコ
ミュニケーションの創造や、市民各自のキャリアの設計・再設計を図ることを狙いとした。

２．展示内容
　展示物は、29 歳の時から 33 年に亘り郷土人形の収集を続けてこられた髙梨東道氏より借用。江戸
末期から昭和までの土人形（古人形）を中心に、張子人形、郷土玩具に関する貴重書なども加え、下記
の４コーナーに大別した。その他、年表や自宅の人形陳列部屋の写真によって土人形収集鑑賞家として
のキャリアに焦点をあてた。また、自己研鑽の証である書物、人形収集仲間との交流を示す絵手紙など
を展示し、その形成がコミュニケーションによって成り立っていることを説明した。

（１）三大土人形コーナー　
　「日本三大土人形」と名高い、長崎の古賀人形、京都の伏見人形、仙台の堤人形、また「東北三大土人形」
とされる堤人形、花巻人形、米沢の相良人形を展示し、鑑賞の導入とした。
（２）全国（産地別）の土人形コーナー
　北は青森県から南は鹿児島県まで、全国各地の土人形を産地別に並べ、各産地の特色を比較鑑賞でき
るようにしたほか、人形の収集の経緯や、鑑賞のポイントをパネルで説明した。
（３）想い出の土人形コーナー
　髙梨氏が特に収集に情熱を注いだ土人形、思い出深い土人形をそのエピソードとともに紹介した。
（４）張子人形コーナー
　色鮮やかで目をひく張子人形を補足的に展示した。

展示事業
企画展・市民コレクション展

土人形の魅力 ～髙梨東道さんのコレクション～
会　期：7月 1日（日）～ 9月 29日（土）
会　場：博物館 1階展示室
開館時間：午前 9時～午後 5時
入館料：無料
入館者：5,742 人

事業区分：委託事業
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番号 資料名 資料名２（産地） 所蔵者 備考（年代） 備考（作者） 小コーナー
1 西洋婦人 古賀人形 髙梨東道 昭和 50年代 小川索

日
本
三
大
土
人
形

2 阿茶さん 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代 小川セイ
3 阿蘭陀さん 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代 小川セイ
4 お伊勢参り 古賀人形 髙梨東道 昭和 40年代 小川索
5 馬乗りマリア 古賀人形 髙梨東道 昭和 40年代 小川索
6 花馬 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代以前か 小川セイ
7 馬乗り猿 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代 小川セイ
8 馬乗り猿 古賀人形 髙梨東道
9 鶏抱き猿 古賀人形 髙梨東道 昭和 40年代 小川索
10 子守 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代か 小川セイ
11 ズッキャンキャン 古賀人形 髙梨東道 昭和 30年代 小川セイ
12 三番叟 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
13 和藤内 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
14 花笠踊り 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
15 犬引き花魁 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
16 鯉掴み 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
17 三番叟（小） 堤人形 髙梨東道 昭和 30年代 芳賀佐五郎
18 和藤内（小） 堤人形 髙梨東道 昭和 30年代 芳賀佐五郎
19 堂内天神 堤人形 髙梨東道 昭和 30～ 50年代 芳賀佐五郎
20 内裏雛（組物） 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代 芳賀佐五郎
21 内裏雛（組物） 堤人形 髙梨東道 昭和 50年代
22 おぼこ 伏見人形 髙梨東道 明治前期
23 お高祖頭巾子連れ 伏見人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
24 毬持ち猫 伏見人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
25 軍配持ち童子 伏見人形 髙梨東道 江戸末期
26 俵持ち童子 伏見人形 髙梨東道 江戸末期
27 采配持ち童子 伏見人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
28 吊鐘担ぎ弁慶 伏見人形 髙梨東道 明治期
29 春駒持ち童子 伏見人形 髙梨東道 江戸末期
30 饅頭喰い 伏見人形 髙梨東道 明治末期～大正期
31 古代犬 伏見人形 髙梨東道 明治末期～大正期
32 鯛乗り童子 伏見人形 髙梨東道 江戸末期
33 相撲 伏見人形 髙梨東道 江戸末期
34 馬乗り兵隊 花巻人形 高梨東道 明治前期

東
北
三
大
土
人
形

35 牛乗り天神 花巻人形 髙梨東道 明治初期
36 山姥金時 花巻人形 髙梨東道 江戸期
37 女春駒 花巻人形 髙梨東道 明治期
38 脇えじこ 花巻人形 髙梨東道 昭和前期
39 鉞金太郎 花巻人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
40 蛸担ぎ童子 花巻人形 髙梨東道 明治前期
41 寿老人子供乗り 花巻人形 髙梨東道 明治前期
42 達磨抱き童子 花巻人形 髙梨東道 明治期
43 俵持ち童子 花巻人形 髙梨東道 明治初期
44 稚児天神 花巻人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
45 達磨 花巻人形 髙梨東道 明治中期
46 首人形 花巻人形 髙梨東道 昭和初期
47 舟乗り童子（舟遊び） 相良人形 髙梨東道 江戸期
48 天神持ち 相良人形 髙梨東道 江戸期
49 馬乗り小姓 相良人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
50 槌乗り童子 相良人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
51 鯛咥え猫 相良人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
52 天神 相良人形 髙梨東道 明治期
53 頭巾かぶり 相良人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
54 鯛乗り恵比寿 相良人形 髙梨東道 明治後期
55 毬持ち猫 相良人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
56 犬引き花魁 相良人形 髙梨東道 明治後期
57 達磨持ち童子 堤人形 髙梨東道 江戸末期
58 犬引き花魁 堤人形 髙梨東道 江戸末期
59 笠持ち 堤人形 髙梨東道 江戸末期
60 天神 堤人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期

