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企画展

渓斎英泉・歌川廣重の
木曽街（海）道六拾九次

けい さい せん ひろ しげえい

会期：３月29日（火）～10月２日（日）
会場：中山道歴史資料館　第１展示室

木曾街道 續ノ壹 日本橋 雪之曙　渓斎英泉画
（中山道歴史資料館蔵）



２

四十六 木曽海道六拾九次之内 中津川
（静岡市東海道広重美術館蔵）

けい さい えい せん ひろ しげ

バルモラルレッド（黒雲母花崗岩）
フィンランド産 EB20190001

原寸大

ラステンバーグ（普通輝石はんれい岩）
南アフリカ産 EB21130036

原寸大

恵那さび（黒雲母花崗岩）
岐阜県中津川市産

原寸大

「栗きんとん発祥の地」石碑
JR中津川駅前

石碑の本体には、中津川産の
石材「木曽石」（花崗閃緑斑岩）

が使われている

上期企画展　渓斎英泉・歌川廣重の木曽街（海）道六拾九次 10月２日（日）まで

観る － 企画展のご案内 －

（西村）

（大林）

　中津川市内の馬籠・落合・中津川の三宿のうち、渓斎英泉は馬籠を、歌川廣重は落合と中津川を描きました。図は
中津川の雨の情景を描いた初摺版です。画面中央の松の木を境に、左半分に水面をとおして恵那山を望み、右半分に
街道筋に立ち並ぶ家並みや、江戸方面に向かう旅人や京方面に向かう３人組がバランスよく描かれています。この図
は世界中で現存している枚数が極めて少なく、それらの摺具合から見て初版（200枚程度）で終わったのではないか
と言われています。諸説ありますが、何らかの理由で版元の錦樹堂が版木を紛失したのではないかと推測されます。
ちなみに2011年９月27日にテレビ放映された「何でも鑑定団」
では、Ｍ氏所有の図が本物と認定され、1,500万円の値段がつ
きました。
　歌川廣重は後ほど、もう1枚全く別の構図で中津川の変わり図
を描きます。かつて「東海道五拾参次」シリーズでも版木が焼
失してしまったケースがあり、その時は同じ様な構図で再版し
たようですが、中津川の場合は、全く別な構図で描いています。
　
　■　会　期／３月29日（火）～10月２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／７月３日（日）・８月２日（火）～21日（日）・９月３日（土）

第27回企画展　まちで出会える世界の石 ７月23日（土）から

　建物や敷石など、街なかには多くの石材が使われています。建築石材などとして使用されている世界各地の石を展
示し、身近な場所での使用例とともに紹介します。
　　　
　■　会　期／７月23日（土）～12月18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／７月24日（日）・８月２日（火）～21日（日）

小惑星のかけら（レプリカ）公開 展示中

　小惑星探査機「はやぶさ２」が、６年にわたる宇宙の旅を経て、小惑星リュウグウから地球に持ち帰った貴重なサ
ンプルのレプリカが、中津川市鉱物博物館にもやってきました。常設展示の「宇宙からの贈りもの」コーナーで公開
しています。
　　　
　■　期　間／６月12日（日）～９月４日（日）
　■　会　場／鉱物博物館　常設展示室
　■　提　供／JAXA宇宙科学研究所はやぶさ２プロジェクト

じゅきん どう

ごめま
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第Ⅱ期展　静唱―祈りの風景 ９月11日（日）まで

　かすかな息吹きさえ止まったかのように湖面に倒影された山林や、霧の立ち込める谷間から滔々と流れる滝の山容
風景からは、静かな祈りが伝わって来ます。
　今回の展覧会では、静謐かつ荘厳な作品を厳選して展示します。

　■　会　期／６月18日（土）～９月11日（日）
　■　会　場／東山魁夷心の旅路館
　■　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／７月31日（日）・８月２日（火）～21日（日）

　令和４年度は、絵画全国公募・第９回前田青邨記念大賞展の開催を予定しています。これを記念して、歴代の上位
受賞作品を展示しています。

　■　会　期／５月13日（金）～７月31日（日）

かや

７月31日（日）まで第Ⅰ期展　前田青邨記念大賞　歴代入賞作品展

　豊かな自然の中で子育てしたいと中津川市阿木に移住してきた まつおあいこ さん。地元の方との縁から育て始め
たお蚕。その繭玉から誕生したキャラクター「まゆだまマーユ」が自然を舞台に大冒険します。足元の小さな草花に
目を向ける人が増えることを願って、マーユと四季折々の写真を撮っています。ほっこりと心が温まるような「まつ
おあいこ」の世界をお楽しみ下さい。　
　■　会　期／８月５日（金）～11月27日（日）
　■　入館無料日／９月19日（月・祝）

