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苗木遠山史料館開館30周年記念展

遠山史料館 収蔵品を見る
～30周年を記念して～

会期：10月17日（土）～11月29日（日）

会場：苗木遠山史料館　特別展示室〈２Ｆ〉

美子姫嫁入り道具のうちミニュチュア道具



２

萬壽御江戸絵図（72.3×99.5㎝　個人蔵）

トパーズ
ウクライナ産

標本左右約5cm，EB20020001
透明度が高く、淡橙色と淡青色の
みごとなバイカラー（2色）の結晶

ひすい（ひすい輝石岩）
新潟県糸魚川市橋立産

標本左右約38cm，EB19040001
いわゆる“ラベンダーひすい”のスライス標本

企画展　旅日記と古地図の眺めⅡ ３月28日（日）まで

観る － 企画展のご案内 －

（西村）

（大林）

　中津川宿の人々が実際訪れた場所や道筋での道中日記や携行品、出立前や旅先で入手したと思われる地図やガイド
ブック等々の江戸時代後半の貴重な資料を、眺めて楽しんでいただけたら幸いです。
　写真の地図は、元治年間（1864年～1865年）に作られた江戸の木版多色刷り絵図です。江戸城を中心にして各大
名屋敷等がきめ細かく描かれています。尾張藩の上屋敷・中屋敷・下屋敷や苗木藩主遠山氏屋敷、その隣には木曽代
官の山村氏の屋敷も描かれています。山村氏は名古屋城下、そして江戸城下にも屋敷を与えられた幕臣であり、大名
格の家柄でした。
　本展は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、上期の企画展を延長し、一部展示物を入れ替えて企画しま
した。
　
　■　会　期／９月29日（火）～令和３年３月28日（日） 
　■　会　場／中山道歴史資料館　第１展示室
　■　休館日／毎週月曜日（詳しくは８ページをご参照ください）
　■　入館無料日／10月４日（日）・11月１日（日）
　　　　　　　11月３日（火・祝）・12月６日（日）

新着標本・収蔵品展 12月20日（日）まで

　鉱物博物館の所蔵標本のうち、最近の収蔵品を中心に、誕生石になる鉱物・ひすい・日本産新鉱物・岐阜県の鉱
物・石材標本・人工宝石や合成鉱物の標本を展示しています。
　　　
　■　会　期／７月18日（土）～12月20日（日）
　■　会　場／鉱物博物館　企画展示室
　■　休館日／毎週月曜日（詳しくは８ページをご参照ください）
　■　入館無料日／11月３日（火・祝）



第12代藩主遠山友禄妃（美子姫）
嫁入り道具のうちミニュチュア道具

「和」
68×66㎝　制作年不明

３

とも よし

夕べの町（オリジナル木版画） 碧湖（リトグラフ）

第Ⅲ期展　旅―巡り合い 12月25日（金）まで

　魁夷は自分の芸術世界の深みを追求するため、日本と西洋を行き来する旅を重ね、旅の中での「巡り合い」を制作
につなげました。人生は旅である―と語るように、魁夷にとって「旅」は制作に外せないものであり、日常を断ち切
り、本来の自分を取り戻すような特別なものでもありました。
　故郷にいるような安らぎを覚えた北欧の旅、心の拠り所と
なったドイツの古い町並み、唐招提寺御影堂障壁画制作のた
め、鑑真和上の故郷を求めた中国取材旅行など。
　異国の旅に注目し、旅の巡り合いの中で生まれた名作・肉
筆のスケッチを紹介します。

　■　会　期／９月17日（木）～12月25日（金）
　■　会　場／東山魁夷心の旅路館　展示室
　■　休館日／毎週水曜日（詳しくは８ページをご参照ください）
　■　入館無料日／11月３日（火・祝）

　“人間のはからいが消えた虚空。それは光に包まれ安らいだ慈悲の世界。「御いのち」
はその慈悲の世界である。”これは高橋自身が残した言葉です。高橋は、「書」を追求す
ることは、書を生み出す人間そのものが、どういった内面をもち、どのような生き方を
すべきかを常に求め続け、心がけることが重要だと説き、自身の生き方や心の在り方を
問いながら制作に向かいました。
　今回は、没後初の展覧会となり、「自然の会」のみなさんにご協力いただきました。高
橋が生涯追求した書の世界をご覧ください。

