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は　じ　め　に

当博物館は常緑の松林の中にその白亜の姿を調和させていま

す。これは、本県が特に自然の恩恵に浴していることの一つの

象徴だと思います。現在、自然と文化との調和を如何にして図

ってゆくがということは、今日的課題といれざるをえません。

この点からも、当館は本県の人文、自然両分野にわたる諸資料

を収集、公開し、広く県民の学習の場となり得るよう努力し、

また、文化財保護の精神を滝養することに役立て、文化の発展

に寄与することにおいて、この課題にこたえてまいりました。

当館は昭和51年5月、総合博物館として開館し以来7年を経

過いたしました。去る5月を以て80万人の入館者を記録するこ

とができました。このことは言うまでもなく、県民各位の当館

に示す関心度の高さを示すものであって、私ども館運営に携わ

る者としましては、まことに心強く、意を張くするものであり

ます。

さて、今日生涯教育の必要性が強調され、それには種々学習

の機会を提供する必要性が説かれています。当博物館におきま

しても、社会教育の場としての役割りを果たすことのできる施

設として、極力内容充実に努めてまいりました。

昭和57年度におきましては、特別展、資料紹介展、移動展、

調査研究、講演会、各種の教室等の教育普及事業など、25の事

業を実施してまいりました。いずれも、各方面からのご援助を

得て、成功裡に所期の目的を達することができました。

今年度は、まず春の特別展「岐阜県の考古遺物」をテーマに

県内における過去十年間にわたる発掘調査の成果を展示しまし

た。極めて盛況のうちに幕を閉じることができましたこと、各

位のご援助のたまものと感謝いたしております。夏には「長良

川」、秋には「郷土の生んだ先覚者」の特別展を企画しておりま

す。

私どもは、絶えず博物館人としての使命を自覚し、調査研究

はもとより県内に埋れている文化財の発掘、展示活動、各種講

演会、教室等を開催することによって、教育普及事業を一層推

し進めてまいりたいと考えています。

岐阜県博物館報第6号の発刊を機に、各位のご指導とご鞭樋

をお願いいたします。

昭和58年7月1日

岐阜県博物館長

吉　本　幹　彦
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I　昭和58年度　管理運営概要

（2）職　　　員 昭和58年4月1日現在

職　　　　　名 倩�����������kﾂ�職　　　　　名 倩�����������kﾂ�

館　　　　　　　　　　長 亳x����gｸ����ｫ(����Tb�○学　芸　部、 ��ﾈ����ﾞ�����zx����Wb�

参　　事（兼）次　　長 �Imｩ[iWb��ﾉ�ｨｶ���学　　芸　　部　　長 

○総　務　課 剋蜚C学芸主事（兼）人文係長 俛�����gｸ����?ｨ�����Jﾒ�

主　　幹（兼）総務課長 刳w芸主事 II 教育主事 �������nﾈ����H�����Eb�

主任主査（兼）庶務係長 �(h�����ｨ����������=R�兢�����nﾈ����楮����Wb�

主　　事 II 技　　師 兀�����YH�����x��������;�����鉙�����8����ﾄ��

早　　川　　つ　　な 乂x����ﾇﾈ����皦����饕�小　　川　　和　　英 

林　　　　　作　　男 偃YD8ｧxﾇﾈ皦馼�佶8�ｨ齷�(ﾅy+r�富　　田　　保　　男 

管　　理　　係　　長 亳x����ﾋH����W�����Tb�学芸主事 II II 学芸嘱託員 乂ﾘ����ﾋH����dh����u��

主　　　　　　　　　　事 佩8����:�����ﾔｸ�������們H����68����覃����饕�

業務嘱託 I／ 〝 II II II �+y$､末佝(�����-8��m����ﾈ�����傅ﾉnﾉm���蓼����ｷｸ��nﾈ���ﾈ��nr�

酒　　井　　真由　美 仆8��支��X���ｷ���ﾅx��+r�中　　島　　良　　太 

各　　務　　章　　子 乂x����ﾇﾈ����皦����饕�平　　井　　昭　　彦 

成　瀬　清　美 鈴　木　智　子 乂x��ﾇﾈ���ｨ���X��蹴�中　　島　　鉦　　次 
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（3）博物館協議委員（アイウ工オ順）

◎印……会長　　○印…・・・副会長

昭和58年6月1日現在

氏　　　　　名 偖ｨ������������������現　　　　　　　　職 

奥　　村　　　　　保 弍)Xﾈ�8��Eｹ59d9*ﾃ��ﾃ�r�岐阜県公民館連合会長 

片　　桐　　　　　孝 弍)Xﾈ�9>ﾉ��*ﾃX�ﾃ8������������ｯ)Xﾈﾊx鍼zy(hｧxﾘ)9乂xﾕｨｺh檠+r�

坂　　倉　　又　　吉 ��8x�9'ﾉT�*ﾃ#s32�千代菊㈱取締役社長 

住　　　　　積二郎 弍)Xﾈ�9+y|yY��#S2�岐阜県中学校長会長 

玉　　田　　華　　人 弍)Xﾈ�96��ｩ*ﾉ(h離S祷�ﾃ���岐阜日日新聞社専務取締役 

○土　　屋　　　　　斉 ��X･�8ﾗ)Oi*ﾃ��sr�㈱大垣共立銀行取締役頭取 

成　　瀬　　文　　平 弍)Xﾈ�9+y|s#C3X�ﾃ�2�岐阜県小学校長会長 

野　　村　　忠　　夫 ���(�8岔,9*ﾉ8ﾈﾙ�Wｳ3B�岐阜大学教育学部教授 

◎林　　　　　金　　雄 丿Yk�ﾋI>ﾈｻﾘ��捧�ﾙ*ﾃ3r�大垣女子短期大学教授 

村　　井　　　　　実 弍)Xﾈ�9?ｨﾏY*ﾃ8�ﾃ(������������ｯ)Xﾈﾊxﾘ)9乂xﾕｩ+xｺh檠+r�

2．予　　算
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当初予算額（単位千円）

区分 �����������D苹N2�>�o2�傴ｩ��SiD�7��昭和57年度 傴ｩ����S吋�7��

歳 俛���ﾌ���辷�����ｾ��涛���500 ����3�#2�
博　物　館　使　用　料 �11，567 祷�3�唐�

入 傚H�����������������?ﾂ��#s��281　　　　　　　　　281 

合　　　　　　　　　計 �12，745 祷�3都����������������33�B�

歳 出 僣隰r�運　　営　　費 �#X�3c�"�24，725 �#h�3sCR�

理 物運 営 倡ｹ�ﾘｬyyﾙN��H饂渥仄h檍�ﾂ�87，695 塔��3cc(���������������3�c��

260 �#c���������������������#ィ�

館費　　　計 �113，567 ���X�3cCx������������x�3�途�

常　設　展　示　費 �16，279 ��X�3#s����������������3s#��

博 �<���¥ｨ��5x��麌��N��6，500 塗�3S����������������h�3S���

詔　資料収集管理費 �1，300 ���33����������������33���

藁　教育普及活動費 �2，300 26，379 �(�33���2，300 

費 �+(��ﾛ���ﾊH��ｸh��N��田��������������������c���

計 剴#X�3都�������������3��3C#��

合　　　　　計 �139，946 ��3��3c#h�����������3x�3S#b�



3．事業計画

展　示　活　動

期　　　間 偃X����,�����5x����麌����>�����vR�

常　　　設　　　展 �1階自然展示室は郷土の自然、2階人文展示室は郷土のあゆみと 美術工芸をテーマとして展示。自然スタディーコーナーは月別、 
刀剣コーナーは隼4回展示替え 

（特別展）岐阜県の考古遣物 滴��#(�ﾃX��#��原始から中世にいたる考古遺物を通してみた郷土の歴史を紹介 

（Il）長　　　良　　　川 度�����ﾃ��紕�「流域の自然をたずねて」をサブテーマに、動物・植物・地学の分 野から実物資料や生態写真などで紹介 

（l′　）郷土の生んだ先覚者 ����繆�ﾃ����#2�新しい時代を築きあげていった郷土の生んだ先人たちの業績を紹介 

移　　　　　　動　　　　　　展 嶋��(�ﾃ����R�土岐市立文化会館 綿ﾊy>�,�-ﾘ.x.ｨ.���Z�.(-�?ｹ:饂�/���咥+YwIUr�冏ｸ.(,ﾘ*ﾙ�ｹUygｸ,X��樞�
8／18－8／31 ��(鯖*ﾉzy[h嶌檍ｭ��

（資料紹介展）　〈　らしと文化 ��(���X�ﾃ���#��生活の中に生み出された民具などを通して文化の流れを紹介 

（資料紳介展）植物のルーツをさぐる �(�����ﾃH�繧�日本と北アメi）力の植物を通して分布のふしぎさを紹介 

教育普及活動

事　業　名 弍ｨ������?｢�対　　　象 �.���蹴�内　　　　　　　　　　　容 

講　　　演　　　会 店�繹������������������L｢������ﾂ�「縄文人の生活」　　　　〈信尖警護竺氏 8／7　　　　　　　　　般 �100人 ��Y+y|t末ﾈ,ﾈ4�8h�h�������弍(�9�ｸﾇ逢ﾘ���

