当館 は奥 多摩郷 土 資料館 (昭 和 53年 開館 )を
取壊 した跡地 に 、平成 10年 11月 27日 にオ ー プ ン
しま した。設置者 は東京都水道局並 びに奥 多摩
町 。施 設 の概要 は 、敷地面積 5,325.26ポ 、鉄筋
コ ンク リー ト2階 建 、建築面積 976.50ボ 、延床
面 積 1,830.88ボ 、水 源 PR施 設 と して 、 また、
水源地 と都市 の 人 々 との交 流 を深 め ることを主
た る目的 に 、東京近代水道 100周 年 、小河 内 ダ
ム竣 工40周 年 の 記 念事 業 の一 環 と して建設 され
ま した 。
○水源 PR施 設 と して
水 の 大切 さを認 識 す るため に水源林 の 発生 と
機 能 、貯水池 の 役割 ・技術 、そ して家庭 の蛇 口
に至 る過程 を理解 していた だ く こ と、 また、周
辺 の 自然 の姿 を様 々な手法 で紹 介 し、人 と自然

との調 和 の 大切 さを理 解 して いただ くもの で す。
○文化 財 資料展示施 設 と して
見 ること、聞 くことの 体感 によ り郷 土芸 能 の
文化 的意義 を理解 してい ただ くこと、 また、歴
史的 な生 活用具 に接 す る ことに よ り、昔 日の生
活 にお け る労働 と知恵 、苦渋 と喜 び を理 解 し、
それ らの 保存伝承 の大切 さを知 っていただ くこ
とが展示 の 基本 的 な考 え方です。
○奥 多摩 交流 セ ンタ ー と して
恵 まれ た 自然 、忘 れ か け た生活の知恵 、息 づ
く文化 な ど、都市で は次 第 に失 われ て ゆ く貴重
な財産 が奥 多摩 には沢 山残 ってい ます。 そ の素
晴 ら しさ を体験 す る ことと、山村 と都市 の 人 々
がふれ あ う ことので きる交流 の場 を提供 します。
1姜綴u・

4館含同企画「トラム(路面電車)と メトロ(地 下鉄)」 を開催して
一 地域博物館 にお ける展示会共催 の こころみ―
新宿歴史博物館
昨年 7月 18日 より11月 1日 までの期間、新宿
歴史博物館 ・板橋区立郷土資料館・豊島区立郷
土資料館 。北区飛鳥山博物館 の 4館 による合同
企画 の展示会「 トラム (路 面電車)と メ トロ (地
下鉄 )」 が開催 され、多 くの方 の好評 を得 て終了
す ることがで きた。区立 の博物館 ・資料館 によ
る共催展 としては、平成 6年 度 に開催 された板
橋区立郷土資料館 。足立区立郷土博物館 ・ 品川
同
歴史館 。新宿歴史博物館 による「江戸四宿」、

8年 度板橋区立郷土資料館 ・豊島区立郷土資料
館 。練馬区教育委員会 による「千川上水」 に次
ぐものである。
共催展 とい って も、美術館 の全国巡回展 の よ
うな大規模 な展示会 とは異 な り、範 となる前例
も少な く、確 たる方法論 もないなかで、試行錯
誤 を繰 り返 しなが ら開催 にこぎ着 けた、 とい う
のが本当の ところである。私たちの こう した経
験 が他館 の展示担当者 の方 の参考 になればと考
え、共催 を思 いた った発端 か ら、開催へ いた る
経過、来館者 の反応 、展示会 を終 えての問題点
等 について 、 ここに記 したい。
1.発 端
それは 7年 ほど前 に遡 る。当館では平成 4年
の冬 に新宿駅 の歴史とそれ にともな う町 の変遷
の姿 を紹介す る展示会 「ステイシ ョン新宿」 を
開催 し、翌 5年 にこの展示内容 を中心 にまとめ
た刊行物 『ステイシ ョン新宿』を出版 した。
近現代 にお ける新宿の歴史を考 えるにあたり、
交通機 関の発達 は大 きな位置 を占めている。特
に日本一の規模 を誇 る新宿駅周辺 の繁華街 の発
達過程 は、新宿駅 の変遷 と不可分の関係 にある。
こ うした視点 を切 り口に したこの展示会 には大
きな反響があり、多数の来館者 の方 にご覧 いた
だ くことがで きた。 また展示会の好評 を受 けて
刊行 した前記の図書 も、す ぐに売 り切れ るとい
う人気ぶ りであった。
一方、板橋区立郷土資料館 では平成 7年 の夏
に「板橋 の鉄道一東武東上線一」 と銘打 って板
橋区内を通 る東武鉄道東上線 を取 り上げた展示
会 を開催 した。数 ある関東 の大手私鉄のなかで
もマ イナ ー度 では一、二 を争 う路線 をテ ーマ と
した展示会 のため、どの程度 の来館者 が見込 め
るものか と懸念 されたのだが、実際 には郷土資
料館 の展示会来館者 の新記録 を樹立するほどの
人気 ぶ りであった。 こう した経緯 か ら、鉄道 も
のの展示会 は数多 くの入館者 が見込 めるテ ーマ
榊線饉2
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であることが明 らかになってきた。
また、鉄道史の分野 は交通博物館 が大正10年
に開館 (当 初 は鉄道博物館 )し てい ることか ら
も分 かるとお り、研究史の蓄積 が多 く、 さらに
趣味 として も早 くか ら多 くの方 が取 り組んで き
たため、趣昧者 の研究 や記録が膨大 にス トック
されてい る。 これ まで、博物館 ・資料館 がこれ
らの成果 を活用す る機会 は少 なかったが、新 宿
・板橋 の展示会 では、こうした蓄積 の うえに立
った展示内容 であったため、内容的 に も一般 の
方 はもちろん、いわゆるマニ ア層 に も十分ア ピ
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間で 、機会 があれば改 めて 「鉄道 の発達 と地域
の変容」 とい ったテ ーマで展示会 を企画 してみ
たいと、折 にふれて話 し合 っていた。そ して 、
新宿では先 の展示会 で都電 (路 面電車 )に つい
てほとんど触れ ていなかったこと、板橋 では東
上線 のほかに主要 な鉄道路線 として都営地下鉄
三田線 (地 下鉄 )力 ｀
あり、やは り展示 では取 り
上 げていなかった。一方、鉄道 は一 自治体 の範
囲 を超 えて、より広範 な地域に路線 を広 げてい
ることか ら、沿線 の複数の館 が展示 テ ーマ とし
て取 り上げることが可能 である。そ こで 、周年
などなん らかの タイ ミングに合わせて東京 にお
ける交通機関の変遷 (路 面電車 か ら地下鉄 )を
テ ーマ として展示 を企画 し、共催す ることがで
きたら、と考 えるようになった。
2.呼 び かけ
その後、平成 10年 が新宿区内 を走 っていた主
要 な都電路線 。11系 統 (新 宿駅前一 月島通 八丁
日間)の 廃止 か ら30年 にあた り、また板橋区内
を走 る都営三田線 (三 田―西高島平間)の 部分
開業 か らも30年 にあたることか ら、平成 10年 度
の夏 の展示会 として共催 したい と考 え、それぞ
れの館内で話 し合 い、開催 の了解 を得 た。
そ してテーマ的 に共通性 を持 つ ことか ら、2
館 だけで開催す るのではな く、現存唯一の都電
路線 である荒川線沿線 に当たる豊島区 ・北区 ・
荒川区 はテーマ的 に連携 が可能 なのではと考 え、
平成 9年 春 に各区の資料館 ・博物館準備室 の学
芸担当の方 に打診 を した。その結果 、荒川区は
10年 度 に資料館 のオ ープンを予定 しているが 、
この時点 では開館 日が確定 してお らず、参加 は
不可能 との回答 であった。そ こで 9年 6月 に新
宿 ・板橋 。豊島区立郷土資料館 ・北区郷土博物