　■　会　期／９月４日（金）～12月25日（金）
　■　会　場／熊谷榧つけちギャラリー
　■　開館日／金・土・日および国民の祝休日
　■　入館無料日／11月３日（火・祝）

苗木遠山史料館開館30周年記念展　遠山史料館 収蔵品を見る ～30周年を記念して～
10月17日（土）から　開館からの30年間に苗木遠山史料館に収蔵された資料や美術品な

どの中から、もう一度ご覧いただきたい代表的なものを揃えました。
　藩主の書画等作品・ミニチュア道具など遠山家の什物、そして旧
家臣を始め関係者から寄せられた作品などの中で注目するもの、遠
山家蔵書の中から現在見ると珍書といえるもの等を紹介します。

　■　会　期／10月17日（土）～11月29日（日）
　■　会　場／苗木遠山史料館　特別展示室〈2F〉
　■　展示説明会／10月17日（土）13：30～
　■　休館日／毎週月曜日（詳しくは８ページをご参照ください）
　■　入館無料日／11月３日（火・祝）

かや

12月25日（金）まで第Ⅱ期展　「御いのち」を追求した書家―高橋豊念の世界展

熊谷榧つけちギャラリー
おん

（所）

（上田）

（上田）

じゅうもつ

がん じん じょうわ

先着30名にポスタープレゼント（予定）

じ ねん



土曜講座
「苗木藩遠山家の参勤交代
　　 ～殿様と家臣達の残した記録から～」

古文書教室　史料館文書を読む

金曜講座　史料館調査報告

４

各教室・講座の申込方法など詳細は、各館のご案内をご参照ください。○

■　講師：館長 所 繁久

10/10（土）
13：30～15：00
20名
開催日まで随時受付、先着順
持物：筆記具

資料代 250円
一般

史料館文書でわかった内容を紹介します。
■　講師：調査員　千早保之

遠山家古文書を解読しながら、みんなで学んでいく教室です。

■　講師：調査員　加藤宣義、千早保之

11/20（金）
奇数月第三金曜日（隔月）

10/24（土)、 11/28（土)、 12/19（土)
毎月第四土曜日（12月のみ第三土曜日）

13：30～15：30
20名
開催日まで随時受付、先着順
持物：筆記具

資料代 250円
一般

13：30～15：00
20名

開催日まで随時受付、先着順、途中の回からの参加可
苗木交流センター会　場

持物：筆記具、くずし字用例辞典

年間1,000円
一般

参加する － 催し・教室のお知らせ －

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し・予定が変更・中止になる場合があります。
最新情報は各館のWEBサイトでお知らせします。
※右のQRコードを読みとると、各館WEBサイトへのリンクページが表示できます。

木曽の文豪・島崎藤村の生涯と作品を学びます。
■　講師：館長　西村友孝

10/21（水）、 11/18（水）、 12/16（水)
毎月第三水曜日
13：30～15：00
25名定　員

時　間

費　用

対　象

開催日

申　込
開催日の１週間前まで随時受付、先着順
途中の回からの参加可

一般
１回　250円

10/14（水）、 10/28（水）、 11/11（水）
11/25（水）、 12/9（水）、 12/23（水）
毎月第二・四水曜日
13：30～14：30
25名定　員

時　間

費　用

対　象

開催日

申　込
開催日の１週間前まで随時受付、先着順
途中の回からの参加可

一般
１回　250円

文学講座　島崎藤村文学

前年度に引き続き、東山道鎮撫軍の嚮導役に始まる明治、
そこから明治前半期までの中津川の人々の生活を史料
から読み取ります。
■　講師：指導員　仁科吉介

古文書講座　明治の中津川２
ちんとう さん どう ぶ きょう どう

各館WEBサイトへのリンク



クリスマスツリーをつくろう

光でメロディーが鳴る装置をつくろう

５

ミニミニプラネタリウムをつくろう

クリスマスツリーをつくろう

ミニミニプラネタリウムをつくろう

● 定員を超えた場合は抽選です。
● 抽選に当たった方には電話で連絡します。（不在の場合は、次の方が当選になることもあります。）
● 小学校３年生以下の参加には、大人の付き添いをお願いします。
● 費用は変更になる場合があります。