10／23 儉｢�100人 ��Y�h+X*(鳬�8/�'ｨ*(+ﾙ�ﾈ���h�����&ﾉ>hﾗ)����

人　　文　　教　　室 店��#"�中学生以上 　　　般 涛��ﾂ�「人骨は語る」　　　（京大霊室智竃響萱） 

自　　然　　教　　室 塗��#b�中学生以上 　　　般 塔��ﾂ�「化石が語る郷土のおいたち」（名宝苧学暫氏 7／10 �(hｧy�h決�2�������L｢�80人 ��Xｯ)Xﾈﾊx,ﾉ+��Ynﾉ+豫��,ﾈ+ﾘ,ﾈ+X-ﾘ�h�冢ﾉ+�,ﾉJ(ｦ��

8／28 �(hｧy�h決�2�������ﾍ"�80人 ��Y�厭�,ﾈ-�*ﾘ����-ﾘ,h*�+ﾘ+X+ﾘ+��h�弍)XxﾗXﾇ����｢�

刀　　剣　　教　　室 塗�綛�S����#��中学生以上 　　　般 �3��ﾂ�「刀と人生・刀の手入れ」（岐阜腫要諦誰雑粉 

岐阜県の歴史教室 店���X�Sx��#B�中学生以上 �3��ﾂ�藩のしくみ・村のしくみ・農民騒動・水と農村な 9／25・11／27 儉｢��,x/�6X�ｸ7ﾘ,h+X,H��ﾌ9[h��/�<x-ﾙ��讓/�+8*�.��

親　子　考　古　教　室 店��#��親　と、子 中・中′学生 �3��ﾂ�不破の関の発掘をさぐる 

8／14・8／21 ��X��,h�����6ﾘ6x�Y(hｧy�b�30人 ��*�+�+Xｮﾘ/�,(*ﾘ.ｸ*B�

自　然　観　察　教　室 滴��#H�S���纈�親　と「予 ノト・中学生 �8����ﾂ�百年公園の植物しらべ 

6／12・11／13 ��X��,h�����6ﾘ6x�Y(hｧy�b�30人 儷9D靠h��,ﾈﾚ�(�+X.x7��

9／11 傅ﾈ�Y(hｧy�b�30人 �'ﾈﾝxﾔ���������������'ﾉ¥��y[iu倩��｢�

手　づ　く　り　教　室 ��(�紿������抦�Y(h��ｧy�f���3��ﾂ�版画あそび 

12／18 傅ﾈ�Y(h��ｧy�b�30人 �+X-�,�.ｨ,8*ﾘ��.������������������������Ynﾉ�ﾘｷh���｢�

人　文　移　動　教　室 ������b�般 �(��9�ﾂ�先覚者のふるさとを訪充て（西濃方面） 

自　然　移動教室 ����綯�ノ」、・中学生 　　　般 �#9�ﾂ�飛騨Iii流域の自然を訪ねて（地質めぐり） 

夏休み研究相談室 度��#h�ﾃx��3��小・中学生 ��ﾂ�夏イ木みの研究やその整理のしかたについて相談を 
8／25－8／28 劍*H*�.��

自然サンデー教室 滴���x�SX���X�Sh�����Sx���r����#��S������S����3��S����#���?ﾈｭ倆"�自然展示室のコーナーの解説 

自　然　観　察　会 度��#8�ﾃx��#Iyｨ�Xv�ｧ~���滴����ﾂ�蛭ヶ野の自然観察（野鳥・昆虫・植物） 

日　曜　映　画　会 滴��#H�ﾃX��#���?ﾈｭ倆"��S��ﾂ�「ぼくたちの古代発見」「日本の古墳」16mm 7／24－9／4 劍�Y+y|y�ﾈ,ﾈ齷�(/�+ﾘ+�,ｸ,H�h5�8�486��

10／9－11／20 劍�Y�h+X*(鳬�8/�'ｨ*(+ﾙ�ﾈ���h5�8�486��
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II　昭和57年度

1．あゆみと日誌抄

開館7年目、吉本県企画部長を4代目の館長

に迎え、新たな決意のもとに充実発展を期した

年であった。この一年の間に、県では岐阜県美

術館がオープン（57・11・3）、また近隣では

愛知県犬山市と岐阜県可児市にまたがる広大な

丘陵地に民間資本で、野外世界民族博物館「リ

トルワールド」がオープンした。（58・3・18）

また、県内では関ヶ原歴史民俗資料館、不破関

資料館（57・9・16）をはじめ、大垣市歴史民

俗資料館（57・10・5）、蛭川村郷土資料（11
・3）などが続々と開館。58年3月、日本博物

館協会発行の「わが国の博物館の現状」による

と、博物館の設置状況は昭和55年度で全国第3

位（1位北海道、2位東京）に位置されており

人口10万当りの施設数では、他府県をはるかに

抜いて全国1位の座を示めている。当県博とし

ては県内唯一の総合博物館として一層の充実発

展を期し、中央博物館としての機能を十分発揮

するよう努力しなければならない。

57年度は入館者数94，014人と前年度をやや下

まわり、年間10万人の目標に達しなかったのは

残念であった。県美術館オープンの影響も多少

感じられるが、一層のPRが必要であろう。

4月25日には開館以来の入館者70万人を記録し

た。なお、団体入館者（40，243人）の40％（16

，293人）が愛知県を主とした県外の団体であり、

県外への積極的なPRも必要であろう。

特別展は春に「高賀山の信仰」、夏に「ふる

さとの植物」、秋に「東洋の貨幣」の三本立。

詳細は後述されるが、春、秋ともに入館者は2

万人を越し、ことに秋の「東洋の貨幣展」は、

27日という短期間にもかかわらず入館者は2万

1千人を越え、1日平均777人という過去最高

を記録したことは、搬入・搬出・監視など多く

の苦労が伴なっただけに大きな喜びであった。

上松知事も興味ふかげに観覧した。

資料紹介展は、「梁川星巌」と「古生代の化

石」。星巌の気概に触れ、自然界の神秘に瞳を

こらす姿が見られ、いずれもやりがいのあった
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紹介展であった。