展示資料一覧 ※所蔵者は敬称略
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番号 資料名 資料名２（産地） 所蔵者 備考（年代） 備考（作者） 小コーナー
61 石橋 堤人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
62 扇舞い 堤人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
63 羽織着角力 堤人形 髙梨東道 大正末期～昭和前期
64 熊乗り金太郎 堤人形 髙梨東道 明治期
65 猪乗り金太郎 堤人形 髙梨東道 明治期
66 桶持ち 堤人形 髙梨東道 明治後期～大正期
67 パネル「髙梨東道さん年表」 人

形
と
と
も
に
歩
い
た
人
生

68 パネル「髙梨東道さんプロフィール」
69 パネル（毎日新聞）
70 パネル（千葉日報）
71 パネル（千葉日報）
72 写真（特別展「全国の郷土人形」）4
73 写真（寺子屋講座）
74 パネル「郷土人形陳列部屋」
75 写真（郷土人形陳列部屋）6
76 舟乗り天神（大） 青森人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代 福原英治郎

東
北
地
方
の
土
人
形

77 舟乗り天神（小） 青森人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代 福原英治郎
78 鯰乗り猿 青森人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代 福原英治郎
79 飾り馬 青森人形 髙梨東道 昭和 30年代以前か 福原英治郎
80 馬乗り猿 青森人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代 福原英治郎
81 子連れお高祖頭巾 下川原人形 髙梨東道 昭和初期 髙谷徳太郎
82 牛乗り天神 下川原人形 髙梨東道 大正期～昭和初期 髙谷徳太郎
83 俵抱き 下川原人形 髙梨東道 大正期～昭和初期 髙谷徳太郎
84 子守 下川原人形 髙梨東道 昭和初期 髙谷徳太郎
85 唐人太鼓持ち 下川原人形 髙梨東道 大正期～昭和初期 髙谷徳太郎
86 子守 八橋人形 髙梨東道 明治初期～中期
87 母子連れ 八橋人形 髙梨東道 明治初期～中期
88 子連れ 八橋人形 髙梨東道 明治中期
89 軍配持ち 八橋人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
90 おしっこ 八橋人形 髙梨東道 明治中期
91 牛乗り天神 八橋人形 髙梨東道 昭和 30年代 高松ミツ
92 牛乗り天神 八橋人形 髙梨東道 昭和 50年代 高松茂子
93 天神 小坂人形 髙梨東道 昭和 30年代位か 菊沢陶造
94 巴御前 小坂人形 髙梨東道 昭和 30年代位か 菊沢陶造
95 馬乗り兵隊 中山人形 髙梨東道 昭和前期 樋渡ヨシ
96 狆抱き 中山人形 髙梨東道 昭和前期 樋渡ヨシ
97 三味線引き 中山人形 髙梨東道 昭和前期 樋渡ヨシ
98 大件黒主 産地不明 髙梨東道 明治期
99 子守 気仙高田人形 髙梨東道 明治期
100 娘 気仙高田人形 髙梨東道 明治期
101 題不詳 気仙高田人形 髙梨東道 明治期
102 秀ノ山 気仙沼人形 髙梨東道 昭和前期～中期 千葉平之進
103 天神 気仙沼人形 髙梨東道 昭和前期
104 鼠取り 鶴岡人形 髙梨東道 明治中期
105 布袋の車引き 鶴岡人形 髙梨東道 明治後期～大正初期
106 熊金相撲取組 鶴岡人形 髙梨東道 明治中期
107 鯛持ち童子 鶴岡人形 髙梨東道 明治初期
108 江口の君 成島人形 髙梨東道 明治後期
109 犬乗り童子 成島人形 髙梨東道 明治後期
110 宝珠持ち大黒 成島人形 髙梨東道 明治後期～大正期
111 俵持ち 猪野沢人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
112 兎の餅搗き 酒田人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代か 大石文子
113 子連れ 酒田人形 髙梨東道 昭和前期
114 春駒持ち 酒田人形 髙梨東道 昭和前期
115 えじこ 酒田人形 髙梨東道 昭和前期
116 鯉持ち侍 下小菅人形 髙梨東道 明治後期
117 花持ち 下小菅人形 髙梨東道 明治後期～大正期
118 手習い 下小菅人形 髙梨東道 明治後期～大正期
119 子守り 寺沢人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
120 笠被り春駒 寺沢人形 髙梨東道 江戸末期
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番号 資料名 資料名２（産地） 所蔵者 備考（年代） 備考（作者） 小コーナー
121 三味線引き 寺沢人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期

北
陸
地
方
の
土
人
形

122 饅頭喰い 水原人形 髙梨東道 明治期
123 子連れ 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
124 犬抱き娘 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
125 太鼓持ち猫 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
126 立娘 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
127 若旦那 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
128 堂内天神 柏崎人形 髙梨東道 明治期
129 大黒 柏崎人形 髙梨東道 明治期
130 恵比寿 柏崎人形 髙梨東道 明治期
131 鳩持ち 今町人形 髙梨東道 明治中期～後期
132 団扇持ち 今町人形 髙梨東道 明治中期～後期
133 鯛持ち童子 今町人形 髙梨東道 明治中期～後期
134 政岡 今町人形 髙梨東道 明治中期～後期
135 立娘 今町人形 髙梨東道 明治中期～後期
136 兄ちゃん 長木人形 髙梨東道 大正末期～昭和前期
137 姉さん 長木人形 髙梨東道 大正末期～昭和前期
138 傘持ち男 八幡人形 髙梨東道 明治前期
139 花魁 八幡人形 髙梨東道 明治前期
140 座り侍 八幡人形 髙梨東道 明治前期
141 饅頭喰い 栃尾人形 髙梨東道 明治初期～中期
142 花魁 栃尾人形 髙梨東道 明治初期～中期
143 おぼこ 栃尾人形 髙梨東道 明治初期～中期
144 お高祖頭巾子連れ 栃尾人形 髙梨東道 明治初期～中期
145 鉞金太郎 栃尾人形 髙梨東道 明治初期～中期
146 団扇持ち 金沢人形 髙梨東道 明治初期
147 俵担ぎ 金沢人形 髙梨東道 明治初期
148 撥持ち 金沢人形 髙梨東道 明治初期
149 犬連れ書生 武生人形 髙梨東道 明治末期～大正期 平野秀太郎
150 弁財天 三国人形 髙梨東道 明治初期～中期
151 帯上げ娘 富山人形 髙梨東道 明治期
152 鯛乗り恵比寿 富山人形 髙梨東道 昭和 40年代
153 お高祖頭巾子連れ 中野人形（奈良） 髙梨東道 昭和初期 奈良五三郎 信