11/14（土）9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

15名

定員

500円

費用

山内健治さん

講　師
締切
11/6

申込

緑色のラッカースプレーで着色した大きな松ぼっくりを樅の木に見立て、３色点滅で電飾します。
もみ

12/5（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

15名

定員

980円

費用

大橋　弘さん

講　師
締切
11/27

申込

四季の星座がわかるミニミニプラネタリウムをつくり、ドームに映し出して冬の星座を楽しみます。

10/24（土）9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

15名

定員

350円

費用

大井文高さん

講　師
締切
10/16

申込

光を使って音や音楽を伝えることができる装置をつくります。

日時：11月23日（月・祝） 9：30～12：00
いろいろな科学工作や、ミニプラネタリウム上映、
　　太陽望遠鏡による太陽観察などをお楽しみいただけます。ミニ科学

工作まつり
ミニ科学

工作まつり

子ども科学
館

子ども科学
館

＊入館無料（終日）　＊参加費無料
＊催しは予定です。都合により変更する場合があります。
＊11月22日（日）は準備のため、16時に閉館させていただきます。

＊入館無料（終日）　＊参加費無料
＊催しは予定です。都合により変更する場合があります。
＊11月22日（日）は準備のため、16時に閉館させていただきます。

日時　11月23日（月・祝）　18：30～20：30
　　　＊天候不良時は中止
場所　子ども科学館前集合
講師　中津川市教員・教員OB
定員　先着20名
受付　10月22日（木）９：30～　

日時　11月23日（月・祝）　18：30～20：30
　　　＊天候不良時は中止
場所　子ども科学館前集合
講師　中津川市教員・教員OB
定員　先着20名
受付　10月22日（木）９：30～　

上弦の月と赤く輝く火星を
天体望遠鏡で観察します。

ペガスス座を中心に秋の星座も観察します。

上弦の月と赤く輝く火星を
天体望遠鏡で観察します。

ペガスス座を中心に秋の星座も観察します。

秋の星を観る会秋の星を観る会秋の星を観る会
～上弦の月と火星～～上弦の月と火星～～上弦の月と火星～

＊参加費無料、どなたでも参加できます。（小学生以下は保護者同伴）＊参加費無料、どなたでも参加できます。（小学生以下は保護者同伴）

■日時　12月13日（日）　18：30～20：30
■場所　鉱物博物館駐車場
■日時　12月13日（日）　18：30～20：30
■場所　鉱物博物館駐車場

鉱物博物館・子ども科学館共同企画鉱物博物館・子ども科学館共同企画

＊詳しくは鉱物博物館の教室案内（６ページ）をご覧ください。

―ふたご座流星群と冬の星座――ふたご座流星群と冬の星座―
星空観察会星空観察会



開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

６

10：00～12：00 小５～大人 6名10/18（日） 800円 職　員 9/19～
先着順

石でラジオが聴ける？鉱石ラジオのしくみを学んで、ゲルマニウムラジオを製作します。

石で電波をつかまえる―鉱石ラジオづくり

植物のツルを使ったリース飾りをつくります。木の実や葉っぱを飾りつければ、自分だけのリースのできあがり。
自分でつくったリースを飾って、素敵なクリスマスを迎えましょう。

森の木の実でリースづくり

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

恐竜が絶滅する前にできた石を割ってみよう。かたい石があなたの手でまっぷたつ！プロの技も必見です。

13：30～14：30 小学生以上 30名11/3
（火・祝）

当日受付
整理券配布無料 中根石材

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

10：00～12：00 小4～大人 6名11/23
（月・祝）

10/24～
先着順500円 職　員 小３以下は保護者同伴で

石割体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：鉱物博物館友の会

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

小さな鉱物でも立派な標本になります。鉱物について学びながら、マイクロマウントとよばれる鉱物標本をつくりましょう。

10：00～12：00 小４以上 6名11/15（日） 10/17～
先着順400円 職　員 小３以下は保護者同伴で

ちっちゃな鉱物を標本にしよう

ちっちゃな鉱物で標本をつくろう

持物：軍手、移植ゴテ

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

12/20（日）

自分でつくった門松を飾って、お正月を迎えましょう。ミニといっても高さ１ｍほどの立派な門松です。

9：30～12：00 親　子 5組 1,500円 職　員 11/21～
先着順

ミニ門松づくり

持物：懐中電灯、防寒具
天候不良の場合は中止

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

12/13（日）

この頃極大をむかえるふたご座流星群を観察します。この時期、最高に冴えわたる冬の星座を観たり、天体望遠鏡で
冬の星座・星団を観察します。子ども科学館、鉱物博物館どちらでもお申込いただけます。
悪天候等で中止の場合は、当日17時までに各館ウェブサイトでお知らせします。