なお、美濃陶芸協会、中日新聞社主催の「美

濃陶芸展」は58年度から美術館に移り最後の開

催になったが、本県陶芸作家の意欲的な息吹を

感じ、好評であった。（6月）

1階ロビーのスタディコーナー（自然）は好

評のため継続展示、54年から開設の視覚障害者

コーナーもユニークな展示としてさらに充実を

はかり、親しまれている。

教育普及活動では、特別展関連の「講演会」

のほか、「自然教室」「人文教室」「移動教室」
「体験学習会」などを引き続き開催した。こと

に、「奥美濃の高賀山六社めぐり」（人文）白

川村大窪の民宿に泊りこんで行った野鳥・植物

などの「自然観察教室」は、企画の発表ととも

に申込み殺到という状況で、現地での体験的学

習のニーズの強さをあらためて知らされた。

その他、当館学芸員の指導による「自然観察

教室」「子ども考古教室」「夏休み学習相談」
「岐阜県の歴史教室」「自然サンデー教室」な

どを新設、活発な普及活動を展開した。

移動展は、高山市と大垣市で「ほ乳動物と帰

化植物展」。いずれも好評で、さらに県博らし

い充実した移動展を志向する必要があろう。

なお、かねての懸案だった県博の協力会「県

博フレンドの会」を8月に発足した。人数を制

限した発足だが、さらに強力な組織となるよう

推進したいと思う。

昭和57年度から新しく発足した事業として調

査研究事業がある。博物館の諸活動の基礎は調

査研究にあり、その実現は長年の懸案だけに喜

ばしい。初年度は、「濃飛諸藩の藩主関係資料

の実熊調査研究」（人文）、「飛騨川上流域の

自然調査」（自然）に取りくんだが、その実績

は年度末発行の「岐阜県博物館調査研究報告書」

第4号で発表した。

なお、本年度の実物購入は刀剣「直江志津」
一振、複製では増長天立像（岐阜市浦法寺）と

高山植物、特殊植物8点を製作した。また、闇

市の桑山隆氏（刀匠名「兼高」）から精魂込め



て作刀した新刀の寄贈を受けた。年度末には、

面目一新した当館概要書第3刷目を発行。

日　　誌　　抄

4・1　人事異動

転出　主任主査兼庶務係長　　村地　昭義

主任学芸主事兼自然係長　山田　康夫

教育普及係長　　　　　鈴木正太郎

学芸主事　　　　　　　　二村　　智

教育主事　　　　　　　　佐野　正降

主　　事　　　　　　　古田　信彦

転入　館　　長　　　　　　　吉本　幹彦

主什主査兼庶務管理係長　中村　　惇

主任学芸主事兼自然係長　富田　保男

教育普及係長　　　　　中島　良太

学芸主事　　　　　　　　早野　博之

′′　　　　　　　　　平井　昭彦

新任　主　事　　　　　　　　　山下　弘子

業務嘱託員　　　　　　各務　章子

′′　　　　　　　　　成瀬　清美

4・1「博物館だより」第17号発行

11駐日オーストラリア大使ジェームス・

プリムゾル卿、一等書記官ドナルド・

ドビンソン氏等一行来館

18　自然サンデー教室

23　特別展「高賀山の信仰」開幕（5月31

日まで）

25　入館者70万人目　記念品贈呈

29　自然観察教室「百年公園の植物しらべ」

5・2　人文移動教室「奥美濃の高賀山六社め

ぐり」

7　岐阜県博物館協会総会

9　講演会「高賀山の信仰」

岐阜県博物館協会第1回セミナー（於

当館）

12　東海六県副出納長会議一一行来館

16　第1回歴史教室

自然サンデー教室

20　市町村文化財担当者管理講習会（於当

館）

30　自然教室「陸員の生活」

6・2　オーストラリア親善交流使節団一行釆

館

6・10　「美濃陶芸展」開幕（20日まで）

13　自然サンデー教室

16　東海三県出納長会議一行来館

18　博物館協議会

27　自然教室「みずなみの海」

7・1「博物館だより」第18号発行

「岐阜県博物館報」第5号発行

4　自然観察教室「百年公園の昆虫」

8　ブラジル研修生一行来館

愛知県副知事・企画部長来館

15　国立歴史民俗博物館展示課長来館

16　徳島県議会農林委員会委員一行来館

18　第2回「歴史教室」

20　特別展「ふるさとの植物」開幕（9月

5日まで）

25　自然サンデー教室

27　夏休み学習相談会（29日まで）

28　大分県議会文教委員会委員一行来館

8・1　自然観察会（於自）帰す大窪）

2　博物館実習生l名（12日まで）

3　中部管区行政監察局長来館

5　第1回子ども考古教室

8　講演会「ふるさとの植物」

博物館フレンドの会発会

（入館70万人目）
一、－韮睡＼ノ詰＼ 

∴ 畿 傅��　　様1 日嗣識語 ヽ： 　　　　∴ 

謄緩撃∵緩、畿「㌻㌣宣1 
隠畿＼黒　　聞： 

鴇聞、、i／畿∴準∴∵ 
（オーストラリア大使来館）
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8・12　第2回子ども考古教室