州
の
土
人
形

154 飾り犬 中野人形（奈良） 髙梨東道 昭和初期 奈良五三郎
155 子守り 中野人形（立ヶ花） 髙梨東道 明治期
156 鯛乗り童子 中野人形（奈良） 髙梨東道 昭和 50年代 奈良久雄
157 小野道風 中野人形（立ヶ花） 髙梨東道 昭和 50年代
158 鳶女教師 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目以前か

関
東
地
方
の
土
人
形

159 春駒 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目 田中謙次
160 お針子娘 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目以前か
161 虎加藤 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目以前か
162 招き猫 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目 田中謙次
163 狐拳ー狐 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目 田中謙次
164 狐拳ー庄屋 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目 田中謙次
165 狐拳ー鉄砲持ち 芝原人形 髙梨東道 明治期 三代目 田中謙次
166 天神 下総人形 髙梨東道 昭和 30～ 40年代 松本節太郎
167 花魁 下総人形 髙梨東道 昭和 50年代 松本節太郎
168 鳥追い女三態 下総人形 髙梨東道 昭和 50年代 松本節太郎
169 鳥追い女三態 下総人形 髙梨東道 昭和 50年代 松本節太郎
170 鳥追い女三態 下総人形 髙梨東道 昭和 50年代 松本節太郎
171 虎加藤 今戸人形 髙梨東道 昭和前期 金澤春吉
172 獅子頭 今戸人形 髙梨東道 昭和前期
173 西瓜天神 横浜人形 髙梨東道 昭和 30年代 村沢春吉
174 西瓜天神 横浜人形 髙梨東道 昭和 50年代 村沢春吉
175 福助 犬山人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期 東

海
地
方
の
土
人
形

176 おぼこ 犬山人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
177 大黒 犬山人形 髙梨東道 明治期
178 女学生 名古屋人形 髙梨東道 昭和前期 山田こう
179 女学生 名古屋人形 髙梨東道 昭和前期 山田こう
180 ラッパ持ち 名古屋人形 髙梨東道 昭和前期 山田こう
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番号 資料名 資料名２（産地） 所蔵者 備考（年代） 備考（作者） 小コーナー
181 三番叟 名古屋人形 髙梨東道 昭和前期 山田こう
182 天神 三河人形（棚尾） 髙梨東道 明治期 岡本開太郎
183 二宮金次郎 三河人形（旭） 髙梨東道 明治期
184 俵持ち童子 久保一色人形 髙梨東道 明治期
185 子抱き 乙川人形 髙梨東道 明治末期～大正期
186 狐忠信 産地不明 髙梨東道 明治期
187 一寸法師 小幡人形 髙梨東道 昭和 50年代 細居文造

近
畿
地
方
の
土
人
形

188 御所車 小幡人形 髙梨東道 昭和 50年代 細居文造
189 鯛乗り恵比寿 伏見人形 髙梨東道 明治期
190 裃兎 伏見人形 髙梨東道 昭和 30年代～ 40年代 上田平次郎
191 娘物三態ー三味線持 清水人形 髙梨東道 昭和前期
192 笠持ち 清水人形 髙梨東道 昭和前期
193 題不詳 清水人形 髙梨東道 昭和前期 北尾春記
194 千匹猿 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
195 狆持ち 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
196 睦犬 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
197 種貸さん 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
198 裸雛 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
199 裸雛 住吉人形 髙梨東道 昭和初期 北尾春記
200 南蛮人形ー宣教師 堺人形 髙梨東道 昭和 50年代 津塩政太郎
201 南蛮人形ーマドロス 堺人形 髙梨東道 昭和 50年代 津塩政太郎
202 南蛮人形ー鉄砲持ち 堺人形 髙梨東道 昭和 50年代 津塩政太郎
203 猫連れ兵隊 稲畑人形 髙梨東道 明治後期
204 瓢乗り童子 稲畑人形 髙梨東道 明治初期
205 俵寄り福助 葛畑人形 髙梨東道 明治期
206 馬乗り小姓 初瀬人形 髙梨東道 昭和 30年代以前か
207 俵牛 初瀬人形 髙梨東道 昭和 30年代～ 40年代
208 乙姫 三次人形 髙梨東道 明治期

中
国
地
方
の
土
人
形

209 鯉抱き金太郎 宮の峡人形 髙梨東道 明治期
210 白拍子 長浜人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
211 花笠踊り 長浜人形 髙梨東道 明治中期
212 桃太郎 百々人形 髙梨東道 昭和 40年代 福田弘一
213 猿 百々人形 髙梨東道 昭和 40年代 福田弘一
214 雉 百々人形 髙梨東道 昭和 40年代 福田弘一
215 犬 百々人形 髙梨東道 昭和 40年代 福田弘一
216 お福 百々人形 髙梨東道 昭和 40年代
217 田舎雛 北条人形 髙梨東道 昭和 50年代
218 小紫と権八 北条人形 髙梨東道 昭和 50年代
219 闘犬 香泉人形 髙梨東道 昭和 30年代 山本香泉