18：30～20：30 親　子 20組 無料 中津川市教員
教員OB 

11/22～
先着順

星空観察会―ふたご座流星群と冬の星座　　　　　　　　　　　鉱物博物館・子ども科学館共同企画

森の木の実でリースづくり



諸士名鑑
安永４年版（初版）

和歌日記（47×63㎝　個人蔵）

７

「和歌日記」間秀矩著

中山道歴史資料館

苗木遠山史料館

知る － 資料紹介 －

　やまはん間家の間秀矩は、京都をはじめ江戸等へ商
用等で旅をする際は、必ずきめ細かな道中日記を認め
ました。馬籠出身の日本が誇る文豪島崎藤村は、間秀
矩が明治２年に所用のため東京へ出向いたときに書い
た「東行日記」２冊を借用し、その中の記述に基づいて
大作『夜明け前』の第二部第６章と第11章の２場面に、
主人公青山半蔵や東京にいる国学者仲間の動向を生き
生きと描き出しました。（※藤村がこの「東行日記」を
借用した時の礼状は、本紙Vol.20, №４にて紹介しまし
た。）
　写真は間秀矩が、信州下伊那の伴野村に住んでいる
松尾多勢子宅を訪問した際に認めた日記の一部です。
残念ながら年代は不明ですが、幕末某年５月20日に中
津川を出立し、清内路の原正文を訪ねた後、松尾多勢
子宅に宿泊しながら和歌を詠みあいました。帰路は大
平峠を越えて５月28日に中津川の自宅に帰るまでを記
しています。写真右から４行目より、

朝ゆふに　馴持にし　敷くわらハ　君に扇の　風もふかなむ

と扇に書てさしおく同じ日信濃松尾にやとる　廿五六日

たちいてんとするにたせこ

たちわかれ　けふはゆくとも　またこへよ　へたてもなミの　天の中川

とよめるかへし

とあります。
　ちなみに松尾多勢子の長女まさは、中津川宿本陣の市
岡家に嫁ぎ、二女のつがは中津川庄屋の肥田家に嫁ぎま
した。そして、多勢子の孫のすゑは間秀矩の孫と明治
26年に結婚することになります。

（西村）

「諸士名鑑」苗木家臣の総覧
　苗木藩の家臣数は享保７（1722）年では給人（上級）
25家・中小姓（中級）38家・徒士（下級）64家の総計
127家でした。
　苗木藩ではそれらの家柄・系譜をまとめた総覧を作
成しました。これが「諸士名鑑」です。安永４（1775）
年に大嶋九七郎がまとめました。家老太田内匠を始め、
家臣152家の家柄の成り立ち、各代の役職等が列記され
ています
　その50年後、文政11、12（1828､1829）年に桃井領
左衛門が補筆・改訂を加えました。これは給人22・中
小姓35・徒士46家の３分冊となっています（計103家）。
　江戸時代は、この初版（1775年）と追加版（1829年）
だけなので、幕末までの総覧を見ることが出来ません。
　明治になり、旧士族の新田淳が明治13（1880）年に
追加・改訂の３版を私家本として作成しました（偶然、
また50年後）。ここには士族〆109軒、絶家〆47軒と
あります。（新田本を明治28年に楠峯三が写筆）
　これによって苗木藩の家臣団の系譜はほぼ網羅され
ることになりますが、苗木では廃藩置県で、苗木藩

（県）から岐阜県に統合される時、殆どの「公文書」を廃
棄してしまったようです。編者の新田も年月日が確認出
来ず、そこが空白になっているのは残念ですが、幕末の
家臣の動向はこの新田本なくしては知ることが出来ませ
ん。
　以上の３段階の「諸士名鑑」は家臣調査の基本になっ
ています。