　■　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

８月５日（金）から第Ⅱ期展　企画展 「まゆだまマーユと小さくて大きな世界」展

熊谷榧つけちギャラリー

（入曽）

（上田）

山霊（リトグラフ） 朝静（新復刻画） 夕静寂（カラーコロタイプ）

かいこ

ちょうせい

せい ひつ



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

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

寛政11年、天領であった下野村と田瀬村、福岡村間で
山争が起きました。裁判は幕府評定所にまで持ち込ま
れたため、田瀬、福岡の庄屋達は江戸に赴き、裁判に
臨みました。

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。
■　担当：調査員 加藤宣義、千早保之

第2回7/15（金）、第3回9/16（金）
奇数月第三金曜日（隔月）

第4回7/23（土）、第5回8/27（土）、第6回9/24（土）
毎月第四土曜日

13：30～15：30
12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

12名
開催日まで随時受付、先着順、途中の回からの参加可
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 －

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。○

各館の連絡先は８ページをご参照ください。○

馬籠出身の文豪・島崎藤村の生涯と作品を学びます。
■　講師：館長　西村友孝

第4回7/20（水）、第5回8/17（水）、第6回9/21（水）
毎月第三水曜日

13：30～15：00
14名定　員

開催日の１週間前まで随時受付、先着順申　込

時　間

費　用

対　象

開催日

一般
１回　250円

A班　毎月第二水曜日
第4回7/13（水）、第5回8/10（水）、第6回9/14（水）
B班　毎月第四水曜日
第4回7/27（水）、第5回8/24（水）、第6回9/28（水）
13：30～14：30時　間 対　象

開催日

一般
各班14名定　員 費　用 １回　250円
開催日の１週間前まで随時受付、先着順時　間

文学講座　島崎藤村文学

　江戸時代より明治初期の歴史を、中津川の人々の活躍も
　含めながら史料によってひもときます。
　■　講師：仁科吉介

古文書講座　江戸幕末より明治の歴史を史料にみる

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。
最新情報は各館にお問い合わせください。
中津川市の博物館Webサイトでもお知らせします。
※右のQRコードを読みとると、中津川市の博物館WEBサイトが表示できます。

中津川市の博物館WEBサイトQRコード

土曜講座
第3回「苗木領における山論と決裁―下野村と田瀬、福岡村の場合―」 第4回「整備事業からみた苗木城」

講師：所 繁久（苗木遠山史料館前館長）

8/13（土）

13：30～15：30
12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

苗木城跡が昭和56年に国史跡に指定されて以来、崩落
や孕みの見られる石垣の修復を中心に行ってきた整備
事業や、それに伴う発掘調査により明らかになった苗
木城を紹介します。
講師：学芸員 清水宣洋

9/10（土）

13：30～15：30
12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

作る 学ぶ 体験

はら

ま ごめ



ローラースケートロボットをつくろう

風力発電機をつくろう

５

ヒラヒラ飛ぶLEDホタルをつくろう

めざせ漫画家！
講師の作品

● 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。

ヒラヒラ飛ぶLEDホタルをつくろう

めざせ漫画家！～オリジナル漫画に挑戦～

めざせ漫画家！～プロのテクニックに挑戦～

7/30（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

18名

定員

500円

費用

中津川工業高校
生徒・先生

講　師

締切
7/22

申込

ローラースケートのようにスイスイ滑るロボットをつくります。

8/20（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

10名

定員

500円

費用

山内建治さん

講　師

締切
8/11

申込

ピアノ線の先につけた点滅LEDを数本束ね、モーターで回して飛ぶようなLEDホタルをつくります。

9/3（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

10名

定員

300円

費用

島崎朝子さん

講　師

締切
8/26

申込

手塚治虫氏の元アシスタントから教えてもらい、自分だけのオリジナルキャラクターをつくります。

9/24（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

10名

定員

300円

費用

島崎朝子さん

講　師

締切
9/16

申込

斜線の引き方や網掛けの描き方など、プロのテクニックに挑戦します。

7/2（土） 9：30～11：30

開催日 時　間

小学生以上

対象

８名

定員

800円

費用

菊山功嗣さん

講　師

締切
6/24

申込

風力発電の仕組みを知り、ペットボトルを利用して風力発電機をつくります。

日時　９月３日（土）　19：00～20：30
　　　 ＊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　申込先着20名
申込　８月６日（土）　９：30～　
＊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）
☆ミニプラネタリウムは時間指定で上映しています。