・ 資料館、図書館、各自治体社会
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よりかな り多めに印
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ていただいた。約 500
98年 9月 号 (イ ンフ ォメー シ ョン)、
「サライ」98年 8月 20日 号 (サ ライ・ インフォメー
点 とい う膨大な点数の写真 を掲載 して、東京 に
おけるトラム (路 面電車 )か らメ トロ (地 下鉄)
ション)、 鉄道趣味誌各誌 に取 り上げ られた。また、
へ の交通機関の変遷 の状況 を、各区の事例 をも
先 の 自前 のポスターのほかに交通局 の「ぴ っくあ
とに トー タルに捉 える内容 を目指 した。 また、
っぷ」 をは じめ とす る各種広報媒体、営団地下
北区 は単独 で B5判 32ペ ー ジの図録 を作成 した。
鉄 の催 し物案内 に も情報が掲載 された。や は り
こ うして、資料の所在調査 ・借用交渉、展示
通常の展示 よりも規模的 に大 きかったことが、
。
。
の
の
の
資料 確定 展示構成 検討 造作物 確定、
各媒体 の関心 を呼んだのか、内容が時宜 にかな
。
図録編集 原稿執筆、イベ ン ト準備、広報活動、
った もので あったのか、通常 よりも広汎 な方面
個別 の問題 が発生す るごとに各館 で調整等 々、
か ら取 り上げ られ ることとなった。
展示 とそれ にともな う諸 々の準備 に追われ るう
ちにまたた く間 に月日は流れ、展示造作工事 ・
資料借用 ・列品作業 を直前 まで行 い、オ ープン
ヘ となだれ こんでい った。
4.開 催
こ う して
7月 18日 、
新宿 ・板橋
・1ヒ 区 は ヘ
ロヘ ロにな
りな が らも
開催 に こ ぎ

新宿歴史博物館の展示会場

着 け た。事
前 の広報活
動 と して 、
ポ ス ター ・
チ ラシは 各
館 が配布先
を分担 し、
都 内博物 館
囃
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子供 たちも大喜び 、新宿歴史
博物館 の展示会場入 回の都電
原寸大デ ィスプ レイ

こ うした広報活動 の結果、各館 ともオ ープン
当初 か ら多 くの来館者 があ り、好調な出足であ
った。 また、1館 見て終わ りではなく、各館 を
巡回す る観覧者 も多 く、 この面で も共催の効果
が十三分 に発揮 され た。チラシにスタンプ コー
ナ ーを設け、各館で作成 した記念 スタンプ を会
場 に用意 したこと も、観 覧者 に巡回意欲 を誘発
したよ うだった。各館 を巡 る観覧者 が多か った

都電 を貸 し切 つたレ トロ電車乗車会
ことは開催側 の狙 いが見事 に当たった もの とい

動員 の面 でどうなるか懸念 されたのだが、 3館
の展示 を見 た方 の多 くが足 を運んで下 さ り大盛
況 とな った。他館の展示 が豊島 にとっては事前
の宣伝 となったのである。 これは予想外 の うれ
しい誤算だった。 また資料面で も、 3館 の展示
を見た ことで、資料提供 を申 し出 る方が多 くあ
り、展示 スペ ースが不足す る状況 となった。 こ
れ も予想外 の事態 だったが、共催 の副次作用 と
言 えるだろう。それ までに 3館 でスタンプ を集
めた方々 も、最後 の 1個 を押す ために多 く来館
し、全部集めた方 には交通局提供 の記念品 を差
し上 げた。 スタンプの効果 も馬鹿 にな らない も
のが あった。
こ うして、予想外の展開の なか、11月 1日 に
豊島 の展示 が終了 し、 4館 の会期 がすべて終了
となった。会期中の入館者数は新宿が5,299名 (会
期58日 間)、 板橋 が9,365名 (会 期 58日 間)、 北区
が5,331名 (会 期38日 間)、 豊島 が3,011名 (会 期30
日間)で あった。

える。
一方、会期 中のイベ ン トについては、各館単
独開催 としては、講演会は新宿 が 4回 。板橋 が
1回 、映画会 は板橋 が 2回 、北区 が 1回 、 フ ィ
ール ド 。ワー クを豊島で 2回 実施 し、それぞれ
多 くの参加者 があった。 また荒川線 に現存す る
5.総 括
都電全盛期 に活躍 したレ トロ電車 (∞ 00形 )を
こ うした経過 をへ て、「 トラム とメ トロ」 はな
貸切 りで走 らせた乗車会 を、新宿・板橋 2回 、
んとか終了す ることがで きた。担当者 としては、
北区 1回 開催 し、往年 の都電 の走 りを堪能 した。
さらに 4館 合 同 で 、都
共催 に関す る様 々な処
理案件 が 発生 す るたび
営地下鉄12号 線 の光 が
に、 その 場 そ の 場 で対
丘検修場 。三 田線 の志
。
応す るうちに開催 にい
村 車両基地 荒川線 の
たった、とい うのが正直
荒川車両基地 の 見学会
な感想である。最後 に
を開催 した 。 lヶ 所 に
つ き各館 1回 の 計 4回
展示 に関連す る個 々の
事項 について 、担当者
開催 し、募集 も各館 ご
として現段階 で思 う所
とに行 っ た。館 に よっ
をまとめてみたい。
て応募状況 が異 な り、
まず、今回の展示会
定員オ ーバ ーの 館 、定
は 4館 での共催 の うえ
員割れ の館 が あったが 、
に、東京都交通局の後
定 員 オ ーバ ーの館 の 落
援 とい う冠 をいただけ
選者 を定員割 れ の館 の
たことが、外部 との交
実施 回 に割 り振 るな ど
い
の 調整 を行 、応募者
渉やイベ ン ト開催 の う
えで非常 に有効 であっ
の 多 くが イベ ン トに参
たことがあげ られ る。
加す ることができた。
こ うして、通常展示 よ
実質的 には名義貸 しと
ベ
い った形態 だったが、
りもはるかに多くのイ
ン トを開催 し、会期中
広報活動や資料所蔵者
との交渉 とい った面 で、
一部資料 の展示替 えを
相手 に信用 をえる こと
実施す るうちに、 8月
ー
レ
ン
に
る
上げ
ン
よ
30ト
ク
作業
車体吊
志村車両基地見学会、
が容易 となった。 また
30日 に北区 の展示 が終
・
交通局内部 において も、会期 中の イベ ン トの実
了、 9月 23日 には新宿 板橋 の展示 も終了 した。
そ して、イベ ン トの合間を縫 い なが ら準備 を
施 について、本局 か ら直接声 をか けていただき、
通常 は見ることので きない車両検修 の現場 を見
進めていた豊島 が 9月 26日 にオ ープンとなった。
1館 のみ完全 に会期 がずれていたため、果 して
学 させていただ くことができた。 これだけ大規
5勢 解躙