（千早）
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〒508-0351 中津川市付知町4956番地の52
（アートピア付知交芸プラザ内）

中央自動車道「中津川IC」から車で約40分
☎ 0573-82-4911               http://www.kaya-kumagai.jp
熊谷榧つけちギャラリー
山と青川の小さな美術館

わか

〒508-0501 中津川市山口１番地15

〒508-0101 中津川市苗木2897番地の２

中央自動車道｢中津川I.C｣から車で約25分｢道の駅賤母内｣
FAX 0573-75-5225

☎ 0573-75-5222               http://kaii.n-muse.jp
中津川市

木曽谷に抱かれた美術館

JR中津川駅からバス｢苗木｣下車徒歩約20分
FAX 0573-66-9290

☎ 0573-66-8181               http://naegi-toyama.n-muse.jp
中津川市

苗木城跡歴史の広場

〒508-0011 中津川市駒場1657番地の１
JR中津川駅から徒歩約20分
FAX 0573-66-9171

☎ 0573-66-9090               http://kodomo.n-muse.jp
中津川市

わくわくドーム

〒508-0101 中津川市苗木639番地の15
JR中津川駅からバス｢夜明けの森｣下車徒歩約40分
FAX 0573-67-2191

☎ 0573-67-2110               http://mineral.n-muse.jp
中津川市

夜明けの森きらめきパーク

〒508-0041 中津川市本町２丁目２番21号
JR中津川駅から徒歩約10分
FAX 0573-66-7021

☎ 0573-66-6888              http://nakasendo.n-muse.jp
中津川市

中津川宿を中心とした歴史の旅

しず も

東山魁夷心の旅路館

子ども科学館

鉱物博物館

苗木遠山史料館

中山道歴史資料館

８
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プログラミングロボット体験コーナー

ご来館くださる皆さまへ

鉱物博物館
　下坂康哉様　鉱物標本130点
　笠 原 優 也 様　鉱物標本1点
　花岡ふさえ様　学術雑誌455冊

寄贈を受けました
2020年６月～2020年８月受贈分

　子ども科学館の新コーナー「プログラミングロボ
ット体験コーナー」では、直進・右回り・左回りの３
種類の動作と、その
動作の時間を設定す
るだけの簡単なプロ
グラムで、ロボットを
動かすプログラミン
グが体験できます。
　わずか５ステップで
すが、順序動作のプ
ログラムの基礎を学
ぶことがきます。
　ぜひ、挑戦してみて
ください！

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ、安心して博物館を楽しんでいただくために、ご協力をお願いします。
１．発熱やかぜの症状（せき、のどの痛みなど）があるなど、体調不良の方は入館をご遠慮ください。
　○受付での検温にご協力ください。
　　検温の結果発熱が認められる場合は、入館をお断りすることがございます。
２．入館の際、お名前・ご連絡先等を用紙にご記入ください。
　○万一、感染者が確認された場合に、濃厚接触の可能性がある方に迅速にご連絡ができるよう、ご協力をお願いします。
　○ご記入いただいた個人情報を、新型コロナウイルス感染拡大防止以外の目的で使用することはありません。
３．入館時は手指消毒を行い、必ずマスクを着用してください。
　○あらかじめ、マスクをご用意ください。
４．ほかの方と２ｍ程度の間隔を保ち、観覧時は会話を控えてください。
５．展示ケースや壁には触れないでください。
６．混雑回避のため、入場をお待ちいただくことがございます。係員の誘導にご協力ください。

文化の日入館無料デーのご案内

　中津川市の博物館では、11月３日（文化の日）の
入館を無料とします。
　対象施設は、苗木遠山史料
館・中山道歴史資料館・子ども
科学館・鉱物博物館・東山魁夷
心の旅路館・熊谷榧つけちギャ
ラリーの６館です。

東山魁夷心の旅路館休館日　　　その他４館の休館日　 ※子ども科学館のみ11月22日（日)は16:00閉館
熊谷榧つけちギャラリーは金・土・日および国民の祝休日のみ開館

＊年末年休館日のお知らせ　12月26日（土）から１月５日（火）まで全館休館

ありがとう
　ございました。
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