日時　９月３日（土）　19：00～20：30
　　　 ＊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　申込先着20名
申込　８月６日（土）　９：30～　
＊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）
☆ミニプラネタリウムは時間指定で上映しています。

日時　８月４日（木）～８月28日（日） ＊随時開催
場所　子ども科学館
日時　８月４日（木）～８月28日（日） ＊随時開催
場所　子ども科学館

星を観る会Ⅰ星を観る会Ⅰ星を観る会Ⅰ

半月、縞模様のある木星、環のある土星を
天体望遠鏡で観察します。

夏の大三角を中心に夏と秋の星座も観察します。

半月、縞模様のある木星、環のある土星を
天体望遠鏡で観察します。

夏の大三角を中心に夏と秋の星座も観察します。

暗いホールを赤外線ライトで照らし、
眼鏡につけたカメラとビューワーで障害物を避け、脱出します。

暗いホールを赤外線ライトで照らし、
眼鏡につけたカメラとビューワーで障害物を避け、脱出します。

ののの
～月と木星と土星～～月と木星と土星～～月と木星と土星～～月と木星と土星～

秋秋秋 星を観る会Ⅰ星を観る会Ⅰ

科学お化け屋敷脱出科学お化け屋敷脱出夏休み
特別企画
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開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

石で電波をつかまえる－鉱石ラジオづくり ちっちゃな鉱物を標本にしよう

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

開催日 時　　間 対　象 定員 費用 申込 そ　の　他講　師

ジェムストーンさがし

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。

9：30～12：00 小５～大人 ６名7/18
（月・祝） 900円 職　員

6/21～
7/5
抽選

石で電波をつかまえる―鉱石ラジオづくり

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 400円 職　員６名
7/1～
7/15 
抽選

7/31（日） 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

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 無料 中根石材30名 当日受付
整理券配布

8/11
（木・祝） 友の会共催事業

石割体験

明るい昼とはまったくちがう夜の森を感じよう。小さな明かりも手作りします。雨の時は別メニューになります。

19：30～21：00 親子 200円 赤尾友和さん12名
7/12～
7/26　
抽選

8/11
（木・祝）

持物：ふた付きのペットボトル
(1.5L以上)
山に入れる服装

夜の森にいらっしゃい！ナイトハイクツアー

ミュージアムフェスタ2022ミュージアムフェスタ2022ミュージアムフェスタ2022

■主　催　ミュージアムフェスタ実行委員会
　　　　　（中津川市鉱物博物館・鉱物博物館友の会）
■日　時　７月24日（日）　９：30～16：30　　■入館料　無料
■催　し　鉱物・化石のおみせ出店
　　　　　ジェムストーンさがし、水晶さがし　など

ミュージアムフェスタを今年も開催します。
いろいろな楽しい企画を用意しています。
　　　　　　　ぜひ、お出かけください。
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馬の図
上：古い1647年の図　
下：新しい1805年の図

牛の図
上：古い1647年の図　
下：新しい1805年の図

図１ 木曽海道六拾九次之内 中津川 四拾六　歌川廣重画（当館蔵）

図２ 『岐蘇名所圖會 貮篇』（早稲田大学図書館蔵）

晴れの中津川

中山道歴史資料館

苗木遠山史料館

知る － 資料紹介 －

　図１は歌川廣重画による「木曽海道六拾九次之内 中
津川 四拾六」です。本紙２ページで雨の情景を描いた
初刷版を紹介しましたが、この版木が何らかの理由で
版元の手から消えてしまったようです。版元の錦樹堂
は再度、歌川廣重に中津川の絵を依頼し、刷り上がっ
たのがこの図です。初刷りの雨の情景では川と橋は登
場しませんでしたが、この変わり図では、隣の駒場村
との境になっている中津川を渡ったところから柳の木
を画面左にすえ、画面右側に中津川宿の家並みや恵那
山をはじめ木曽の山々を描いています。
　図２は嘉永４（1851）年に出版された狂歌本『岐蘇名
所圖會 貮篇』のなかの「中津川驛」です。撰者はいず
れも狂歌師の梅廼屋鶴子と檜園梅明、絵は歌川廣重が
担当しました。
　歌川廣重は天保８（1837）年、中山道を通り京都・大
坂・四国へと向かい、奈良から伊勢経由で東海道を歩
いて江戸に帰るという旅をしたようです。その時に描
いたと思われる「スケッチ帖」をもとにして、図１の