模 なイベ ン トを開催 で きたの も、交通局 の後援
があれば こそであった。
会期 については、開催側 の都合 で どうして も
1館 だけ会期 がずれ て しまい、それ がどのよう
な結果 になるか来館者 の反応 が,心 配 されたのだ
が、最後 の豊島 に予想以上の来館者 が訪れる結
果 となった。他館 の展示 が豊島 の展示 へ の事前
宣伝 の役割 を果 していた。開催前 は共催 の場合
会期 は揃 えるべ き、 と漠然 と考 えていたのだが、
来館者 にとっては必ず しも会期 を完全 に揃 える
必然性 はない、 とい うのが現在 の結論 である。
む しろ、少 しずつ会期 をず らしたほ うが、アナ
ウ ンス効果 が生 じ、後へ い くほど来館者 が増 え
るようである。展示資料館 の充実 とい う点 か ら
も有効 であった。
新宿 ・板橋 の展示図録 については、図録用 の
写真撮影 が 5月 末 まで伸びて しまったため、編
集 。原稿執筆作業 は実質 4週 間 とい うハー ドな
スケジュール になって しまった。 しか し、多 く
の方 々か ら提供 していただいた資料 。写真 を可
能 な限 り取 り入れて、何 とか 1冊 の図録 に仕上
げ ることがで きた。当初 は、新宿 で都電、板橋
で地下鉄 と展示内容 に合わせて個 々に図録 を作
成す る案 もあったのだが、 1冊 にまとめること
で 、東京 における交通機関の変遷 について、そ
の流れ がよ り理解 しやす くなった。そ してなに
より単独 で編集 していては、 これだけ盛 り沢山
の内容 の図録 は作成 で きなかっただろう。頒布
価格 も通常の三倍 の3,000部 印刷 したので800円
とい う廉価 に設定す る ことがで きた。お手頃価
格 とい うこともあり、 この図録は大変 よく売れ
た。会期中に新宿 で807部 、板橋 で541部 とこれ
までにない売れ行 きで、内容的にも大方 の好評
をえる ことがで きた。 これ は今回の共催 の非常
に大 きな成果だったといえる。また北区の図録 は
300円 で頒布 した。
展示内容 について は、新宿 ・板橋間ではグ ラ
フ ィックパ ネル ・サイ ン類 のデザイ ンを統 一 し
た。展示構成 は全体 の流れを概観す るコーナ ー
・各地域 の状況 を詳細 に見 るコーナ ー・過去 だ
けでな く現在 を見据 えこれか らを展望す るコー
ナ ー を設定す るように した。 しか しなが ら、各
館 の調整不足 か ら、結果的 には 4館 を通 じて整
合性 がとれていた とは言 えない部分 もあった。
展示 内容 については、大枠の設定にとどめ細部
は各館 の独 自性 に任せ る、 とい う方針だったた
め止むをえない面 もあったのだが、来館者 のア
ンケー トには内容 の重複 ・不整合 ・ レベルのバ
ラつ きを指摘す る声 も見受けられ た。各館 の展
示 への取 り組みのスタンス・予算規模 に も関わ
辮略髭6

って くる問題であり、簡単 に結論 はでないが、
この点 は共催 をするにあたっての一番の問題点
と言 えるか も しれない。
入館者数 について は、先 にあげたとお り各館
の通常の展示会 を上回 る数字 を記録 した。共催
による巡回効果 が存分 に発揮 されたと言 える。
また数多 くの イベ ン トを開催 したことで 、何度
も各館 を訪れ る リピー ター も多 く見受 け られた。
またア ンケー トを見 ると初 めての来館者 も多 く、
各館 の存在 をより広 い層 にアピールす るとい う
点で も有効 であったように思 う。 さらに来館者
の内訳 は、い わゆる鉄道 マニ ア・親子連れ 。一
般客 の割合 がそれぞれ 3割 ずつ 、とい ったとこ
ろであった。通常 であれば展示 テーマ に関心 の
ある層 が中心 になるところだが、今回 はかつ て
「 竃璽浮ξ薇 1鷲 選賃 1:当 藻
で冒 :早 肇翼 [フ
みに子供 と一緒 にやって来 た りと、様 々な層 の
方 に展示 を見 て もらえた。区民 だけでな く、都
内や近県か ら来館す る方 も多か った。鉄道 とい
うテーマが、より広 い層 にアピール した結果 と
い える。展示 を見 た感想 もア ンケー トを見 ると
おおむね好評で、図録 。イベ ン トを含め満足度
は高か ったようである。
以上、細 かいことを書 き連ねて きたが、今回
こ うい った形 で共催展 を開催 してみて 、大変 で
あったが、やってよかったとい うのが担 当者個
人の感想 である。共催 のための様 々な調整 。各
館 の足並みの不統 一 ・まとめ役へ の過重 な負担
とい った問題 はあるが、各 自治体 の財政難 が叫
ばれるこの時期、各館 の予算規模 の減少傾 向 は
今後 も続 くもの と思われ る。そ うい った状況 の
なかでは、各館単独 の展示会 が予算的 に も内容
的 に も否応な く規模 を縮小 せ ぎるをえない方向
へ 向か うことは確実 であろう。 こう した周辺環
境 の悪化へ のひ とつの対応策 として、共催 とい
う方法論 を模索 し実行 したわけである。展示内
容 ・広報活動 ・予算面 でのスケ ール メ リッ ト、
さらに各館の担当者 が集 まり知恵 を出 し合 うこ
とによるマ ンパ ワーの結集 、調査や展示準備 を
通 じての学芸員間の切磋琢磨等 々、多 くの利点
を指摘す ることがで きる。 また私 自身 も、共催
展 を企画 。実施す ることで 、 これ までにない貴
重な経験 を重ねることがで きた。他館 の担当の
方 と一緒 に仕事 をす ることで 、 これ まで以上 に
相互 に理解 を深めることがで きた。 これ らの体
験 は、今後仕事 を進 めるうえで貴重 な財産 にな
ると思 う。
拙 い経験談 ではあ ります が 、今回の私 たちの
試みが他館 の皆様 の参考 になれば幸 いです。

(

:

八王 子市郷 土 資料館
近隣博物館 の連携 といえば、1994年 の秋、足
立 。板橋・ 品川 。新宿 の区部 4館 が共同 して企
画 。開催 した特別展 『江戸四宿 Jを 思 い出す。
4館 が実行委員会 を組織 し、共同の展示図録 を
作成 したが、各館 の展示内容 はそれぞれに、千
住宿・板橋宿・ 品川宿 。内藤新宿 を取 りあげて、
独 自に展示 を企画す るとい う手法 をとっていた。
その後、区部 ではこのような試 みが続 けられ
ていて、1998に は豊島・板橋 。練馬 の 3区 が

(1995年 3月 刊 )で 『博物館 の連携 の必要性 Jに

千川上水通水 300年 記念事業 として、それぞれ
千川上水 をテーマ に特別展 を開催 したほか、今
年度 には、新宿・ 豊島・板橋 。北 の 4館 合同企
画展示 「 トラム とメ トロJを 開催 したことは記
憶 に新 しい。
これ らの諸区 は、江戸近郊 として、また東京
市街 の外縁部 として発展 した地 区で、同一テー

ついて加盟各館 の意見 を小特集 とした。多 くの
館 か ら賛同の声 が寄せ られ、特別展 の共同企画
巡回展、共同調査 。研究 の必要性 が提案 され る
など、その機運 は確 かに あった。
しか し、多摩地区 では、近隣博物館 による共
同企画 とい うレベルでの連携 は、今 まで実現 し
ていない。誰 もが考 えるように、多摩 も しくは
南・北 。西多摩 とい う地域 の 中で、あ るいは、
こう した地域 を越 えた川筋 ・街道筋・鉄道網 で
の繋 が りの 中で 、共通のテーマ を設定 し、共同
調査や共同企画 を実践す ることは、充分 に可能
なはず なのに。
区部型 の共同事業 によって も、各館独 自の研
究課題 の深 まりとさまざまな情報 の共有化 がで
きるなど多 くのメ リッ トが認 め られている。い