四
国
地
方
の
土
人
形

220 つればり 香泉人形 髙梨東道 昭和 30年代 山本香泉
221 河童 香泉人形 髙梨東道 昭和 30年代 山本香泉
222 河童の肩車 香泉人形 髙梨東道 昭和 30年代 山本香泉
223 猪 香泉人形 髙梨東道 昭和 30年代 山本香泉
224 鯛持ち恵比寿 高松人形 髙梨東道 大正末期～昭和初期 沢井作
225 鯛乗り恵比寿 高松人形 髙梨東道 大正期 梶川作
226 つまみ人形ー狸 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
227 つまみ人形ー蛇の目馬 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
228 つまみ人形ー大黒宝袋持ち 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
229 つまみ人形ー牛 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
230 つまみ人形ー金袋抱き 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
231 つまみ人形ー夫婦人形 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
232 つまみ人形ー立狆 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
233 つまみ人形ー角力 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
234 つまみ人形ー虎 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
235 つまみ人形ー猩生 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
236 つまみ人形ー鯛乗り恵比寿 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
237 つまみ人形ー鯛狆 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
238 つまみ人形ー春駒 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
239 つまみ人形ー兎 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
240 つまみ人形ー福助 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
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番号 資料名 資料名２（産地） 所蔵者 備考（年代） 備考（作者） 小コーナー
241 つまみ人形ーおぼこ 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
242 つまみ人形ー振槌 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
243 つまみ人形ー飾り犬 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
244 つまみ人形ー鯛車 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
245 つまみ人形ーほうこさん 高松人形 髙梨東道 昭和 40年代 宮内フサ
246 桃太郎 文字ヶ関人形 髙梨東道 昭和 50年代 柳瀬重朗

九
州
地
方
の
土
人
形

247 犬 文字ヶ関人形 髙梨東道 昭和 50年代 柳瀬重朗
248 雉 文字ヶ関人形 髙梨東道 昭和 50年代 柳瀬重朗
249 猿 文字ヶ関人形 髙梨東道 昭和 50年代 柳瀬重朗
250 吉良邸討入の場 博多人形 髙梨東道 昭和前期
251 笹野才三 古博多人形 髙梨東道 昭和 50年代 中ノ子勝美
252 花見娘 古博多人形 髙梨東道 昭和 50年代
253 提灯持ち 赤坂人形 髙梨東道 昭和 30年代 野口文蔵
254 義太夫狐 赤坂人形 髙梨東道 昭和 50年代 野口文蔵
255 稲穂持ち稚児天神 赤坂人形 髙梨東道 昭和 30年以前か 野口文蔵
256 大黒恵比寿 赤坂人形 髙梨東道 昭和 30年以前か 野口文蔵
257 馬乗り兵隊 赤坂人形 髙梨東道 昭和 50年代 野口文蔵
258 太鼓乗り童子 尾崎人形 髙梨東道 昭和 40年代 八谷うら
259 提灯持ち 尾崎人形 髙梨東道 昭和 40年代 八谷うら
260 鶏乗り童子 弓野人形 髙梨東道 昭和 30年代 古瀬与三郎
261 内裏雛ー男雛 弓野人形 髙梨東道 昭和期 諸岡龍八
262 内裏雛ー女雛 弓野人形 髙梨東道 昭和期 諸岡龍八
263 唐団扇持ち 長崎焼 髙梨東道 昭和前期 中原仁市
264 料理運び 長崎焼 髙梨東道 昭和前期 中原仁市
265 子抱き猿 木の葉人形 髙梨東道 昭和初期
266 馬乗り猿 木の葉人形 髙梨東道 昭和初期
267 飯喰い猿 木の葉人形 髙梨東道 昭和初期
268 木登り猿 木の葉人形 髙梨東道 昭和初期
269 原始猿 木の葉人形 髙梨東道 昭和初期
270 女舞 天草人形 髙梨東道 明治後期～大正期
271 花魁 佐土原人形 髙梨東道 明治前期
272 茶摘み女 帖佐人形 髙梨東道 昭和 30年代か 松伝
273 こたつ入り童子 中野人形 髙梨東道 昭和 50年代 奈良久雄

想
い
出
の
人
形

274 熊踏み金太郎 中野人形 髙梨東道 昭和 50年代 奈良久雄
275 団扇持ち 三条人形 髙梨東道 明治中期～後期
276 唐人太鼓持ち 下川原人形 髙梨東道 大正期～昭和初期 髙谷徳太郎
277 松負い天神 三次人形 髙梨東道 昭和 50年代 丸本昌子
278 山姥 天草人形 髙梨東道 明治後期～大正初期
279 俵乗り童子 与六人形 髙梨東道 江戸末期～明治初期
280 「振槌」 髙梨東道 昭和 42年

収
集
家
と
い
う
生
き
方

281 「有坂興太郎おもちや繪本（その六）馬づくし」 髙梨東道 昭和 3年
282 「東北の民俗」 髙梨東道 昭和 12年
283 「うなゐの友　五編」 髙梨東道 昭和 57年
284 「玩具の話　全」 髙梨東道 大正 5年
285 「日本の土人形」 髙梨東道 昭和 53年
286 「木馬洞艸紙　二」 髙梨東道 昭和 24年
287 雑誌「竹とんぼ」　6 髙梨東道
288 雑誌「ふうせん」 髙梨東道
289 雑誌「おもちや」　3 髙梨東道
290 「鳥かぐら」　2 髙梨東道
291 「首人形」 髙梨東道
292 「郷土玩具考」 髙梨東道
293 写真（東京都調布市の収集家宅を訪問） 仲

間
と
の

つ
な
が
り

294 写真（日本郷土玩具の会）
295 玩友からの年賀状　20 髙梨東道
296 熊乗り金太郎 久の浜張子 髙梨東道 草野源吉 張

子
人
形
の
世
界

297 浦島太郎 久の浜張子 髙梨東道 草野源吉
298 犬車 浜松張子 髙梨東道 二橋志乃
299 兎車 浜松張子 髙梨東道 二橋加代子
300 柿乗り猿 浜松張子 髙梨東道 二橋志乃
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301 唐傘一本足（ひょっとこ） 舟渡張子 髙梨東道 松崎柳之助