13　文部省職業教育課長来館

15　自然サンデー教室

18　移動展高山会場開幕（於高山市立図書

館、24日まで）

19　第3回子ども考古教室

22　体験学習会「竹細工つくり」

25　夏休み学習相談（26日まで）

9・1「博物館だより」第19号発行

9　移動展大垣会場開幕（大垣市文化会館

17日まで）

17　川崎市博物館建設調査委貞一行来館

19　第3回歴史教室

自然サンデー教室

10・1　特別展「東洋の貨幣」開幕（31日まで）

3　自然サンデー教室

4　岐阜・愛知・三重3県博物館協会交流

研究会（於当館）

11講演会「貨幣の歴史」

16　上松知事特別展観覧

（上松知事来館）

17　自然観察教室「百年公園の昆虫」

21刀剣評価委員会（県庁）

26　東海財務局長、全国過疎地域振興連盟

事務局長等来館

31人文教室「美濃の諸藩と藩札」

米国コロラド州ポルダー学区教育長夫

妻等来館

11・2　岐阜県美術館開館

7　自然教室「岐阜県の天然記念物」

12　山形県天童市長一行来館

14　自然移動教室「地質めぐり」

－8－

第4回歴史教室

11・21自然観察教室「百年公園の植物」

28　自然サンデー教室

12・9　大阪府都市計画協議会委員一行来館

16　資料紹介展「染Iii星巌」開幕（1月30

日まで」

19　体験学習会「しめなれづくり」

58年

l・26　総合防火訓練

2・9　東京国立文化財研究所化学研究室長・

東京国立博物館東洋課専門研究員来館

11資料紹介展「古生代の化石」開幕（4

月3日まで）

16　博物館協議会

24　博物館・美術館・図書館・歴史資料館

四館連絡会議（於当館）

3・1　岐阜県博物館概要書第3版発行

6　博物館フレンドの会

16　文化庁記念物課花井調査官来館

17　東海財務局長、岐阜財務局長

岐阜裁判所長来館

「、；＼畿 ����������������「∴ 

築＼薪 ∴∴ 羨／＼ ∴∴ �����h������������ﾉﾂ�2�Jﾂ�ｴR�

（刀剣受納式）

30　刀剣受納式（関市桑山　隆氏寄贈）

31「岐阜県博物館調査研究報告書」第4

号発行

退職

次　　　長　　小野　治道

主　　　事　　山下　弘子

学芸嘱託員　　国光　澄夫

業務嘱託員　　谷口真由美



2．入館状況

今年度は、年間300日の開館日数を数え入館

者総数は94，014人であり、1日平均の入館者は

313名であった。

また、月別の入館状況をみると、春期の4月

と5月、秋期の10月と11月の4か月で全体の約

60％を占めているのに気付く。

なお、1日の入館者が最も多い日は、例年の

ごとく5月の連休中であり5月5日に2，388人

の入館者数を記録している。

開館以来、毎年ほぼ10万人のペースで積み重

（1）博物館入館者数

ねられてきている入館者数であるが、4月25日

に70万人目の入館者を迎えている。

団体入館者についてみてみると、433団体、

40，243人で総入館者数の約43％にあたり、昨年

に比較すると7％の増である。これを県内外別

にみると県内が311団体、23，950人で全体の60

％、県外では愛知県が約39％と群を抜いている。

特別展の入館状況については、通算開催日数

は101日で53，159名であり、1日平均526人で

あった。春夏秋と3回開催した特別展のうち、

秋の「東洋の貨幣」展は、今年度の各特別展の

うち最高の21，004人の入館者をみている。

月　別 傅ﾉ(i�h��ﾘ)�Y�fﾈ耳��Lｨ����ﾇb�劍､ｨｭ�?ｩ�C��?ｩ[ﾘｼ��

4　月i �8�3�#��ﾂ�1，166人〉　4，016人 �8，210人 �#X��?｢�328　人 

5　月 店�3��2�4，310 度�3�cr�17，390 �#h��x��cc��

6　月 ���3鉄R�554 �8�3�3��6，440 �(��b�2　4　7 

7　月 �(�33�8������������#S���(�3S祷��������X�3�c2��(��r�191　－ 

8　月 �8�3�C��397 滴�33Cb�7，791 �(��b�299 

9　月 �(�33澱�133 �(�3鼎"�5，471 �(��B�！227 

10　月 ��H�3�#r�944 塗�3�32�21，004 �(��r�77　7 

11　月 度�3�C��274 �8�3����11，223 �(��2�48　7 

12　月 �#3R�59 ���3����1，413 �(��2�61 

1　月 田Sr�89 ���3c#��2，374 �(��2�10　3 

2　月 鉄sB�132 ���3s#��2，426 �(��2�105 

3　月 �(�33�2�193 �(�3S#2�5，109 �(��r�189 

合　計 鼎8�3Sモ�8，502 鼎��3�#B�94，014 �8�����313 

（2）特別展期間中の入館者数

特　別　展　名 弍ｨ������������ｭB�小中生 俘)�Y�b�一　般 佗b�

高　賀　山　の　信　仰 鉄x�CH�C#8�ﾃSx�CX�C3��7，244人 滴�3cCy�ﾂ�8，549人 �#��3CC��ﾂ�

ふ　る　さ　と　の　植　物 鉄x�Cx�C#��ﾃSx�C��CR�4，787 田�R�6，313 ����3s�R�

東　洋　の　貨　幣 鉄x�C���C��ﾃSx�C���C3��14，027 涛CB�6，033 �#��3��B�

合　　　　　　　　　　計 �26，058 塗�3#�b�20，895 鉄8�3�S��

－9－



III　昭和57年度　事　業　概　要

1．常　　設　　展

（1）刀剣コーナー

第　　一　　期 ��h����?�����ｯ｢�第　　三　　期 ��h����貶����ｼb�

刀　無銘直江志津 �8���k9l�6�ﾛb�太刀　銘長谷部国信 �8���k9l�躡,2�

方　錐濃州赤坂住兼元 �8���l���eｹ?ﾉ;俥ﾂ�力　金象諏銘国信 ��I8���k9l�+ﾈﾕﾘ躡,2�

刀　銘兼基 �8���l�OY����+y�Hﾋ��本阿弥（花押） �%ｩ8���l�ﾉ9+ﾂ�

刀　／銘兼走 兌ｨ����u9�hﾞﾂ�矯刀　銘和泉守兼走 �8���l�6��ﾉ�Hﾞ(�ﾉ8ﾋ2�

寓刀　銘渡川関住兼房 �5i�8賈D飩ｩ?ｩm｢�短刀　銘兼営 ��H��l�ﾉ8ﾋ2�

刀　銘兼見 �8���l�棠�ﾈ�ﾉ8���脇指　銘兼房作 ���8���l�ﾉ8ﾏR�

刀　銘兼光 �8���l�OY(h菇:�ﾋI�I���刀　銘備州長船勝光 ���8���l�Fy[ﾘﾗ8���

脇指　銘備中水田住田重 �yOﾉEｨｭhﾞﾉEb�永正十年八日目 仞��ｸﾊ9l�ｿY6隍8���

脇指　銘伯嘗守藤原信孝 �8���l�ｮ(ﾉ韋��ﾒ�仝加藤主計守清正 

力銘伯香寺藤原汎隆 刀銘月山貞吉造之 嘉永三年二月日 �%ｩ8���l�+y;��槍銘九州肥後国向田 貫信賀作 大正十九年八月日 

2．貸ギャラリー

（1）第9回美濃陶芸展

会期　6月10日休）～6月20日（口）

主催　美濃陶芸協会・中日新聞社

∴ 估b�ま 假��

∴∴∴ 

）＼ ������ﾈ�X�h����h�����h�h����������ｨ������ｨ爾���ｸ�������

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（ 

○○r∴∴ 刪ﾖSSSSSSSSSSSSS熟 繭／＼＼／／〉／←へ／ 

美濃焼の集大成的内容の第9回美濃陶芸展を

共催で行った。この美濃陶芸は、遠く桃山時代

から受け継がれ、日本人の心に生きており、国

内はもとより海外からも注目されている。また、

この展示によって、美濃地方の作家とその作品

の現状を紹介しており、美濃陶芸界が伝統を生

－10－
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：∴ ∴∴ ���� 

：？」臆StiSSm 凵_　　ヾ ��

聞考、＼＼、－　　ゝ �� 俘hu������������

：∴∴∴ （14e �����ﾄ����尸MX�8尨���������ｸ�(�ｨ�ｨ�ｩ?ｨ�ﾈ�ﾂ���������� 偖ﾂ�vH���＼、、／ 

かした新しい創造に向って前進している姿をよ

みとることができた。出品作品としては、人間

国宝・荒Iii豊蔵氏の作品など、同協会に所属す

る作家78人が丹精した作品80点近くを展示した。

陶芸愛好家達は、各作品に目を奪われて〈い

入るように観賞していた。

賛助出品「九谷意石庭之図平鉢」荒Iii豊蔵

（国重要無形文化財）「赤地金欄手業文水指」故

加藤幸兵衛



3　移動展

（、翻騒腰間詞書際 　∴ ））※ ／le ��＼＼〉（＄ ����Y4ﾒ����騒欝 刹f隠擁 
認識的回国較 

弱酸 

：∴∴書 ���ﾒ������ﾂ���鵡 

（高山展示会場）

岐阜県博物館の収蔵資料を紹介し、郷土の文

化への関心を高めてもらうために、高山市、大

垣市で「県内に生息するほ乳動物」や「身近な

ものになった帰化植物」の標本・資料・調香研

究の成果を紹介し、ほ乳動物や帰化植物につい

ての基礎知識の普及をはかることを目的として

移動展を実施した。

高山移動展

会期　　昭和57年8月18日～24日

会場　　高山市立図書館（視聴覚室）

入場料　無　料

後腹　　高山市教育委員会

入場者　1，011人

大垣移動展

会期　　昭和57年9月9日一17日

会場　　大垣市立文化会館

入場料　無　料

後接　　大垣市教育委員会

入場者　1，565人

展示内容

《県内に生息するほ乳動物〉

①はく製標本　約20点

モグラ科・ネズミ科・ヤマネ科・ウサギ科

イヌ科・カピロミス科

（②骨格標本

ニホンカモシカ“二ボンイノシシ

③写真　約7点

ホンシュウモモンガ・ポンドタヌキ・ムサ

サビ・二ボンツキノワグマ・二ボンリス・

ニボンサル

④解説用パネル

趣旨パネル等　約7枚

営　真空誓った帰化植物〉
（D帰化植物とは

古い帰化植物・文明開化の帰化植物

②戦後派の帰化植物

日本のものと比べてみよう・猛威をふるう

帰化植物・逸出帰化・ごく新しい帰化柿物

外国に住みついた日本からの帰化植物

ノ　（①帰化植物はなぜふえる

帰化植物の特性・身のまわりで調べてみよ

っ

以上展示内容を、実物標本120点、写真30枚、

図表・解説パネルで構成し調査研究成果の一部

を紹介した。

当館の収蔵資料紹介を今後も各地で移動展と

して開催していく予定である。

∴　∴「十∴蕪：∴∴” 
（終　　業日‡＼ 　　で 　軽i這／ 　敬／ 

8　＼）懇懇（＼ � 倡��ｵH���

、〇一 ∴　∴ ∴∴∴∴ 凵_＼＄ ÷：－，▲回書こ∴ 

（大垣展示会場）

入場者の感想文より
・この移動展で、初めていろいろな動物を見る

ことができました。思っていたより少なかった

けれども、いろいろなことがわかって勉強にな

りました。動物はみんな強そうだし、かわいら

しく感じました。また来年もぜひやってほしい

と思います。（大垣市内小学校3年生）
・高山での初めての移動展を見せていただき、

大変参考になりました。動物や植物に対してい

ろいろ考えさせられました。動物や植物も自然

に住みよい環境に生息するものと思います。私

達も山林を愛し、広く自然を大切にしていかな

ければならないと思います。（高山市一一般）

－11－



4　特別展

（1）高賀山の信仰

ア、高賀川の信仰は、八世紀初頭の高賀山塊（

岐阜県美濃市、洞戸村、美並村、八幡町にまた

がる山塊で、主峰は高賀山1224メートル）にお

ける鬼退治伝説を起源として、現代にまで語り

継がれ、信仰されている岐阜県の代表的な山岳

信仰である。当特別展は古代人の発想に端を発

した千年余の信仰の世界を紹介し、人間の精神

文化に関心を1時することを意図した。展示は、

高貴山の信仰の歴史を編年的に区分し、各々の

時代相を象徴する事項をテーマとした。副題に

示した鬼、行者、円空に現代の姿を加えた四つ

のテーマがそれである。

ィ、テーマと展示の目的

具体的なテーマと展示の内容は次の四点であ

る。

（力　瓢ヶ岳の鬼退治・鬼退治伝説に関する伝承

や、伝承から生み出された信仰資料を展示す

る。

（イ）行者を守る神仏・修験信仰の形態をもって

発展した高賀川の信仰を、中世を中心に展示

する。

展示会場略図

（ウ）六社と円空・戦国時代に裏返した高賀山の

信仰は江戸時代になると、六社巡りの形をと

って復活した。円空はその中のひとりであっ

たことを展示する。

（ヴ　展示上の留意点

当特別展の実施にあたって留意したことは、

次の五点である。

（カ　当博物館の特別展の中で、初めて中濃地方

に焦点をあてた。

（イ）目に見えない信仰、伝承の世界を、具体的

な資料によって紹介する。

〈ヴ　関係市町村の協力を得て、当該地域の児童・

生徒の特別展への参加を試みた。

団　数年来の円空ブームに対応し、専門家的見

地からの評価に耐えうる円空仏を展示する。

（都　田・県の指定になる重要文化財を展示する。

特別展開催中の関連行事として、船戸政一先

生の講演「高賀山の信仰」を行った。郷土史に

造詣が深い先生の講演に、聴講者から多彩な質

問が出されて有意義であった。また、本館学芸

員による「高賀六社巡り」は、神と人とのかゝ

おり合いの解説を交えた移動教室で、日常生活

の参考となる内容であった。

□： 凵@i 　I 　I Ii Ii 剞｣端 捜：i 麿㌔ 冓 I i I I 迄敖� 末��������Y�V��

）レ 開 ��諒　一 也／ ��剴｡i謹書締目論鼠 劔�ﾘ槓��ｺ�,ﾒ�������ﾄ｢�

具、　訂南「「「塙－ 剿迄���雜ﾉeﾘ�R�
卓二麗一室 
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展示美術品・資料一覧