マ を設定 した上で 、なお地域 の特性 を考 えると
い う企画 を中心 に据 えた連携事業 が積み上 げら
れてお り、その成果 には学ぶべ きものが多い。
一方、多摩地区で も同 じころ、本誌No。 16

ま、行財政改革 の進む中、巡回展 など経費節減
につ ながる企画など、 さらに一歩踏 み込んだ共
同事業 の実現 にむけて、三博協 として も本格的
に議論すべ き時期 を迎 えてい る。
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高尾 自然科学博 物館
生涯学習へ の取 り組み が盛 んである。
先 日発表 された生涯学習審議会答申では「生
涯学習社会 の構築 に向けた社会教育行政」 の項
で 「住民 の 自主的な学習活動 を支援 ・促進す る
役割 を果 た してい く必要 がある」 としてい る。
当館 の 「自然 を調 べてみ よう」 の講座 は、ま
であり、近年、内容
さに"自 主学習のお手伝 い‖
を充実 させつつ あるので紹介 したい。
この講座 は 5月 か ら11月 の間 に 5回 開催 し、
1回 日に参加者 と担当職員 とが個 々に話 し合い、
2回 目までに参加者 が 自分のテーマ を決め、 2
回 目か ら 4回 目は観察 の進捗状況 に応 じて相談
等 を行 い、 5回 目に成果 を発表 して終 了す る。
参加資格 は18才 以上 で 5回 出席 で きる方 とし、
意欲 さえあれば知識や能力などは間わ ない。
この講座 のポイン トは 自分で観察 テーマ を決
め、工夫 しなが ら観察 を進めるところにあ り、
初 めは自分 で進めていかなければ な らない こと
に戸惑 った方 で も、いつの間 にか自然の中に浸

り込 んでい く自分 を楽 しむようになっている。
当然 の ことなが ら、そ こに至 るまでには学芸
員 を初 めとす る職員の きめ細 かい対応 を必要 と
す る。すなわち、参加者 の知識や能力 に加 え、
自然観察可能 な時間、場所や方法 なども把握 し
たうえで、それ に相応 しいテ ーマや観察方法 を
ア ドバ イス した り資料提供 を行 うなどである。
また、対象 とす る自然 の分野 ごとに班 を分け、
それぞれ に担当職員 を決めているが、各担 当職
員 が参加者全員のテーマや方法、進捗状況 など
を把握 し、担当職員 が不在の ときで も個別相談
にも応 じられ るように努めている。
講座 の最終回では、その時点 での成 果 を発表
していただいているが、その後 も観察 を継続 さ
れる方 が多い。今年 の発表会 で も継続観察 の成
果 を発表 して くだ さった方々がいた。
地味 な講座 ではあるが、ライフワー クが見つ
か ったと喜 ぶ方 を見 ると、本当の意味 で 「生涯
学習 の支援」 がで きたのではないかと感 じる。
7か 翻麟

あきる野市 五 日市郷土館
五 日市郷土館では、市民か ら寄贈 を受けた貴
重な資料を広 く公開す ることによ り、市民 に地
域の歴史 。民俗 。自然などについての理解を深
めてもらうことを目的に、今年度 は企画展 1回 、
企画写真展 4回 (テ ーマに関連 した資料 も併せ
て展示 )、 収蔵品展 2回 を開催 しました。
今年度の企画展示の中で特 に好評を得 ました
企画展「あか りとくらし」 を開催 して感 じた こ
とを紹介 したいと思います。
企画展 「あか りとくらし」では、照明具の移
り変わ りが分かるように館の収蔵品を中心に展
示 し、大正 5年 8月 に設立 された秋川水力電気
株式会社 に関連 した写真や従業員用の半天など
の資料 も併せて展示 しました。また、昔の生活
の様子 を体験 して もらうために、展示室の一部
に行灯 のあか りがどの位の明るさなのかを体験
できるコーナーも設けま した。
企画展 「あか りとくらし」を開催 して印象 に
残ったことは、多くの来館者から聞いた「体験
コーナーの設定がよく、音の生活の様子 を感 じ
ることができた。」 「行灯の あか りの暗 さに驚
いた。」「いろいろな照明具の明るさが体験 で
計十 二
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きると良かった。」 とい う声で した。 このこと
から展示品などをより充実 させることも重要だ
と思いますが、来館者 と展示の関係 がより深 め
られるような体験型の展示の必要性 も改めて感
じました。
当館の常設展示の一つの特徴 として、民俗関
係の資料は、触れ る展示・動か して学べ る展示
としていることがあげられます。企画展の 目的
や内容 にもよりますが、この特徴を生かした体
験型の展示 となるよう、今後 も工夫 していきた
いと思います。
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小金井市文化財 センター
小金井市 と二宅村 との友好盟約20周 年 を記念
す る企画展 を10月 17日 〜12月 6日 まで開催 しま
した。友好の きっか けは、幕末 〜明治維新 を生
きた侠客、小金井 (関 )Jヽ 次郎 が三宅 島 に配流
され、島民のために尽 したことによ ります。小
次郎 は没後、芝居や浪花節 によって大侠客 のイ
メー ジが喧伝 されてい きます が、 この展示 では
人別帳 。三宅島か らの手紙 ・借金証文 。長脇差
等関係資料 によって小次郎の実像 に触れ ること
を主眼 としました。また、三宅村 の指定文化財
や自然等 を写真で紹介す るとともに、縄文後 。
晩期 の友地遺跡 (三 宅村伊豆)の 出土品 (江 戸
東京 たて もの園所蔵 )を 展示 しました。
また、 6月 20日 〜 9月 30日 まで、「吉野 ヶ里
遺跡展」 を開催 しました。 こちらは佐賀県千代
田町出身の下村湖人 が当 「浴恩館」 (青 年団講
習所 )の 所長 を務 めたことが遠 因 となってい ま
幽躙毯8

す。写真パ ネル を中心 に実物 の甕棺等 を展示 し
ビデオで遺跡発掘 の様子 を紹介 しま した。夏休
み期間 と重な り、例年 より多くの小 中学生 の来
館者 があ りま した。
両展示 とも友好関係 か ら実現 した もので、近
隣市 ではあ りませんが、 これ も一種 の連携 とい
えるのではないで しょうか。今後 は、当市 の歴
史や文化財 を紹介する展示 を相手方 で実現 した
い と考 えてい ます。