張
子
人
形
の
世
界

302 唐傘一本足（おかめ） 舟渡張子 髙梨東道 松崎柳之助
303 弁慶 舟渡張子 髙梨東道 松崎柳之助
304 藤娘 舟渡張子 髙梨東道 松崎柳之助
305 松茸抱き 舟渡張子 髙梨東道 松崎柳之助
306 常磐御前 高松張子 髙梨東道
307 猩生 高松張子 髙梨東道
308 宝舟 高松張子 髙梨東道
309 狛犬 高松張子 髙梨東道
310 狛犬 高松張子 髙梨東道
311 鯛車 高松張子 髙梨東道
312 軍艦 宇土張子 髙梨東道
313 人力車 宇土張子 髙梨東道
314 面被り 宇土張子 髙梨東道
315 馬乗り鎮台 宇土張子 髙梨東道
316 関羽 三春張子 髙梨東道
317 鞨鼓 三春張子 髙梨東道



１．目的
　特別展は学芸員の調査研究にもとづいて野田に関する学術的な展示を行う。また、展示に関連した講
演会等を行い、地域を深く知る機会とする。
　本展覧会では、野田における樽作りの歴史と文化、そしてそれを担った人々の技術と生き方を、樽作
りの数少ない技術継承者であり、時代の変革を生き抜いてきた二人の樽職人、菅谷又三氏と玉ノ井芳雄
氏にスポットをあてて展示、解説を行った。現在も樽作りを日常仕事とする人に目を向けることで、歴
史資料（モノ）としての樽展示に加えて、現代社会においてもなお生き続ける樽と樽職人の文化を、過
去から現在への継続的な時間軸のなかで語ることを意図した。また、市民が自分の住む地域の文化・人・
仕事の一側面を知る機会とするとともに、市内外からの来館者の、野田に対する関心を呼び起こし、来
館者同士のコミュニケーションを促進し、広くは仕事、生き方について考えるきっかけを提供すること
を狙いとした。

２．展示内容
　古くから醤油醸造業で栄えた野田では、商品としての醤油を主要な消費地である江戸（東京）へ運搬
する容器として樽を利用してきたが、各醤油醸造家との密接な関係から、樽作りはその生産と流通のあ
り方が定まっていった。すなわち「町樽屋」「下樽屋」「売樽屋」といった異なる生産流通形態を生み出
すに至った。それぞれの「樽屋」で働く樽職人は、商品としての樽を作るために、独自の技と、樽職人
としてのキャリアを磨いた。そうした樽職人の文化と伝統は、醤油販売の容器がコスト面の理由で樽か
らビンに変化する中で衰退していったが、新たな時代の中で樽は単なる醤油の容器という存在を超え、
活路を見出そうとしている。展示ではこれらの点を以下のコーナーで明らかにした。

（１）はじめに－樽職人の世界
　野田における樽作りと樽職人の文化を、主に歴史的な側面と技術的な側面から概説した。
　『野田における樽の歴史』では、「町樽屋」「下樽屋」「売樽屋」の区分が生じた時期と転機、樽の需要
の増減と樽屋への影響、醤油醸造会社からの取引停止の影響といった、樽屋の動向を左右した出来事に
ついて、年表と樽屋分布図などを利用して説明した。続いて『樽職人の信仰』では、野田の樽職人にと
って関わりの深い太子講にまつわる資料を展示し、太子講が信仰でありながらも、樽職人同士の親睦や
意思決定の場として機能したことを理解することで、樽職人の世界の一端を見た。さらに『樽の作り方』
では、製作途中の諸段階にある樽（半製品）と作業に使う道具を製作工程の順を追って展示し、樽作り

展示事業
特別展

野田と樽職人 ～ “町樽屋”菅谷又三と“売樽屋”玉ノ井芳雄～
会　期：10月 7日（日）～ 1月 14日（月・祝）
会　場：博物館 1階展示室
開館時間：午前 9時～午後 5時
入館料：無料
入館者：7,492 人

事業区分：委託事業
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30 31

番号 資料名 所蔵者 備考（年代） 備考 小コーナー
1 九升樽 当館蔵

野
田
に
お
け
る
樽
の
歴
史

2 樽屋鑑札 当館蔵
3 昭和樽 当館蔵
4 ２リットル壜 当館蔵 昭和初期
5 四合壜 当館蔵
6 四合黒壜 当館蔵
7 ５リットル壜 当館蔵 昭和初期
8 小樽 当館蔵
9 ８リットル缶 当館蔵 昭和初期
10 樽職工掲示 当館蔵
11 扁額「聖徳皇太子」 長命寺 明治 33年 樽

職
人

の
信
仰

12 野田製樽労働組合の旗 長命寺 昭和 42年
13 聖徳太子像 長命寺
14 内部構造説明用の樽 玉ノ井芳雄 現代

樽
の
作
り
方

15 パネル（野田町地図樽職工配置図）
16 ぶちぎり 玉ノ井芳雄 現代
17 墨壺 玉ノ井芳雄 現代
18 竹釘 玉ノ井芳雄 現代
19 ブンマワシ 玉ノ井芳雄 現代
20 蓋（ブンマワシで跡をつけた） 玉ノ井芳雄 現代
21 底 玉ノ井芳雄 現代
22 回し挽き 玉ノ井芳雄 現代
23 蓋（鉋によってきれいに削られた） 玉ノ井芳雄 現代
24 底（竹釘で接着） 玉ノ井芳雄 現代