展示美術品・資料 兌h487�ｵ8ﾜｲ�+x酲.��R�所　蔵l 剴W示美術品・資料 儂ｸｺ8�X�������

l 俘)V餮斡ﾉ��県重文 俘(棠�������3r�儻9:駝陏I�ﾂ�県重文　高貴神社蔵 

2 儖ﾉEｨﾙ�ﾘ(ｴﾙW夷Hｴﾉ�l�J��県重文 県重文 俘(ｴﾙ�������3��冦�&韈H��{��Y}��小椋住民蔵 

3 丶y8x�Y:�ﾋHﾘ(ﾏYvH殃�駭��ﾒ�俘(棠������39 冦�&韈H��{��Y[h��� 薄侭8xﾅｨ�����

4 丶yF��Y:�ﾋHﾘ(ﾏYvH殃�駭��ﾒ�����������40 冦�&韈H��{��Xｸｸ酲J�� ��ﾉ8xﾕx�����

5 �6�:�ﾋHﾘ(ﾏY+ﾉTﾙ��慊�佰Y:�ｹ����C���8�B�滝神社蔵 

6 �霑8ﾞﾈ�Y:�ﾋHﾘ(ﾏY�ﾂ�俟8ｷｹ������42 倩(��:｢� 仞�_I������

7 乘��ﾉ7ﾘﾆ��ﾒ�僖�ｸ鮖����C2��ｨﾎ韜�{�� 仞�_I������

8 ����x�X����ﾂ�俘(ｭ��������CB��ｨﾎ�,ﾈ慊�佩9:��8ﾟ������

9 ����x�Y&ｩ���ﾂ�県重文 俘(ｭ�������45 �霑8諍w������後藤三郎氏蔵 

10 ����x�X����ﾂ�県重文 俘(棠�������Cb��霑8諍w�ﾊX�XﾊYJ�� 佩9:�蕀������

11 ����x�Y&ｩ���ﾂ�県重文 俘(ｴﾙ�������Cr��霑8慂��県重文 俘(ｴﾙ������

12 ����x�X����ﾂ�県重文 俘(ｴﾙ������48 �霑8ﾞﾈ�Xﾙﾘﾊ"�県重文　音質神社蔵 

13 ��Y�H･ﾈｧ佝��県重文 ��iW�������49 �霑8ﾞﾈ�X�自{ﾈｬ�凛y�ﾂ�県重文 俘(ｴﾙ������

14 ��Y�Hｮ)FyxYjy�ﾘｴ��県重文 俘(棠�������S���霑8ﾞﾈ�Y���{8唔zy�ﾂ�県重文　高賀神社蔵 

15 ��Y�Hｮ)FyxYjy�ﾘﾆ��県重文 俘(ｴﾙ������51 �霑8ﾞﾈ�X�wI�Xﾊ�ﾋｹ�ﾂ�秋葉神社蔵 

16 ��Y�Hｮ)Fy>9jy�ﾘﾆ��県重文 県重文 俘)n�������52 �霑8ﾞﾈ�Y�)lｨｾ�ﾘI�ﾂ� 偃�ｷｹJｩJi������

17 ��Y�Hｮ)FyxYjy�ﾘﾆ�������������S2��霑8ﾞﾈ�Y�ﾉlｨﾗ)���ﾂ�愛宕神社蔵 

18 ��Y�Hｮ)FyxYjy�ﾘﾆ�����ｹ������54 �霑8ﾞﾈ�YW9:駝陏Izy�ﾂ� �I8i������

19 佇ｸﾕﾂ�俘(ｴﾙ������55 乘��ﾉuxﾘ(ｴﾘ�(����iW�I��ﾎB�ｷｹu)x依靂��們ｨ�｢� 佩8ﾎ9�8ﾟ������

20 �;ｨｻ��県重文 俘(ｴﾙ�������Sb��8xｭ��(ｩ��ﾆ倬ｸ傀ｴ��們ｨ�｢�品目藤雄氏蔵 

21 �;ｨｻ��県重文 俘(ｴﾙ������57 俘(棹�)z(ｷｹ���u)x��們ｨ�｢�古川藤雄氏蔵 

22 俎ﾉ�ｸ����:｢�国重文 ��iW�������58 俟8ｷｸｹXｿ9��u)x斡ﾉzｨ�們ｨ�｢� 侘4末�:�u倩����

23 刎ｸﾏｲ�国重文 国重文 ��hｷｹ������59 �6��ﾈﾅ8�8ﾘ(棹�)������們ｨ�｢�古Iii藤雄氏蔵 

24 佶ﾉZx�Y�豫�竸ﾈ臧ﾛ��ﾂ����ｹ������60 侏Y�hｷｹ�Xﾊ�ﾋｹEi6�ｴﾈ�們ｨ�｢� 侘4末ﾉ:�u倩����

25 佶ﾉZx�Xｬ�竸ﾈ臧ﾛ��ﾂ����ｹ������61 兀�ｵhﾅ8ﾘ(棠���傀ｴ��們ｨ�｢� 侘9�ﾉ:�u倩����

26 佶ﾉZx�Yo(蹣D�x維��ﾂ�����������62 乘��ﾈ�(ｹXｿ9��^ﾈ臧傀ｴ��們ｨ�｢�古Iii藤雄氏蔵 

27 佶ﾉZx�XｹXｿ9��^ﾈ臧ﾛ��ﾂ����ｹ������63 俤Y~yY�ｧ冤｢� 俟8ｷｹ������

28 佶ﾉZx�XｹXｿ9��^ﾈ臧ﾛ��ﾂ���hｷｹ������64 ���ｸﾎI~x�YLYm��星富神社蔵 

29 佶ﾉZx�X�)nﾙ�僖�x維��ﾂ�国重文 国重文 ��hｷｹ������65 丶yF��YY�暮+xｷb�星宮神社蔵 

30 仍Xｿ9��^ﾈ臧ﾛ��ﾂ�冏ｸｷｹ������66 �b� �;Hﾌｸ抦ｧxﾕｨ髯;b�

31 仍Xｿ9��^ﾈ臧ﾛ��ﾂ�冏ｸｷｹ������67 俘(�ﾈ�)�zy�ﾉlﾘﾅ��

32 �&���^ﾈ臧ﾛ��ﾂ���hｷｹ�������c��儉X柯�Y:�ﾋHﾘ(ﾏYvH殃�韭��ﾒ�肺北′悼離童 

33 仍Xｿ9��^ﾈ臧ﾛ��ﾂ�県重文 俘(棠������69 儉X柯�Y:�ﾋHﾘ(ﾏYvH殃�韭��ﾒ�美濃中学校生徒 

34 �&���^ﾈ臺zy�ﾂ�仞�_I������70 儉X柯�Y:�ﾋHﾘ(ﾏYvH殃�韭��ﾒ� 刎�|x抦ｧxﾕｨ髯;b�

35 ���唏ｬ�ｹ�ﾂ�仞�_I�������s��做8ﾋ��(鮭�b�中井信雄氏蔵 

36 ���唏ｬ�ｹ�ﾂ�仞�_I�������s"�做8ﾋ��ﾘｼ(��{��奈良県鍋山寺蔵 
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（2）るさとの植物～分布のなぞをさぐる～

7月20日　～　9月5日

日本列島の中央部に位置し、美濃平野部から

飛騨山間部まで高度差の大きい岐阜県は、植

物社会も変化に富み、各要素植物の分布の接点

となっている。しかし、自然に恵まれ植物の宝

庫だと云われていても、具体的に何がどのよう

に豊かであるがは、あまり知られていない。そ

こで、①日本列島の中での「特色ある岐阜県の

植物界」を、分布地理学的に浮きぼりにし、岐

阜県の植物学的な特則生に気づかせ、郷土への

愛着を深める。…を展示の中心課題とし、

（l）身近な柄物界にも、未知な事実が多くあるこ

とに気づかせ、植物への関心を高める。

（2）岐阜県内でみられる分布地理学的な事実とそ

の不思議さに気づかせる。

（3）日本列島の縮図ともいえる岐阜県の植物社会

を正しく理酵させ、郷土への愛着を深める。

以上のように二段階のねらいを設定し、展示構

成は以下のようにした。

《展示構成の概要》（）内の数字は展示標本数

全体導入……コブシの花はどこに（3）

導入……分布の事実に日を向けよう

（D身のまわi）の雑草　61）

②外国のタンポポがふえています（11）

③くわしく観察してみると（11）

④ヅソジのなかま　63〉

⑤飛騨地方のサクラ類（9）

⑥注目すべき植物たち　伽）

▼二階ロビーの看板と導入展示

∴ �����-8�8ﾄ��榎��∴「∴ ：∴ ／紫 ��X����{���h���}R���ｲ�}��Iﾂ�

㌻∵詰：∴ ��闔ｨｪｨ�餃ｾx��

鰯 ��

∴「∴∴∴∴ 

ゞ　一∴ ∴言「．100「・：∴：● 
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各論……入りまじったふるさとの植物

①スミレを知ってますか　融）

②アザミを知っていますか（17）

③北方寒地性植物の南限地です　㈹

④日本海側（多雪地）の植物があります　㈹

⑤束濃地方には珍らしい植物が残っています

㈹

⑥ブナ林は温帯の代表です　㈹

⑦暖地性植物の北限地です　㈹

⑧シダ植物の世界　㈹

まとめ……日本列島の縮図～岐阜県

①日本列島の植生と岐阜県

②岐阜県の植物生態分布地理のまとめ

③いくつ名まえが云えますか（10）

※展示資料数

おし棄標本362点、実物大乾燥標本（県内産

アザミ類、帰化植物、ヤナキラン、ウラジロな

ど）20点、植物生態カラー写真（四つ切以上）

50枚、井波一雄著「日本スミレ図譜」のスミレ

写生図版の原画10点、複製植物標本8種（オオ

バキスミレ・エイザンスミレ・スミレサインン・

ナガバノスミレサイシン・サクラスミレ・ナガ

バノタチッボスミレ・キバナシャクナゲ・ハク

サンイチゲ）

※展示上の留意点

中心となる展示資料は、おし葉標本である。

これは、本来研究用として形態を保存するもの

で、退色し平面化されたもので、見せるものや

展示効果の高いものではか′、。そのために次の

ような点に留意して、展示効果をあげるように

した。

▼開幕式に続く展示解説のようす

撥 、、淫 ：「 ��二／㍑＼モ ��駢ｸ��������X��������∴∴∴註 ∴∴＋ 卜ヽ 

∴∴ 上声 講 鑓 凵�F‾∴ ∴・ 幾＼／撥 ＋ 、／お／ミ ∴ 
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議藍盛騨醒 
／／／二二∴－ノノ／／一三霊諒／　　　　　　‥ 