くにたち郷土文化館
今回、ブルガ リアとの縁 があって、企画展
「祝 い装 う一 ブルガ リア 。日本の心」 を10月 24
日か ら12月 20日 まで開催 した (写 真 )。 ここで
は、 日本の伝統的 なお祝 い着 とブルガ リアの民
族衣装などを展示 し、 さらに民族 楽器 や装飾品、
民族行事の ビデオによ り、両国の祝 いの文化 を
比較 した。
「なぜ、国立でブル ガ リアなのか」 とい うと、
その きっかけとなったのが、昨年 1月 に開催 し
た企画展 「人生儀礼 の諸相―誕生 。結婚 ・葬送
をめ ぐる人 々」で、 ここでは国立 の旧村地域 に
残 る講中 とい う地域互助組織 の膳椀や葬送用具、
衣装 などを展示 した。 これをブルガ リア国立民
族学博物館長 で民族学研究 の第一人者 であるナ
デジダ 。テネヴァ氏が見学 に訪れ、 「 日本 の旧
村 の人生儀礼 がわか り大変興味深 い。 まさに私
が見 たかったものです。
」と強 い関心 を示 された。
ブルガ リアは伝統文化 を重 ん じる国で、100年
も前 に民族学博物館 がで きてい る。その館長 が
日本の一地域 の人生儀礼 に関心 を持 ったとい う
ように、 ローカル な伝統文化 がインターナ シ ョ
ナルにな りうるとい うことである。
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これ が縁 でその後、学芸員 がブルガ リアで開
かれ たバル カン文化国際会議 に招 かれ、先 の展
示内容 を発表す る機会 を得、現地 の研究者 と交
流 を持つ ことがで きた。そ して今回テネヴァ氏
とブル ガ リア大使館 の協力で、貴重な民族衣装
などが展示 でき、 さらにブルガ リアの歌 と踊 り
を開催 した り、現地博物館 か らミュー ジアムグ
ッズ を取 り寄せ 、販売 したところ大変好評 であ
った。一つの展示 が国際文化交流 に発展 したと
い える。
今後 も地域 の資料 を大切 に して、人 々の生 き
方、文化 を広 く世界 に伝 えて い くよう努 めたい。
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(財 )た ま しん地域文化財 団
当財団では、季刊の郷土研究誌 『多摩のあゆ
みJの 他、多摩地域の調査 。研究成果を紹介す
る図書の出版を行なっています。
平成10年 11月 に刊行 した玉川上水通船研究会
。
編著 『玉川上水通船史料集』 (A5判 。400頁
本体2,500円 、発売 :け やき出版)は 、明治初期、
玉川上水を走った船 についての網羅的な史料集
です。
明治 3年 の開業か ら 5年 の停止 まで、わずか
2年 ほどしか営業 されなかった玉川上水通船
(以 下 「通船」 とす る)。 甲武鉄道以前の大量
かつ迅速 な輸送手段 として、多摩 。東京の地域
経済 に大 きな影響をあたえたと考 えられます。
その通船 についての一件文書 「玉川上水通船
一件」、明治初期の水道行政文書 「上水諸窺簿」
(通 船関係部分のみ、両史料 とも東京都立中央
図書館特別文庫室蔵)を 翻刻、また羽村から四

谷大木戸 までの玉川上水沿岸 に残 る地方文書 か
336点 を収録 しました。
ら、
通船 に関するものを加 え、
資料 は明治 3年 か ら 5年 までの営業期間だけに
とどまらず、慶応期 の玉川上水 を利用 した砂利
輸送関係文書、明治 16年 の通船の再願 をもくろ
んだ運送利益 の見積書 なども収録 しま した。
中央行政 か らのみでなく、多摩地域史の視点
か らも通船 をとらえられる史料集 です。
巻末 には 「どんな船だったか」 「どこの誰 が
通船 にかかわったか」 「河岸 ・船溜 りはどこに
あったか」 とい った、通船 の実態 を考察 した
「解説」、年表 をつ け、「通船」 について時間
的・空間的 な通覧 もで きる内容 になってい ます。
これ まで余 り研究 がな されなか ったこともあ
り、 まだ この研究 は端緒 についたばか りです。
これを機会 に、 さらに多 くの通船 に関す る史料
が発見 される ことを願 ってやみません。
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調布市郷 土博物館
当館 の催物 のなかで昭和49年 の開館以来文字
通 り細縄 の ごと く続 いている ものに稲藁細工が
あげ られる。なかで も正 月に向けたシメ飾 り作
りは参加者 の好評 を得 ているので、今回は藁細
工体験学習 について ご紹介 したい。
藁仕事 とい えば、自給 自足時代の農村生活 に
おいて冬 の農閑期 などを利用 して家で使 った り
売 った りす る履物敷物 などを家族や近隣、若者
などの集団 による共同作業 で作 るところも少な
か らず あった。
決 して時間的 に効率 のよい作業 とはい えない
もので あるが、その場 は仲間同士 の豊 かな コ ミ
ュニ ケ ーシ ョンや相互教育 を通 して連帯意識 を
育 て伝承文化 の継承 に も大 きな機能 を果 た して
きたとい える。
昭和57年 の航空写真 を見 て も、市内の農耕地
はほとんど住宅地などに囲 まれて点在 している
にす ぎない。 こ うした環境の変化 にともない学
習材料 である藁の入手 も しだいに入手が難 しく
な りつつ あるが、藁 の持 つ温 もりと香 りを感 じ
つつ 、自分 の手で製品 を作 り出す経験の機会 を
継続 して子 どもに与 えてい きたいと思 う。
十:十
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当館ではシメ飾 りのほか履物 も作 っている。
その準備作業 として の藁 の袴 とりには能率 を上
げ るため、少 し乱暴 なようであるが足踏み脱 穀
機 を用 い、藁打 ちは六年前 にできた深大寺水車
館 の藁打 ち杵で まとめて打 つ ようになった。 ま
た子 どもに草履 を楽 に作 らせ るために正座 して
編 める台 も手作 りして利用 して もらってい る。
来年 4月 をめどに市内の一つの小学校 のプレ
イルーム を利用 して郷土資料室 を作 ることにな
った。 ここには農耕資料 の延長 に藁細エ コーナ
ーを設け、履物 の製作工程 も展示す る予定であ
る。そ して必要 に応 じて藁 を持込み、縄 ない体
験や履物作 りなどを通 して藁 に親 しんで もらえ
ればと考 えて い る。
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町田市立博物館
ここ数年、世間の
不景気 の風 が文化行
政 に対 して強 く吹 き
付け、我 々の博物館
業務 自体 が円滑 に進
まな くなって きた。
それに効 くカンフル
剤などはない と思 う
が、せめて、以前 に
予防接種 を打 って、
免疫 をつ くっておけ
ば良か ったと悔やん
ではいないだろうか。
当館 は、開館以来 、常設展示室 を置 かず に年
間 7〜 8本 の企画展示 を開催するとい う展示業
務 を行 って きた。その展示品は、かつて他館や
個人 の コ レクシ ョンを借用す ることが主であっ
螂 《10

たのだが、近年になってようや く館 自身の コレ
クシ ョンが増加 し、 また多様化 (陶 磁器 。ガラ
ス器 ・錦絵 。大津絵 ・考古民俗資料など)し た
ため、館蔵品のみによる展示 が可能 にな りつつ
ある (こ れは、 ここ数年 の間 に当館 へ 資料 を御
寄贈 いただいた方 々のお陰 で もあり、おお いに
感謝 しなければならない)。 当館 にとって これ
らの コ レクシ ョンは、不景気へのひ とつの免疫
となりえたのであ り、それは非常に幸運 なこと
で もあった。
各地 で 、バ ブル全盛期 か ら競 って行われ て き
た大規模なイベ ン ト的展覧会 も、やや収拾に向
かいつつ あり、会場 の異常 な熱気のなかで二重
・二重の列 を越 えて小 さな作品を見なければな
らない無意味 さに、ようや く気付 く時 がきたよ
うである。あらためて、博物館の事業 を考 え直
す頃 か とも思われ る。