展示資料一覧 ※所蔵者は敬称略



30 31

番号 資料名 所蔵者 備考（年代） 備考 小コーナー
25 ヒッカケ 玉ノ井芳雄 現代

樽
の
作
り
方

26 横挽き 玉ノ井芳雄 現代
27 縦挽き 玉ノ井芳雄 現代
28 側切り台 玉ノ井芳雄 現代
29 胸当て 玉ノ井芳雄 現代
30 当て木 玉ノ井芳雄 現代
31 馬 玉ノ井芳雄 現代
32 外銑 玉ノ井芳雄 現代
33 内銑 玉ノ井芳雄 現代
34 側板（横挽きで長さを揃えた） 当館蔵 現代
35 正直台 玉ノ井芳雄 現代
36 逆目台 玉ノ井芳雄 現代
37 側板 ( 外銑と内銑をかけた） 当館蔵 現代
38 結立樽 当館蔵 現代
39 口金輪 玉ノ井芳雄 現代
40 腰金輪 玉ノ井芳雄 現代
41 下金輪 玉ノ井芳雄 現代
42 割竹銑 玉ノ井芳雄 現代
43 竹削り銑 玉ノ井芳雄 現代
44 当て布 玉ノ井芳雄 現代
45 当て竹 玉ノ井芳雄 現代
46 完成した一斗樽 玉ノ井芳雄 現代
47 箍（口輪） 当館蔵 現代
48 箍（重輪） 当館蔵 現代
49 箍（腰輪） 当館蔵 現代
50 箍（三番輪） 当館蔵 現代
51 箍（二番輪） 当館蔵 現代
52 箍（トメ輪） 当館蔵 現代
53 外丸鉋 玉ノ井芳雄 現代
54 左鉋 玉ノ井芳雄 現代
55 溝切り 玉ノ井芳雄 現代
56 木槌 玉ノ井芳雄 現代
57 締木 玉ノ井芳雄 現代
58 溝切り ( 東海地方） 玉ノ井芳雄 現代
59 天星穴開け錐 玉ノ井芳雄 現代
60 穴開けに使う道具 玉ノ井芳雄 現代
61 穴開けに使う道具 玉ノ井芳雄 現代
62 もとぎり 玉ノ井芳雄 現代
63 平鉋 玉ノ井芳雄 現代
64 ゲージ 玉ノ井芳雄 現代
65 ササラ 玉ノ井芳雄 現代

菅
谷
又
三
の
人
生

66 パネル（菅谷又三・玉ノ井芳雄キャリア年表）
67 写真（菅谷又三氏近影）
68 写真（菅谷氏作業場）
69 四斗樽 菅谷又三
70 一斗樽 菅谷又三
71 型 菅谷又三
72 ハダヌキ 菅谷又三
73 写真（玉ノ井芳雄氏近影） 玉

ノ
井

芳
雄
の

人

生
74 写真（玉ノ井氏作業場）
75 キノエネ樽 当館蔵



32 33

番号 資料名 所蔵者 備考（年代） 備考 小コーナー
76 平鉋（父・三五郎の道具） 玉ノ井芳雄 玉

ノ
井
芳
雄
の
人
生

77 締め木（父・三五郎の道具） 玉ノ井芳雄
78 木槌（父・三五郎の道具） 玉ノ井芳雄
79 漬物樽（べったら漬） 玉ノ井芳雄
80 漬物樽（奈良漬） 玉ノ井芳雄
81 漬物樽 玉ノ井芳雄
82 映像「醤油樽づくりの技」 千葉県立房総のむら 映

像83 映像「醤油樽の物語」 キッコーマン国際食文化センター
84 看板「野田和樽　菅谷又三」 菅谷又三 現代 樽

作
り
で
の

再
出
発

85 民芸樽 菅谷又三 現代
86 角樽 菅谷又三 現代
87 角樽 菅谷又三 現代
88 看板「野田和樽　玉ノ井芳雄」 玉ノ井芳雄 現代

今
を
生
き
る
樽
職
人

89 飾り樽 玉ノ井芳雄 現代
90 角樽 玉ノ井芳雄 現代
91 ミニ樽 玉ノ井芳雄 現代
92 創作花器「花竹浪」 玉ノ井芳雄 現代
93 創作花器「福禄寿」 当館蔵 現代
94 創作花器 ｢瑞波」 玉ノ井芳雄 現代
95 創作花器「風韻」 当館蔵 現代
96 酒器と盆のセット 玉ノ井芳雄 現代
97 花器（花入高取変型） 当館蔵 現代
98 酒器（祝樽徳利） 当館蔵 現代
99 酒器 ( 丸樽徳利） 当館蔵 現代
100 酒器（片手徳利一合） 当館蔵 現代
101 樽太鼓 玉ノ井芳雄 平成 10年 野

田
の

樽
を

全
国
に102 「澪つくし」入兆の樽 玉ノ井芳雄 昭和 60年

103 小説トンカラトン 当館蔵 平成 10年 樽
職
人
、
自
分
を
語
る

104 校正原稿 菅谷又三
105 樽職人の詩 当館蔵 平成３年
106 小説の原稿 玉ノ井芳雄
107 パネル（小学生からの感謝状）　６枚 玉ノ井芳雄
108 写真（調査風景）4枚
109 写真（調査風景）４枚



○寺子屋講座
事業区分：自主事業
実施日：10月 7日（日）、10月 21 日（日）　各回とも 13時 30 分～ 15時 30 分
内　容：特別展に関連づけて、第 31 回まちの仕事人講話の講師を菅谷又三氏、第 31 回芸道文化講座
の講師を玉ノ井芳雄氏に依頼し、樽職人のキャリアについて自ら語っていただいた（詳細は寺子屋講座
の項も参照）。

ある。全体としてもう少し展示物数が必要であったが、一方で、２階の醤油関係資料との関連が深かっ
たため来館者が常設展にも関心を注ぎ、あわせて見学することにつながった。