▲　アザミを知っていますか・・・？のコーナー

①おし葉標本が物語る「科学的な事実」は、人

々を魅了するはずである。おし葉標本を素材

として分布地理的事実を提示する。

②淡いグリーン系の色で統一した展示台を作成

し、会場全体の色彩美を工夫する。

③写真・図表等の補助教材を活用し、文章等の

表現内容は。小学校高学年を対象とする。

④おし葉標本1点1点には、できる限りサービ

ス判カラー写真を添付し、日本列島でのおお

まかな分布域を開示したカードをつける。

⑤自然保護の立場から、採集地は明示せず、小

さな岐阜県白地図に●印で産地を表示する。

⑥各コーナーの代表種は、地上部全体の乾燥標

本を使うなど、展示に強弱・波をつける。

《入館状況及び関連普及事業〉

昨年の「御岳山は生きている」に引続いて、

資料収集・調査研究活動を伴う「地域の自然紹

介型」の特別展として企画・立案された。地味

なおし葉標本が展示物であり、一般の利用入館

が心配されたが、結果的には11，715名が来館し

▼まとめのコーナーのようす

題患題賀田話題日 剋T勧翻凋覇、醗 

＼＼1－＼＼ � �� 

誌漆／諒醸擢 劍鯔M�X�謁hﾎｩ[����
一　∴一一　一　†∴∴ 凵u∴ 

宮夢鮮築鼻薬 ���� 
←∵∵÷∴喜．享∴．→： 　　　　　　　　∴ 

▲北方寒地性植物の展示コーナー

（御岳山は生きている－12，595名1まずまずで

あった。期間中8月8日には井波一雄氏を講師

に迎え「ふるさとの植物地理」と題する講演会

を開催、7月31日～8月1日には、白）旧す大窪

のブナ原生林を主会場とした自然観察会を開催

した。また自作スライド「岐阜県の森林」40コ

マ約10分、「高山植物」40コマ約10分を作成し、

日曜映写会として上映し、また団体等の要望に

も応じ随時上映した。入館者へ配布する「しお

り」としては、岐阜県（環境保全課）が発行し

た「みんなの自然」の植物内容分を別刷で発行

できたため、30ページの小冊子、カラー写真71

枚使用の美しいものが配布できた。

マスコミ等からも好評で、地元岐阜と寸々新聞

は、県内版4校かこみ60行、写真・図表等付で、

見どころ、見学の視点、資料の裏話、解説等の

案内記事を、会期中17回こわたって連載してく

れた。同紙8月27日付編集余話でも「～県下の

植物分布のナゾをざぐる岐阜県博物館のひたむ

きな努力を評価したい。」ともちあげてくれた。

▼白Iii村　大窪での自然観察会

血 

一／禁 ����b� �� ��h��&｢������x�h�B� 凵@　一∴∴ ；†∴－∴　∴ 

／箋 刎ｲ� �� 偖ﾂ� ��穫 
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（3）東洋の貨幣　10月1日一31日