青梅市郷 土博物館
当博物館では、平成 3年 度 か ら「町方文書調
査」 を開始 し、 これまで に有力商家などの古文
書調査 を続 けてい ます。
これ らの調査 によって、判明 した事実等 につ
いては、平成 10年 度 の特別展 =青 梅宿 =で も展
示 に活 か した他、今後 の展示活動 にも積極的に
活用 してい く考 えです。
近年、一般 市民 の間で「古文書 を学 びたい」
とい った希望者 が多 く、市民 センターでの講座
で も応募者が定員 をオ ーバ ー し、抽選 を して決
定す る程 であ ります。
そ こで、当館 では平成 10年 度事業 の一環 とし
て「基礎 か ら学ぶ古文書入門講座 Jを 計画 しま
した。 この講座 の 目標 は、古文書 を読める人の
底辺 の拡大 と後継者 の育成 とい った欲張 った も
ので、次 の要領 で募集 いた しました。
期間 は平成 10年 7月 か ら12月 まで、 6ヵ 月間
(月 3回 )の 長丁場 の講座 で定 員15人 としまし
たが、18人 の 申 し込み (年 齢層 は20代 後半 か ら
60代 前半 までの広 範囲)が 有 リー応全員受 け入
れ ることとしました。
講師 として法政大学御岳山古文書学術調査団

団員滝沢博先生 にお願 い し、入門編であるため
異字、古字、俗字、略字 などの説明 か らスター
トしました。 これ まで、近世文書 を中心 に「村
鏡」 「御殿女中・吉野みちの手紙」 「仁君開村
記」などを教材 に講座 が進み、受講生 は着実 に
実力をつ けつつ有 ります。
なお、本講座 は受講生 の希望 で平成 11年 3月
末まで延長 す ることにな りま した。
当館 としては、古文書 を読 める層の拡大 を図
り、市内 に点在 している古文書 の収集、解読 に
力をいれ、先人 が残 した文化遺産 の解明 に今後
とも努力 してい く考 えであります。

東大和市立郷土博物館
今年 の「 しし座流星群」はテレビや新聞でも
取 り上げられ、たいへ ん話題 にな りま した。
当博物館 のプラネ タリウムで も、11月 13日
(金 )か ら15日 (日 )の 3日 間、一 日一回だけ、
しし座流星群 についての解説 を行 う特別投影 を
実施 しま した。
やや過熱 ぎみの マスコ ミ報道 のためか、市民
の関心 も高 く、当 日は朝 か ら問い合 わせの電話
が鳴 り響 き、館内 は観覧希望者 で長蛇 の列 がで
きました。初 日の混雑 ぶ りに、急遠、整理券 を
配 る一幕 もありました。
投影 中は、こち らの解説 に うなず いた り、驚
いた り、い ろい ろな反応 がかえってきました。
投影 が終わってか らも多 くの質問 があり、関心
の高 いことがわか りま した。
解説 のためのスライ ド作成 など準備 に時間が
かか りま したが、実施 したかいが あったと感 じ

ています。
実際の しし座流星群 は予想 よりも流れ星 の数
街な
が少 なかったものの、
明るい流れ星 が 多く、
かで流れ星 をみ たという声 も多 く聞かれ ました。
これか らも、ホ ッ トな話題 に対応 していける
博物館 でありたいと思い ます。ちなみ に、 しし
座流星群 自体 は今年 だけでな く、毎年み られ る
現象です。
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羽村市郷土博物館
東京都農業試験場秋川庁合 は、かつては蚕糸
指導所 。蚕糸試験場 と呼 ばれ、養蚕 や製糸 に携
わる人 々か ら親 しまれてきましたが、昨年 3月 、
蚕糸業法・製糸業法の廃上 に伴 いその歴史 を開
じることにな りました。羽村市郷土博物館では、
東京都農業試験場 より、 この秋川庁舎 で使用 さ
れた り、展示 ・保管 されていた蚕糸業関連資料
約13∞ 点のご寄贈 をいただきました。 これ は、
平成 8年 に当館所蔵 の養蚕関係資料 が東京都 の
文化財指定 を受けたことなどが きっか けとな り、
閉庁 に際 してお話 をいただき、実現 しました。
資料 の内容 は、蚕糸関係 の教育普及用資料 と
してパ ネル・蚕生態模型 ・旧式 の座繰機 など民
具 。まゆや生糸のサ ンプル 、繭検定関係資料 と
して検定用自動繰糸機 ・糸長測定機 。セ リプ レ
ン検査標準板 ・粒数器、調査研究資料 として顕
微鏡 ・精密秤 。土壊検査機器 ・理化学実験器具、
飼育関連資料 として、金属製サ シダン・同 コ ノ
メ 。自動式 まゆ落 とし機 (ゲ バ取 りつ き)な ど、

を挙 げ ると、検定用 自動繰糸機 は全長2.8メ ー ト
ル・全幅 1.3メ ー トル・重量は 1ト ンを超 える機
械 で、ボイ ラー等 を接続すれ ば稼動可能 な状態
に分解復元 し (電 源 を入れれば空運転可能)、
移動 で きるようキャスター付 きのベー スに設置
した ものです。
これ ら資料 については、今後、整理 が終わ り
しだい三博協加盟各館 を中心 に、希望 され る館
への貸 し出 しも行ないたい と考 えてお ります。
都民 の財産 を、当館 で代理 してお預 か り したと
い う認識 で
お りますの
で、各館 に
おかれ まし
て も、ぜひ
ご活用 いた
だければ幸
いです。

新旧の蚕糸関連資料 が含 まれています。具体例
t苦
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江戸東京 たて もの園
当園では今年度新規 に 3棟 の建造物 が増 え、
その公開記念事業 を始め普及事業 も活発 に行 っ
ています。
筆者 は年 に 1度 の ささやかな特別展 の担当 と
な り準備 を進めています。 テ ーマは復元建造物
に関す ることか、多摩の歴史文化 に関す ること
か ら選ぶ ことになってい ます。 ささやかなと言
ったのは、江戸東京博物館 と比較 した話 です。
私 は以前、江戸博の企画展 を担当 しましたが、
余 りに規模が大 きく、広 い展示場 をうめる資料
集 めや分厚 い図録の製作 に四苦 八苦 し、細 かい
ところまで丁寧 にで きたか疑間が残 ります。
今回、予算 もテーマ も限定 されているなかで、
あまり取 り上げ られ ていない もので一般 の人の
興味 も引 く内容 をと考 え、知恵 を絞 りま した。
段 々と企画内容 が形 になって くるの を見 ると、
む しろ限定 されたことで無駄 を省き内容 を凝縮
で きたのではないか と思 っています。広報予算
も削減 されたので、早 くか ら動 き無償 のメデ ィ
囃
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ア を効果 的 に活用 してい ます。勿 論結 果 を見 な
い と何 とも言 えませ んが 。
テ ーマの 関係上 、資料 と情報 を集 め るため、
多摩地域 を歩 き回 りま した 。 三 博協 に属 す る各
館 をは じめ 、教育委 員会 や市 史編 纂室 な ど多 く
の 方 にお世話 にな って い ます。 そ の 地域 で は周
知 の ことで も、は じめて 知 った こと も多 くあ り
ま した 。 さらに、 各館 が地 域住民 と親密 な関係
を築 いてい るの に感服 しま した。 ただ 、行政 区