馬の図・牛の図
　苗木遠山史料館には、江戸時代初期の正保４（1647）
年、夕顔庵宗渉が描いたという古い巻物３本がありま
す。そこには馬の図・牛の図が描かれています。
　それとは別に、それから158年後の文化２（1805）年
に描かれた新しい巻物２本（驥黄物色図・牛馬図解）
もあります。これは先の古い巻物を模写したものらし
く、画は苗木藩士霞上正求（恵山）、書は水野忠咸（龍
淵）が写したものです。
　最近、馬の図・牛の図を所有するという他県の方か
ら照会があり、早速、その１本と先の５本、合わせて
６本の巻物をずらりと並べて比較することになりまし
た。どうやらこれらの巻物は、江戸時代初期に幕府の
馬預かりとして仕えた旗本黒沢定幸が編輯した「驪黄
物色図説」が原典のようです。「驪黄物色図説」には、
幕府の厩に集められた馬98頭と牛14頭（計112頭）の
漢名・和名が列挙されているようです。
　そのことを念頭に置いて、６本の巻物を比較してみ
ると、古い巻物は３本で馬・牛合わせて112頭、新しい
巻物も２本で112頭と、「驪黄物色図説」と一致しまし
た。照会のあった１本は、馬41頭と牛14頭で、当館所
蔵の新しい巻物２本のうちの後半１本と同数でした。
つまり前半部分の１本は別にあるということではない
でしょうか。

　馬・牛の姿もほぼ同形で、
何らかの関係があると考え
られ、古い巻物を見本にし
て描いたのだろうと想定で
きます。
　現在、私たちは必要な画
像は撮影やコピーで入手し
ますが、江戸時代は見本や
原画を克明に筆写すること
で入手したようです。当館
では、他にも同じような例
が２例あります。その原画
と筆写画を同時に観られる
のも醍醐味ではないでしょ
うか。

（千早）

しげひろ

（西村）

き

こまんば

そ めい

えきにずしょ え へん

かく かい えん うめ あきの やうめ し

おうき

かみ まさ もと ただ みなかす

へん り おうしゅう

うまや

「木曽海道六拾九次之内 中津川 四拾六」を描き、さら
にそれをもとにして『岐蘇名所図会』を描いたといわれ
ています。

館所蔵 古い巻物

他県から
の照会

館所蔵

中古か

新しい
巻物

３本 馬37

１本

２本

（未見）

馬57

馬61

馬41

馬41

牛14

牛14

牛14
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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               https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/k/
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               https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/t/
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               https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/s/
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               https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/m/
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              https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/n/
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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東山魁夷心の旅路館休館日　　青数字は子ども科学館の休館日
鉱物博物館、苗木遠山史料館、中山道歴史資料館の休館日　　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
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21 22 23 24

鉱物博物館
　柳 田 　 透 様　珪化木ほか一式
　ほか３名　 　 　鉱物標本21点
　　　　　　　　川砂
　　　　　　　　鉱物・化石標本13点
　　　　　　　　 ありがとうございました。

寄贈を受けました
2022年３月～５月受贈分

 中津川ロータリークラブ presents “65周年事業”
「家族で行こうよ！発見！中津川わくわく博物館」開催

　中津川市の博物館６館では、
国際博物館の日（毎年５月18日）
を記念して、５月15日（日）に館
内を無料開放しました。
　各館でクイズラリー（苗木遠
山史料館・中山道歴史資料館）、
プログラミングロボット体験（子
ども科学館）、石割体験（鉱物博物館）、先着プレゼント（東山
魁夷心の旅路館）などを行い、たくさんの方にご来館いただき
ました。

　来館者全員無料でご入館いただけます。
　中学生以下のみなさんには、館それぞれのデザインの記念（缶）バ
ッジを中津川ロータリークラブからプレゼントします。
　ご家族みなさんで、博物館にお出かけください。

国際博物館の日記念イベントを開催しました

1 2 3 4 5

入館無料日のご案内

■中山道歴史資料館
　７月３日（日）
　８月２日（火）～21日（日）
　９月３日（土）
■鉱物博物館
　７月24日（日）　ミュージアムフェスタ2022
　８月２日（火）～21日（日）
■東山魁夷心の旅路館
　７月31日（日）　先着30名様にポスタープレゼント
　８月２日（火）～21日（日）
■苗木遠山史料館
　８月11日（木・祝）　クイズラリー　ほか
　８月２日（火）～21日（日）
■子ども科学館
　８月２日（火）～21日（日）
■熊谷榧つけちギャラリー
　９月19日（月・祝）

中山道歴史資料館

鉱物博物館子ども科学館

■期　間　８月２日（火）～８月21日（日）
■対象施設　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