私たちが日常生活で使用している金（貨幣）

の歴史を尋ねてみると、その貨幣にはその時代

の歴史が刻みこまれており、当時の人々の生活

の実態が映し出されていることがわかる。まさ

に「貨幣は生活の鑑である。」といわれるわけで

ある。

つまり東洋の一角に位置するわが国の貨幣の

源流を尋ねると、中国3000年余りもの昔の「貝

貨」「乃貨」などにまで遡る。こうした貨幣は、

売買の仲立ち、価値の尺度としての機能をもち

つつ、円井幻こ四角の穴を穿った「銭」の形とな

り、中国から朝鮮半島へ、あるいは東南アジア

へと伝播し、各地で商業活動を円滑にした。わ

が国では中国貨幣を模倣した日本最初の鋳造貨

幣「相同開珠」を発行、ついで中国の「永楽通

宝」などの輸入を経て、世界最大の金貨「大正

大判」をはじめ、小判・丁銀など貨幣経済の発

展とともに、貨幣の変遷がみられた。

当特別展は、これら東洋の貨幣の源流・広が

り、変遷を跡づける貨幣3000余点を展示し、そ

こから経済活動の基軸をなした貨幣と生活との

かかわりを追求し、貨幣に対する興味関心を一

層喚起してもらうことを意図した。

展示は、第1「東洋の貨幣の広まり」第2「江

戸時代の貨幣」第3「国際化をめざす貨幣」の

3つのコーナーに分け、当時の人々の生活との

かかわりを総合的に把握できるようにした。

第1コーナーでは、東洋の貨幣の源流ともい

うべき古代中国般・周代に使われた貝貨や小刀
・農具の形をした貨幣をはじめ、秦・漠代の円

形に四角の穴を穿った貨幣などを展示した。さ

らにその伝統のもとに鋳造され続けた中国清代

までの貨幣や、朝鮮半島での貨幣、さらに日本

の「和同関頭」などを展示し、貨幣の広まりを

跡づけた。金銭に関する漢字に貝の部首がつく

－16－

のもこの貝貨から出来していることを示す資料

も展示した。

第2コーナーでは、江戸時代の貨幣を中心に、

金銀銭貨や紙幣のように、日本独自の文化の中

で生れた貨幣を展示した。戦国時代から江戸時

代にかけて、金銀鉱山の開発技術がヨーロッパ

から伝来すると、各地の戦国大名らは競って軍

資金を得るために開発に意を注いだ。豊臣秀吉

は、その豊富な金で大正大判（約165月を造り

徳川家康は慶長大判をはじめ慶長小判（約18の

を造った。それ以降江戸幕府は山吹色の良質金

貨を定量、定位の貨幣として流通させた。大正

大判や江戸時代の各種大判が25枚、各種小判が

44枚、さらに甲州金・分金類80点余りが展示さ

れた場所は、目もくらむほどの圧巻であった。

これらの金貨と対比して、当時の庶民や大名ち

の金貨によせる資料も展示した。同様に金貨、

銭などを多数展示し、鋳造の仕方や当時の物価・

それに財布なども展示した。

また県内の藩（旗本）が財政窮乏のために発

行しか藩札や各地の商業活動を円滑にするため

に発行した宿場札、町村札、私人札などを展示

した。これらの札の中には、「傘札」として有名

な加納藩発行の藩札なども含まれている。

第3コーナーは、国内流通と国際貿易に対応

するために、欧米の技術やデザインなどを導入

し、また円銭座の10進法に改められた近代的な

貨幣を展示した。時代が下ろに従って、実際に

貨幣を使った人が多くなり、それぞれの人々が

当時を思い出して話し合う光景がみられた。ま

さに「貨幣は生活の鏡である」といえよう。

開催期間綱目のうち入館者は約21，000人にの

ぼり、最盛期には展示室が満員になり、身動き

できないほどであった。なおこれらの貴重な資

料を展示するにあたり、資料の借用、返却時は

言うまでもなく、展示期間中昼夜の別なく慎重

な配慮をした。

展示中の特別な催し物は、東海銀行貨幣資料

館長鬼頭晴彦氏による「貨幣の歴史」と、岐阜

大学教授松田之利氏による「美濃の諸藩と　藩

札」の講演会を開催した。いずれも100名前後

の聴衆があり好評であった。



出　　　品　　　目　　　録

番号 倬���{���kﾈ����ﾉ5��B�剩ﾔ号l　　資　料　名　　　　点数 

1 俟9*��ｸ����������68､ｩnﾘ�X､ｨｮ顋�8,�,r��#��35 ��YKｲ�蛭藻金・天正沢潟大判・慶長大判 �#R�

2 ����ｸ�X顥�ｲ�開元通宝・永楽通宝、寛永通宝 鉄��36 傅ﾉKｲ�慶長・元禄・宝永・正徳・享保 鼎B�

3 俔ﾘﾌｸｯｩ�ｸ旆�寛永通宝・宝永通宝・文久永宝 鉄��37 丶ﾈ旙�Xｹｹ[ﾂ�原貝貨・石製貝貸・魚幣・馨幣 �#"�

4 �)ｨｾ(�Y:IL(ｾ"�慶長丁銀・豆板銀、露銀 涛"�38 儻ｩ[ﾂ�殊布当十斬布・右耳有・方足布 �#b�

5 侘8ｾ(无}��明和5匁銀・灰吹銀・切銀 �3b�39 �8�[ﾈ�Y���三手刀、円首刀、蟻鼻銭・秦半面 �#b�

6 冑ｹii�Y��ﾙ[ﾂ�天保通宝・文久貨泉・秋田鐸銭 ����40 亅�ｨ､ｲ�八鉄半面・大泉五十・隋五鉄 �#2�

7 冑ｹii&饑ｸ旆�米沢生産局・島田通用古文 免ﾂ�41 冉ｹj"�宋道元三・淳化元宝・治平元宝 都"�

8 傅靂8唏ﾋ9�揵Kｲ�子安小判・甲子大黒小判 ��R�42 �>ﾉj(ﾘ��ｸ�Y�ﾈ廝�淳黒元宝・嘉定通宝・淳祐元宝 �#3��

9 冖韭�,ﾈｾ�旆�2円半・5円・旧20円・新20円 ��R�43 侏8自k���h58蔗�Hﾂ�ﾘ)~ﾘ��ｴx���至大通宝・洪武通宝・永楽通宝 �3b�

10 仗��8,ﾈｾ(旆�貿易銀・1円・50銭・20銭 鼎"�44 剌∠ｬ通宝・康燕通宝・太平大国 �����

11 仗��8,ﾈﾖH旆�2銭銅貨・5銭白銅貨・1銭銅貨 鼎��45 剋O韓重宝・朝鮮通宝・菅平通宝 ��3B�

12 ��)[ﾈｼx韜)(旆�人肌50銭・10銭陶貨・合金貨 �3��46 ��ｹJ��Y))�ｸ�)Z��和向田弥銭箔・銭座砥石・るつぼ ��3B�

13 冖韭�,ｩ_8脾�10円・5円・2円・1円・半円 ��B�47 俎ｩ���YYTW$ｨｾ"�砂金・金鉱石・包み銀・刻印 都c��

14 从ﾈﾙ�zxｾ(ﾗ8ﾉB�5円・2円・1円 湯�48 兔��无[ﾂ�印千金・馬蹄銀・開金牌 ��c��

15 ��hﾙ�zxｾ(ﾗ8ﾉB�第11回立銀行5円・1円 途�49 丿Y&�,ﾉLｸ脾�尾張藩・福井港・赤穂藩・高知溝 ��#��

16 ��ﾙWｸ鑛[ﾂ�神功皇后10円・大蔵卿50銭原符 ��B�50 ����ﾘｪ�H�Xﾊx脾�太政官札10両・堺県礼金2朱 田"�

17 �?ｨｾ)lhｫxﾉB�大黒10円・表猪10円・200円 鼎"�51 �))_ｩ�ｲ�天保通宝・水戸虎銭・光緒通宝 途�

18 �?ｩgｸｾ(ﾗ8ﾉB�靖国神社50銭、聖徳太子100円 �3b�52 ��ｳsx�Y�y{ﾉJ��徳用家千両箱・銭刀（脇差） 鉄R�

19 ��郁iWH鑛[ﾂ�藤原鎌足200円、和気清磨10円 澱�53 傅ﾉKｸ�､xｪｩZ��佐渡小判造りの国 �"�

20 ��ﾘﾎ8,ﾈ鑛[ﾂ�聖徳太子100円、国会議事堂10円 ��B�54 俥�W｢�巾着・胴乱・大判入れ �#"�

21 �*��霎(ﾗ8ﾉB�朝鮮総督府印刷50銭、100円、10円 �#b�55 ��ｹxﾒ�青絹1貫文・おち絹4貫文 ����

22 ��I��ｾ(ﾗ8ﾉB�大日本帝国政府印刷局製造10円 ����56 儉ｸ�X鍠腦LYm��会津藩・鳴海藩 �#r�

23 冓頡)(h匣ｾ(ﾗ8ﾉB�旗建物100円、5角、人物100円 �#"�57 几ﾉ�h夊夐�B�帳場大筒笥・天秤・そろばん 造幣局・紙幣寮錦絵、高札 加納・高富・大垣・苗木・高山 �#C��

24 ��ﾈｻﾘ腦�ﾂ�承忠社札1円、西郷札10円・5円 ��b�58 冓ﾉ{ﾉJ�����

25 �?ｩ��ﾙ�闇)Uｲ�10円・5円・1円・50銭・20銭 ��"�59 仗�､x�Xﾘ(脾�釘�

26 �5h7�8ｨ4��[ｨﾅ)Uｲ�1円・50銭・20銭・10銭 ����60 儿Hﾘy�(躡LYm����b�

27 倡�=�i¥�)Uｲ�甲号券10円・5円、乙号券100円・10円 ��B�61 侈y>�Lｸ脾��3"�

28 �8ﾉ>ﾈ4�5x4�_ｹlｨﾅ)Uｲ�1ルピア、1ルチン、1ドル、1ぺ／、1ポンド 鉄��62 侈y>�ｯ曳ｸ脾�多良高木・岩手竹中 迭�

29 冦hｨﾘｾ(ﾗ8ﾉB�宮殿100円、らくだ100円、塔と城壁5円 ��"�63 侈y>���ｩ~r�落合・中津月日大淑・御嶽 �#R�

30 �(hﾙ���ﾘx��OXﾉB�万里長城1，000用、多重塔と人物10円 �3"�64 侈y>�*ﾉ�ｨ脾�中津川・釜戸・戸狩・高山 ��R�

31 32 33 �(h匯myOXｾ(ﾗ8ﾉB�ｵY�(鑛[ﾂ�ﾖ(�(ｾ��孫文500円、10，000円、5，000円 太政官礼金1両、明治通宝20銭 露1両、桐1分金、1朱金・2朱金 ��r�3b�3��65　県内私人札　　兼山・安保・曽我・上酒屋　　　23 