域で分断 されて しまっている現状 があ ります。
以前、新宿、品川、板橋、足立 4区 が協同で展
覧会を行い ました。多摩地域 をテーマ とした展
覧会を各館が協力 してできれば、素晴 らしい と
思います。
「多摩の女性の武家奉公」展は1999年 3月 16
日から 4月 25日 まで開催 します。多摩地域 の女
性が江戸城大奥や大名屋敷の奥に奉公 に行った
例 を取 り上げ、多摩 と江戸 との結びつ きを考え
ます。

武蔵村 山市立歴史民俗資料館

:

現在、武蔵村山市域 では東京都西部公園緑地
事務所 によ り野山北 。六道山公園の整備事業が
行われてい ます。その整備内容は湿地 の保全、
雑木林の萌芽更新、水田景観 の復元などであ り、
かつ ての「ヤマ」 の風景 の復活 が図 られて い ま
す。 この公園は最終的 には武蔵村山市 と瑞穂町
に またがる狭山丘陵一帯 の約 256ヘ クタールの
広大な面積 となる予定 です。
近年 まで狭山丘陵 の雑木林 はその放置 によ り
暗 く、人の入れない場所 と化 して しまい、丘陵
内 にある石仏などの文化財 の所在 がわか らない
状況 となってい ました。 い ったん、石仏 を探 し
に「ヤマ」 に入ると、手や足はす りきずだ らけ、
行けども行 けどもツゲや ヒサカキ、 くもの巣 だ
らけで した。
市内旧村 の各集落 の境界 や狭山丘陵 の村 々 を
つ な ぐ古道 がこの丘陵の 中にあ り、その周囲 に
は庚申塔、馬頭観音、小石祠、石灯籠など江戸
時代以降造 られた石造物 が多 く残 されていたの
です。雑木林 の放置 は景観 の面だけではな く、
文化財の所在確認 の面 で も大 きな問題 とな って
諄■,￨++熟 素睾 手￨:【 器 +:‖ ‐1澪 卜:ユ
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い ました。
それが、この公園整備 によ り明るい雑木林の
林床 が少 しづつ戻ってきました。そ して、放置
され、倒れていた石造物 も起 こされ、元の「ヤ
マ」の景観 も次第に復元 されてい きました。今
年度、当館 では、 5月 と 1月 に明るさの戻った
雑木林の中に残 る石造物をめぐり、それらの建
て られた「場」の確認や銘文の確認を行い、地
域 の歴史の学習の機会を提供 しました。

放置 され、倒 れてい た石造物も起 こされた。
(左 :愛 宕山常燈、右 :愛 宕大権現 )
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日野市ふるさと博物館
当館 では、市制施行35周 年 と土方歳 三の 130
回忌 を記念 して F日 野新選組展』 (平 成 10年 10
月〜12月 13日 )を 開催 し、全国か ら多数の新選
組 ファンが訪れま した。
これ まで小説や映画の イメー ジで語 られ るこ
とが多か った新選組です が、 「新選組 のふ るさ
と」 ともい える当市 には、新選組ゆか りの 史跡
や 日野宿の人々と新選組 の関係 を物語 る史料が
数多 く残 されています。
「豊玉」 というクト
号 を持 った土方歳三のタト
句
か らは、彼の感受性や性質 が見受けられ、 また
故郷 にあてた手紙 の文字 か らは、写真に残 され
た彼 の姿 に通 じる ものが感 じられ、まさに地元
な らではの史料を紹介 しました。
また近藤勇が、 日野宿問屋 である佐藤彦五郎
(日 野本郷名主兼帯 )を は じめ とす る故郷 多摩
の人 々にあてた手紙 は、京都政局の最新情報 を
もたらす役割 を果た したと共 に、新選組 に所縁
の ある多摩の豪農や富商 たちが、結成時 にお け

る資金援助 など、物心両面 でその活動 を支 えて
いたことを示す重要な史料 となってい ます。
日野では、明治維新のことを「御一新」 と言
わず に「瓦解」 (=徳 川幕府 の崩壊 )と 呼 んだ
と伝 えられてい ます。 このことは、新選組 を生
み出 した土地柄 である日野のみな らず、多摩地
域 の人 々の精神的風土 を考 えてい く上 での大変
重要なキ ー ワー ドになると考 えられ ます。
展示準備 を通 して、新選組 は幕末維新期 にお
ける多摩の地域史と蔦の ように絡 み合 い、実 は
地域史の宝庫 であるとい うことに気付 きました。
多摩地域 にはまだ多 くの関係史料 が残 されて
い ます が、それ らを関連付けてい くためには、
各館同士の連携 と情報提供 がとて も大切 である
と思 い ます。 また、このテーマの今 までにない
集客力の大 きさを考 えると、財政状況 が厳 しく
なってい る昨今、当館 にとって様 々な意味 で考
えさせ られ る企画展 とな りま した。
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来 る限 り要望 に応 える様 や りくりしてい る。 し
か し、参加者 たちは終わった途端家路 につ くの
で感想 を聞 く間 もない し、その後 どうなったか
も分 か り様 がない。妙 なフラス トレーシ ョンが
たまるの も無理 か らぬ ことだ。そんな折 、一 人
の学生 が学芸員志望 なので勉強 させて くれ とや
って来 た。問けば10数 年前 の宿泊体験学習 での
経験 が志望動機 となったとい う。当時蒔 いた種

当館 は、歴史、民俗 の常設展示 や美術展、観
察会、映画会 などを行 っているが、当館の活動
を最 も特徴 づ けているのは伝承 スタジオでの体
験学習 である。伝承 スタジオでの主催事業は伝
統行事 の再現や伝統料理、機織、染物 の各教室、
藁草履 や しめ縄 の講習会、小学 3年 生 を対象 と
した宿泊体験学習 などである。 どの事業 も人気
が高 く、募集人数 が30人 程度 とい うこともあり
抽選 もれやキャンセル待ちの方 が多い。
市民の関心 が高 いの は喜 ば しい ことで あるが、
参加者 が体験学習 を した後 その体験 がどのよう
に影響 したのかが大変気 になるところである。
いずれ も 1回 か ら数回の講座 であるか ら多 くを
期待す る方がいや ら しいか も しれないが、参加
者 が何 か一つで も心 に留 めて くれればと願わず
にい られない。 もっとも、機織教室 か らサ ーク
ルが生 まれた事例がある し、味噌作 り講習会 の
実施後、市内の陶器店 で保存用の甕 が多いに売
れ たこともある。主催事業 はまだ反応 が分か り
易 い。それ以外 に希望者 (団 体 )に は うどん作
りなどの体験学習 の場 を提供 し指導 も している
が、その場合 はどうか。実 は通常の業務外 の仕
事なので職員 にとっては大変 な負担 となるが出
、
,■ ￨■ ￨十 争薫お オ
「:そ お 十:卜 春常幸

が芽 を出 したわけだ。
体験学習 に限 らず展示 など全てにい えるが、
事業 の効果 についてはす ぐに結論 を出せ ないこ
と、人に何 を伝 えたいのか を意識する ことが重
要 であると改めて感 じた。
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福生市郷 土 資料室
今年度の展示 の 中か ら、特別展示 「武州下原
刀展」 を紹介 します。
武器 で ある刀剣が長 い歴史の 中で これほどま
でに大切に扱われた国は、 日本 をおいて他 に無
い と言われます。直接武器 として用 いない刀剣
を後世 に伝 え続 けた ことは、刀剣 に人 を魅 了す
る美 があ り、刀剣 の美 を理解す る日本人特有 の
美意識 によるところが大 きか ったので しょう。
今回の特別展 では室町時代 か ら江戸時代末期
に至 るまで、歴代 の下原刀工 が製作 した刀 ・槍
・薙刀 など七十余点 を展示 しました。下原鍛冶
は、室町時代 に武蔵国守護代 。大石氏 の庇護 を
受 け恩方村 (現 在の八王子市 )で 刀槍類 を製作
し、江戸時代 には恩方村 か ら横川村 ・慈根寺村
(現 在 の人王子市 )等 の他 、多摩各地 に散在 し、
刀槍 を製作 した刀工群 です。展示品で最古 の物
は天文年間 (1532〜 54)に 始祖 。周重 が製作 し
た十文字槍 です。最新の物 は文久年間 (1861〜
嘲 罐14