来館者の反応　樽職人の技を２種類のビデオで紹介した映像展示が分かりやすいと好評であったほか、
樽作り最盛期の樽屋分布地図には高齢の来館者を中心にさまざまな指摘が寄せられ、情報収集につな
がった。また、受付で販売していた樽製品へもテレビ報道の効果もあって注目が集まった。野田の樽作
りを知らない世代にとっても、クイズという親しみやすい媒体を用意することで、展示の鑑賞や学習を
促進することができた。
　その他、来館者の感想は展覧会アンケート集計（38～ 41 ページ）を参照。

○特別展関連講演「桶樽が支えた産業と社会」
講　師：小泉和子氏（昭和のくらし博物館館長）
実施日： 10 月 28 日（日）13時 30 分～ 15時 30 分
場　所：博物館 1階展示室
参加者：20人
内　容：展示内容と関連して、桶と樽の語源や歴史、また
生活の様々な場面での使われ方など、高い技術で製造され
た桶と樽が近世社会の産業の発達に深く関わったことにつ
いて講演をしていただいた。 

○クイズ
回答者：270 人
内　容：特別展チラシの裏に展示されている樽道具に関す
るクイズを設け、正解者には樽ペーパークラフト、卓上醤
油、寺子屋講座無料券を贈呈した。

４．図録の発刊
展示解説図録を発刊、頒布した（65ページも参照）。

５．評価
展示内容・配置　『樽の作り方』では形状の異なる樽道具
を工程順に並べたが、ケースの配置の関係でやや工程の順
序が追いにくいものとなってしまった。また、樽のサイズ
や形を直に体験することのできるハンズオンの展示も用意
していたが、来館者は触ってよいものかどうかためらいが
あったようであり、意図したほどの効果はなかったようで
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１．目的
　市民公募展では、学芸員がテーマを決め、それをもとに市民から資料の公募を行い、展示を行う。野
田に埋もれている新たな文化資料の発見とともに、市民同士がお互いの持っている資料を知ることによ
り、新たな交流が生まれることを促進する。
　市民会館は開館から 50 余年もの間市民に利用され続けてきた施設であるが、近年では市民でありな
がらその存在を知らない人たちが多かった。そのため今年 9 月に市民会館の一室が市民サロンに改修
され、市民交流の新たな拠点としての役割が付与されたことを契機として本企画展を開催した。
　市民会館の歴史と沿革を紹介し、その存在を広く宣伝するだけでなく、市民から公募した会館の写真・
絵画・句歌や思い出の作文を通して、自らのキャリアと市民会館をつなげ、これからの市民会館像をよ
り身近に考えてもらうと共に、様々なキャリアを築いてきた市民同士が、「野田市市民会館」という共
通のテーマに於いて交流することにより、新たなコミュニケーションの場を創出することを狙いとした。

２．展示内容
　市民から公募した市民会館の写真・絵画・句歌や思い出の作文や指定管理者制度が導入されてからの
新たな取り組みと、パネル化した個人邸宅時代の古写真と資料を展示・公開した。

（１）市民会館コーナー
【公募した原稿・俳句・写真・絵画】
　市民会館で結婚式を挙げた思い出などの文章や写真をパネル化したほか、実際に着用した晴れ着や手
あぶり火鉢などの実物資料も展示した。また、会館を舞台に詠まれた俳句を短冊に書いて展示したほか、
会館の様々な姿を捉えた写真や水彩画を額装あるいはパネル化して展示するなど、市民の目で捉えた市
民会館の姿を多様な形式で説明した。
【市民会館の沿革と新しい取り組み】
　市民会館の歴史を年表にして展示したほか、指定管理者制度が導入された今年度からの新しい取り組
みを写真パネルで紹介した。
（２）茂木佐平治邸コーナー
　大正末から昭和初期にかけての古写真をパネル化して展示。当時の番頭が着用していたという印半纏
などの実物資料も。「書院」など現在は失われてしまった建造物も紹介し、醸造家の邸宅として使用さ
れていた会館の歴史的・文化的価値を説明した。

展示事業
企画展・市民公募展

市民会館の今と昔 ～市民が語る旧茂木佐平治邸～
会　期：1月 26日（土）～ 3月 25日（火）
会　場：博物館 1階展示室
開館時間：午前 9時～午後 5時
入館料：無料
入館者：5,065 人

事業区分：委託事業
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34 35

番号 資料名 所蔵者 備考 小コーナー
1 原稿 渡野辺八重子

市
民
会
館
に
関
す
る

思
い
出
の
原
稿

2 原稿 小林秀子
3 原稿 鎌武ミエ
4 原稿 玉ノ井芳雄
5 原稿 鈴木美津子
6 晴れ着と座布団 渡野辺八重子
7 写真「結婚式の写真」４点
8 手あぶり火鉢 市民会館
9 絵画 春山武雄

市
民
会
館
を
テ
ー
マ
に
描
い
た
絵
画

10 絵画 根本弘美
11 絵画 山崎幸子
12 絵画「市民会館にて」 大澤達男
13 切絵「宏文苑」 三友明夫
14 絵画「冬の日の市民会館」 神尾良子
15 絵画「新しい年を迎えて」 唐鎌房江
16 絵画「懐かしい壁」 坂本操子
17 絵画「休館日」 相山博
18 絵画 清水勝美
19 絵画 古畑光枝
20 絵画 佐藤要助
21 絵画 榊原庸介
22 絵画 鈴木由美子
23 絵画 杉下和子
24 絵画 幡野禮子
25 絵画 福田きよ子
26 絵画 榊原和子
27 櫻田精一によるスケッチ 当館蔵
28 句「木の葉舞う」、「小春日や」 松本八重子