63)に 吉之

(乞 田― 現在 の 多摩市― に住む宮川
一
鍛冶 門)が 製作 した刀です。いずれ も歴代 の
下原刀工が渾身の力 を込めて鍛 えた一品です。
郷土刀 ・下原刀 は時代 を超 えて、鑑賞す る人
に 日本刀の美 と日本人の美意識 について教 えて
くれる貴重 な美術資料 であり、また多摩地方 を
代表す る郷土 の文化財であ り、貴重な歴史資料
とい えるで しょう。

府 中市郷土の森博物館
19号 で紹介 したように、新たに常設展示室で
の小 さな展示会一 ミニ展― を始め た。資料収集
と調査研究 の成果 を公 に して、常に新 しい情報
を提供 す る、と言 えば聞 こえは良 いが、観覧者
数減少 の対応策で もある。 とはいえ予算 はな く、
頼 りはパ ソコンだけ。解説パ ネルは もちろん 自
前。A3二 つ折 りの解説 シー トも館内印刷 である。
この ミニ展、昨年 8月 か ら今年 11月 までに 8
回 を数 えた。結構、ハ イペースで ある。とい う
より、やや 自転車操業気味 か も しれない。
しか し、ふだん膨大 な展示資料 の 中で 日立 た
なかった り、常設展示 の趣意 にそ ぐわ ないため
収蔵庫 に眠 り続 けてい る資料 が陽 の 目を見 る機
会 に もなる。一つの資料 が持つ情報 を最大限に
活 かす こともできる。 い ろんな意味で資料の有
効活用 につなが る。
展示回数 の増加 は、見易 く、美 しく、いかに
的確 に情報 を伝 えられたか、とい う展示技術 の
向上 を図るためにも有効なはず だ。
そ してなにより、それによって市民 のニーズ
を知 ることもで きる。数多 く提供 した情報の う
ち、何 に市民 は反応 して くれ るのか。
今年 の夏 か ら秋 にか けては、最近市内で大量

に出土 した中世 の銭 を取 り上 げる展示 を した。
予想以上 に観覧者 が多か ったばか りでな く、観
覧者 に説明 をす ると、一方通行でなく、会話が
成 り立つ ことが多 いのに驚 いた。最新資料 で、
発掘時 か らマスコ ミで取 り上 げられていたため
で もあろうが、銭 に対する興味 の深 さを感 じた。
市内の武蔵国府関連遺跡 では、和同開弥 をは
じめとす る古代銭貨 の 出土 も少な くない。武蔵
国での和銅産出の直後 に和同開称 が鋳造 されて
い ることも思い出 され る。近 い将来、和同開珠
を中心 とした古代 の銭貨 をテ ーマに特別展 を企
画 してみたい、 と思ってい る。案外、 2匹 目の
ドジ ョウはいないか も しれないが。

立川市歴史民俗資料館
当館で は、教育普及活動 の一環 として、『立
川 の生活誌 』を刊行 しています。 これは、立川
で生れ育 った人 (古 老 )を 対象 に行 った聞 き取
り調査 の内容 をもとに、本 にまとめた ものです。
そこには、自らの体験 に基 づいた様 々な話 しが
語 られてお り、その当時 の生活の様子 を垣間見
ることがで きます。
聞 き取 り調査 その ものは、平成 3年 度 か ら続
けて きてお り、その結果 として、平成 7年 度 に
第 1集 を刊行 しました。以来、毎年 1冊 ずつの
ペースで刊行 し、平成 9年 度 までに第 3集 を刊
行 しています。
平成 10年 度 は、それぞれ生 き方のちが う二人
の女性 をとりあげ、第 4集 として刊行 します。

博物館の活動は、どうしても「もの」が語る
情報だけに眼が向けられがちですが、これから
も、「もの」だけにとらわれずに、活動の幅を
広げてゆけたらと考えています。
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実情 なのです。
そ こで提案 なのですが、 この三 多摩公立博
物館協議会 で、共通資料 による比較展示 など

は出来 ない もので しょうか。調査項 目を立 てて
情報 を持 ちより、所蔵資料 を一 同 に展示す る巡
回展 のよ うなもの を。 このよ うな企画 がで きた
な らば、意味付 けを待 つ 資料 たちに、本当の意
味 での資料整理 を してい くことが、で きるので
はないかと思 うのです。
ちなみ に、当館 の来年度資料展示 は春 に麦わ
ら細工および井戸関係、秋 に郵便局 について開
催す る予定です。資料 を読み取 るため、お聞 き
す ることもあるかと思 い ますが、その ときはご
協力下 さい ます よう、お願 い申 し上げます。
１２３４５６７８９Юｎ２３
１■５ｒｒ

長 い間 に蓄積 されてきた資料たちに、どの よ
うな意味付 けを してい くのか。それ は博物館施
設 に従事す る職 員 として、重要 な職務であると
思 っています。
たとえば 、唐箕。一台一台 よくみると、少 し
ずつ形 の異 なってい ることに気付 きます。左 に
示ず ように、そもそ もの形状 の差、使用 してい
く中で手 を加 えて い った痕跡 のある ものな ど、
さまざまです。 しか し、形 の異 なることはわか
って も、そ こに どの ような意味 があるのかを探
ってい くには、比較材料 がない と出来 ません。
唐箕 に関 しては、小坂広志氏 や近藤雅樹氏
等 の研究や、平成 3年 に町田市立博物館で開
催 された 「多摩 の民具―江戸時代 の農具―」
展等 で、 多 くの資料 が紹介 されて きました。
ですので、一地域 の博物館資料 のどの部分 に
着 目 して資料 を比較 していった らいいのか、
読 み取 る手立 て としてい くことが出来 ます。
しか し、 このような資料 ばか りではないのが、
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東京都三 多摩 公立博物館協議会報 ミュージアム多摩 は今号 で20号 とな り、一つの節 日であると思 い
ます。そ こで今回 は以前 か らテーマ として取 り上げ られてい る博物館 の連携 について 、もう一度考 え
てみ ることとしました。昨年、新宿区立新宿歴史博物館 ・板橋区立郷土博物館 ・北区飛鳥山博物館 ・
豊島区立郷土資料館 では 4館 合同企画 「 トラム (路 面電車)と メ トロ (地 下鉄)」 が開催 され ました。
この合同企画 についての内容や問題点、そ して今後 の課題 について 、新宿区立新宿歴史博物館 の学芸
員である奥原哲志氏 に原稿 の執筆 を依頼 しました。
多摩地方 は 自然 に恵 まれ、歴 史も古 く、 また文化財 も豊富 です。川 や街道などといった連携 の可能
な大 きなテ ーマ も数 多く存在す るで しょう。今後 この ような企画が三博協会員館 で も行われ、各館 の
活性化 につ なげて行 ければと思 い ます。それ にはこれ まで以上 に情報交換 や連携 といった協力 ・交流
を必要 として い くので しょう。
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