市
民
会
館
を
17
文
字
に
読
ん
だ
俳
句

29 句「街中に」、「松樹庵」、「生い茂る」、「陽の光」、「人々の」 野中健一
30 句「懐かしや」 小山美奈子
31 句「新しき」、「新しき」 鈴木岑夫
32 句「新品の」 長峰正晴
33 句「冬日燦」 倉田淑子
34 句「ことほぎの」 尾崎富士夫
35 句「丸窓も」 水村魚愁
36 句「散り紅葉」 倉本美代子
37 句「寒風や」 米島欣司
38 句「枯葎」 中光勇
39 句「冬苑の」 実籾繁
40 句「市民会館」 高橋秋月
41 句「冬ざるる」 及川洋平
42 句「利根の風」 中川広子
43 句「茂木邸の」 金田めぐみ
44 句「銀杏黄葉」 小張直子
45 句「星霜の」 笠川輝子
46 句「よろこびの」 椎名鳳人
47 句「旧邸の」 金子一江
48 句「万両や」 千葉智司
49 句「木洩れ日の」 井上真紗留
50 句「枯山水」 秋山勝男
51 句「冬麗や」 大木黄秀
52 句「歳月の」 林　久司
53 句「黄落や」 宮崎花茫
54 句「新しき」 吉春冬牛
55 句「綿虫や」 福島水舗
56 句「己には」 野口ひさし
57 句「色変えぬ」 鈴木春夫
58 句「花が散り」 内藤冨雪
59 句「租の智恵と」 鈴木美津子
60 句「北風や」、「冬の日に」 柏女弘道

展示資料一覧 ※所蔵者は敬称略



36 37

番号 資料名 所蔵者 備考 小コーナー
61 句「いつか見た」、「初めての」 向後恵雄

市
民
会
館
を
17
文
字
に
読
ん
だ
俳
句

62 句「いづこより」、「北風に」 加藤昌可
63 句「落ち葉掃く」、「枯木立」 野田照明
64 句「折れし枝」、「苔厚き」 小宮敏江
65 句「庭園に」、「無意識に」 染野享子
66 句「広縁に」、「枯芝を」 富永美南
67 句「冬の空」、「背を向けて」 石井文子
68 句「青空に」、「陽の差して」 鈴木仁子
69 句「隙間なき」、「帰り咲く」 津々楽朋世
70 句「北風の」、「名園に」 清水照子
71 句「青々と」、「万両の」 田中優子
72 句「肩つぼめ」、「北風や」 冬室勝男
73 句「冬の空」、「大木も」 富永雅之
74 句「灰皿の」 齊藤利昭
75 句「冬の空」 笹川結衣
76 句「マフラーを」 酒井祐佳
77 句「枯木立」、「もの枯れて」 河原ふさえ
78 句「冬の空」、「北風の」 佐藤照子
79 写真１２点 北川桂太・関根弘美 市

民
会
館
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

切
っ
た
写
真

80 写真「想」 北川桂太
81 写真「風格」 北川桂太
82 写真「緑萌ゆ」 田尻美和子
83 写真「麗廊」 関根弘美
84 写真「姫座」 関根弘美
85 写真「あっ！！」 関根隼斗
86 写真「苔色の光り」 鶴岡勝利
87 パネル（年表）
88 写真６点
89 茂木佐邸「家相図」

古
写
真
に
見
る
茂
木
佐
平
冶
邸

90 写真（建築中の茂木佐平冶邸）4点 茂木佐平冶
91 写真（表門）
92 写真（居間）2点
93 写真（仏間）
94 写真（主人部屋）
95 写真（台所）2点
96 写真（洗面所）
97 写真（浴室）
98 パネル（書院）
99 写真（書院の外観）
100 写真（書院への廊下）
101 写真（客室）2点
102 写真（畳廊下）
103 写真（洗面所）
104 写真（浴室）

105 印半纏 染谷省吾 茂
木
佐
平

冶
邸
で
働

い
た
人
々106 写真（当主らと従業員） 茂木佐平冶



展示内容・配置　市民会館コーナー、茂木佐平治コーナー共に絵画や写真、パネルなどの平面的な展示
品が多かったため、壁面ガラスケースの前に仮設壁面を設置して展示した。ガラスケース内の照明が使
えなくなったため、スポットライトを使用したが、多少の薄暗さを感じさせた。

来館者の反応　市民が自らの言葉で会館の思い出をつづった原稿を展示したことに触発されたためか、
自らの会館での体験をアンケートに記入する来館者もいた。このことは展示を通して来館者のキャリア
と会館を近づけることが出来たことを示す一例と言えよう。また、今まで交流のなかった市民同士が、
市民会館で結婚式を挙げたという共通点を通して展示室で当時の思い出を語り合うなど、新たな交流が
生まれる機会ともなった。
　同敷地内にある建物を取り上げたため、展示を見た後に市民会館を見学に行く来館者も目立つなど、
両施設の橋渡しとしての効果もあった。
　その他、来館者の感想は展覧会アンケート集計（38～ 41 ページ）を参照。

展示後の変化　印象に残った展示物として茂木佐平治邸時代の古写真を挙げる来館者が多かったため、
展示終了後に市民会館の各所に展示し、比較しながら見学できるようにした。

３．関連事業
○オープニング・レセプション
実施日：1月 26 日（土）10時～ 11時 30 分
場　所：博物館 1階展示室
参加者：30人
ゲスト：茂木佐平治氏

４．評価
公募形式　市民公募展であったため、市報、タウン誌、チ
ラシ等で募集をかけたが、テーマを「野田市市民会館」に
関する文章・俳句・絵画・写真と限定したためか、思うよ
うに集まらなかった。当館では以前の特別展でも市民から
古写真を公募しているが、テーマを「昭和 30 年頃の」と
比較的広く設定していたため、多くの古写真や情報が寄せ
られた。公募展の場合はテーマを限定しすぎない事も重要
であると感じられた。
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