合　　計　　　　　　　　　　　　　3，432 

－ii　瞥　　　　　　　　　　　　　　　　　　i－　　　　を 

34 兒ｨｾ��太閤円歩金・慶長1分金 鉄"�＋　　　　　．宣＿－＿＿＿＿＿」1． 

資料出品者

東海銀行貨幣資料館、鬼頭晴彦、篠田

英、尾沢久志、日下部民芸館、平田記

念館 馨：・二，譜
ー17－



5　資料紹介

（1）郷土の偉人　梁川星巌

12月16日～1月30日

梁川星巌は、安八郡曾根村（大垣市曾根町）

の郷士稲津家に生まれ、幕末期に詩人として、

また勤王の志士として活躍した人物である。

本資料紹介展は、安八郡安八町氷取の石田鎌
一氏より寄託を受けている資料の中から星巌関

係資料を抽出し、選択を加えながら星巌の人物

像を描き出そうと試みたものである。

展示は3つのコーナーに分け、星巌の遺墨と

交流のあった人物の作品を配列し、構成した。

第1コーナーでは、漢詩学者として立ちあが

った青・壮年期の星厳の紹介に努めた。華渓寺

の住職に章句を学んでいた星巌が、江戸へ出て

朱子学・漢詩文と本格的に取り組んだ青年期。

32歳で張氏紅蘭を妻として以来、九州から関東

の諸国を遍歴して学問を深めた壮年期と、次第

に充実していったようすを遺墨で位置づけた。

第2コーナーでは、ペリー来航という幕末の

激動期の中で、星巌が示した姿勢を紹介した。

江戸の神田に玉池吟社を設け、多くの門人に教

授をしていた星巌は、日本や中国の故事を引用

しつつ、人の生き方や政治のあり方を詩文にし

て残している。その中より、ヨーロッパ諸国の

展　示　資

資　　　　　料　　　　　名 佝����2�

l 佝�ｹf顋���餤ﾙ[h鉀^ﾈ臺{ﾈ袵�條幅 II II I／ 額装 II 

2 ��ﾈ�ﾈ������X�ﾊｹ^ﾈ臧柯袵�

3 ��ﾈ�ﾈ���������)�X柯皐袵�

4 曝�ﾈ���������)�YEi�ﾒ�

5 ��ﾈ�ﾈ��������(枴eｲ�

6 ��ﾈ�ﾈ������_Y�ｹ[ﾙ�X���

7 ��ﾄ������YYx､8ﾖ��II 條幅 II I／ II II II II II II II 〝 II II II 

8 ��ﾈ�ﾈ������ｿI�ﾂ�

9 ��ﾈ�������n冖(ｴ��

10 ��ﾈ������yY�ﾈ�(b�

11 ��ﾈ�ﾈ������､8�9tﾉ�X晴ﾞｸ��

12 侈igｹf顋����9����ﾙMY_偉ｩ�ﾒ�

13 倩igｹ}ｹﾆ���餤ﾙW域ﾘ�"�

14 ��ﾈ�ﾈ����������Xﾞﾉ<x讖9駭僵ﾈﾞﾉ+xｾR�

15 ��ﾈ�ﾈ�������ｨ�艀ｾ��

16 ��ﾈ�ﾈ��������xﾗ2�

17 ��ﾈ�ﾈ������l��ﾉO��"�

18 ��ﾈ�ﾈ������<y{D末偖ytﾈｫB�

19 ��������*佩9^俑��

20 ��ﾈ�ﾈ������ｫ�i.倩ﾒ�

21 粕�����艀ｾ�U8��Eh耳���

－18－

軍艦の来航に対して敏感に反応し、厳しく論調

する作品のいくつかを掲げ、尊王壊夷論者とし

ての星巌をうきぼりにするように努めた。

第3コーナーでは、星巌と交わった人々を通

して星巌に迫ってもらいたいと願いつつ、西郷

隆盛、僧月照、梅田雲浜、横井小柄、頼山陽、

小原鉄心などの作品を展示した。

開期中、多くの来館者より種々の御高評とと

もに、郷土の先人紹介の機会をより多くとの声

を受けた。このことについては、今後の企画に

反映させていきたいと考えた。

なお、今回の資料紹介展は、富永蝶如先生、

浅野忍先生の御指導によるところが大であった

ことを付し、改めて感謝の意を表する次第であ

る。

科　目　緑

資　　　　　料　　　　　名 �*H���2�

22 倩igｹ}ｸ���hｭ�9俾佗怨�(iEh耳���條帖 I I 扉面 

23 ��ﾈ��������ｵH��-��

24 ��ﾈ�ﾈ������ｿH���ﾂ�

25 ��ﾄ�������ｶynﾈ沽ﾌ2�

26 ��ﾈ�ﾈ������ｶynﾈ沽ﾌ2�

27 ��ﾈ�ﾈ��������秘�ﾈ隴H碁�I9阨�ｨﾙｹ�(ﾞﾉ�(ｾR�折　本 

28 ��ﾈ�ﾈ������^冢冑ﾘ贅�條帖 I I Il I I I I II I 額装 

29 ��ﾈ�ﾈ������ﾖ)=�ﾋ9?ｩI)L�?���Eh耳�R�

30 ��ﾈ������ｼ(ﾊ���>ﾂ�

31 ��ﾈ�������i69W8�8�ﾉXｨ靼決��汳�

32 ��ﾄ凅ｨ�)wｩTﾘ�)y�ｩ]"�

33 ��ﾈ�ﾉ�ｩ�9:��儺ﾘ�(唏ﾖywB�

34 ��ﾈ�ﾉ*��ﾖyyi9豫YG��

35 ��ﾈ�ﾈ�������ﾈ�ﾈ����ｶYEi�ﾒ�

36 ��ﾈ�ﾈｴﾙkﾈ､8蝎9仍ｹyXｬ�仄R�

37 曝�ﾈ抦ﾋI59�9Tﾙ<yOﾉEｩx�7��"�

38 ��ﾈ�ﾉG頽��ﾉTﾘ�ﾈｾ�tﾈ�Y�b�

39 ��ﾈ�ﾈ��皐揵[�ﾘﾄ韶YEi;俤ﾘ�9�r�?��?���D�6ﾘｾ��

40 41 ��ﾈ�ﾈ�ﾈﾌ968鉙����gｸ齎ｴｸ��R��ﾈ�ﾉ�ﾘﾈ餽ｩ9刎�慂ｺX將�／I 條幅 II 

42 ��ﾈ�ﾉ�ﾈｻﾙ{)�y9兔ｩz8��"�

禽
炭
塵
　
露
盤

薫
濃
譲



〈2）古生代の化石
∴：1ソ ����b� �2�

諾譲瀦 
∴∴　∴「∴ 

．∴∴千 が �ｨ��年「∴ �� ����R��譏�b�／潔 ��

、灘 ����8�h耳�h�������ﾋ��h�育��x�員ﾉ?ｨ�2���D��疫���ｨ�h耳ｶ2����育������ﾊﾂ�

当館では「郷土の化石」「化石の世界」と超し

て化石に関する特別展を開催し、いずれも好評

であった。そこで今回は一・掠進めて、生き物が

地球上で活躍するようになった最初の時代、古

生代に焦点をしぼり、この時代の地層から産山

した各種の化石を紹介することにした。

45億年といわれる地球の歴史全体の中で、は

じめの8分の7にあたる長い期間は先カンブリ

ア時代といい、生命の記録が少ないが、残りの

8分の1は地球上で生き物が栄えるようになっ

た時代である。古生代はこのうちの前半にあた

る約3億年のことで、ひとくちでいえば背骨の

ない殻をもったいろいろの動物が世界の海にひ

ろがった時代である。この期間はさらにカンブ

リア紀（5億7000万年前）からベルム（二畳）

紀までの6つの時代にわけられる。

今回の展示コーナーはこれら6つの時代順に

構成した。岐阜県は日本屈指の古生代化石産地

をひかえている。今回紹介した資料には上宝村

福地から近年発見された日本最古の化石（貝形

類）をはじめサンゴ・三葉虫など、また大垣市

∵∴； ∴一千∴∴一　∴∴∴． 侈��

擬＼顎醗繕 ∴∴∴　∴ 　＼’／葵 ��

露還＼‾＼教、 ��

／、＼お灘、＼ ∴ ����

産の巻貝、二枚貝、オウム貝など各種、その他

宮城県、高知県等国内産標本も加えた。さらに

古生代を代表する化石「三葉虫」、古い型の魚類、

は虫類などは北米大陸、ヨーロッパ、南米など

世界各地から産出したすぐれた標本を含めて行

数10点で、各コーナー別は次のとおり、

カンブリア紀

オルドビス紀

シルル紀

デボン紀

石炭紀

ベルム純

三葉虫など20点

等石など　10点

クサリサンゴなど10点

ハチノスサンゴなど30点

四射サンゴなど30点

ベレロフォンなど40点

本来、入館者数の少い冬から早春にかけての

時季であったが期間中に8200名をこえ、熱心な

利用者の質問が初日からとび出すといっか舌況

であった。コレニア（藻類化石）は本当に生物

起源なのかということ：近年では先カンブリア

時代の化石もかなり　くわしくわかってきた現

状を答えた。次は中生代の化石を展示してほ

しいこと、手で触れることができるようにして

はしいなどの要望が多くよせられ、また化石の

同定依頼なども加わり盛況であった。
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6．資料調査収集活動

（1）人　文　部　門

館　　　　　　　　　　蔵 劔借　用 弍����R�計 

実　物 兒����ｲ�その他 ��弍���Z��｢�

考　古 ���3CSB�201 鼎R�（1，475） 田#��175 �(�3C迭�

歴　史 都#R�29 ���"�（712） �3#R�9 ���3����

民　俗 田�"�0　　　　　　0 凵i602） ���0 田�"�

美術・工芸 塔��15 都��（　81） �#S"�567 涛�2�

計 �(�3ピ��245 �#�r�（2，870） ���3�途�751 店�3#���

複製には模型・ジオラマを含む（昭和58年3月31日現在）

1．資料寄贈者芳名一覧（敬称略・順不同）

資　　料　　名　　　　点数 剿F　名 

縄文石皿、石鍛ほか　　　　　21 剄｡井よしの 

直刀（出土上古刀）　　　　　1 刮ﾁ藤　純一 

磨製石斧、黒曜石 �"�水野　瑞夫 

須恵器、陶器類、布目瓦 �3S"�飯沼　　要 

大垣藩札　　　　　　　　　　　3 刹S頭　晴彦 

フィリピンにて使用　日本軍票　36 剩��@久志 

明治7年建設長良橋使用鎖　　l 剋ﾂ田　　英 

ヤソウマス（1合） ���長倉　三郎 

法隆寺経木片 ���清水　啓子 

日清韓地図、日本地図（天保　44 劍h見洋 中島八郎 

14年）ほか 

岐阜今泉学校使用教科書ほか 釘�

さおばかり、寺子屋手本ほか 澱�須田　信保 

舟（上げ舟）　　　　　　　　1 剴c中　淳男 

土人形、こきはしなど ����新井　政和 

脇差　銘正家作　拓付 ���田中　　初 

刀銘　美濃国関住桑山隆兼高　1 剏K山隆 栗本久造 

謹作之（昭和55年2月吉日） ��

茶釜　　　　　　　　　　　　　1 
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2．実物資料の購入

刀無銘　　直江志津

3．複製資料の製作

木造増長天立像

（木造四天王立像4体のうち1体）

館蔵資料紹介

●　木造増長天立像　（像高82cm）

本年度の仏像複製は、前年度までにすすめて

きた持回天立像、広目天立像の製作にひき続き

増長天立像を製作した。

これらの四天王像の原像は、岐阜市粟野の済

法寺にあり、昭和41年度に県重要文化財の指

定を受けている。

像は、いずれも寄木造りで、眼は玉眼となっ

ている。ことに増長天は、甲胃に身を固め、左

手で槍をたててつかみ、右手は腰にあてて肩を



いからせ、邪鬼を踏みつけて立っている。その

姿は、南方を守護する神として、法にそむく者

や侵入者に対峠する厳しさをみなぎらせている。

原像の製作年代は鎌倉時代の末期と思おれる

ものである。

●　刀　無銘　直江志津　（長さ68．3cm、

反り1．8cm、白くぎ穴3個）

南北朝時代、多芸郡直江（養老郡養老町直江）

の地で鍛刀した鍛治集団がいた。これを直江志

津と総称している。この直江志津の手にかかり

作刀された刀を、今年度購入した。

直江吉澤の系譜をたどると、鎌倉時代末期の

大和国手掻派の刀工兼氏に遡る。兼氏は相川の

名工正宗の十哲にかぞえあげられた名工として

知られる。兼氏は、大和国から美濃国多芸郡志

津（海溝部南濃町志津）に移住し、忘津三郎を

号して鍛刀しはじめた。この兼氏一門を志津、

あるいは志津鍛冶という。一門はやがて直江の

地に移住し、直江志津の名を残すこととなった。

しかし、直江鍛冶の作刀期間は短かく、その

作例も少ない。それは、直江の地も地形的に恵

まれず、水害に見舞われたりしたため、再び赤

坂や関に移住したからである。

直江志津の作刀は、身幅が広目で切先がのび

る。反りは中間反りで浅い。刃文は互の目を主

体とし、一部に尖った互の目を焼くのを特色と

する。地鉄は板目に柾がまじってよく詰み、地

沸がついた独得な鍛え肌をもつものである。

直江吉澤と称する作刀で、兼友、兼次などの

在銘のものも存在するが、その多くは江戸時代

に磨上げられて無銘となっている。

今回購入した刀も磨上げられて無銘であるが、

直江志津の特質をすべて具備し、刀自体が疲れ

ていないものである。それに直江志津は、大和

手掻系の刀であるが、美濃国で独自の境地を開

いた志津系に位置し、すでに館蔵となっている

渡川赤坂住兼元の刀と比較展示ができるという

ことでも好ましいものである。

また、この刀には掠がついている。とりわけ

古美濃彫鎧が推全体をひきしめている。下に写

真をもって紹介しておくことにする。
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●　脇指　銘正家作　（長さ1尺5寸4分、

反り4分、白くぎ穴2個）

この脇指は、昭和57年12月17日、田中初氏（

多治見正光ヶ丘5丁目）より寄贈を受けたもの

である。寄贈を受けた際、若干さびが出ていた

ため、研師伊佐距勉可氏の御厚意により研ぎ重

しをしていただくことができ展示可能となった。

正家は、備後国（広島県の一一部）に住んで作

刀した鍛冶である。正家の初代は本国を備前と

いい、神岡一文字の末裔である唐河為遠の門人

と伝えている。

正家と切る銘で、「正の字を草書体に切るの

は初代、楷書で切るのは二代」と代別すること

ができるという。この脇指銘は草書体で切られ

ていることから初代正家の作（鎌倉時代）かと思

われる。

なお、二の腕指には拓がついている。

●　刀　銘美濃園関住東山隆兼高謹作之、昭和

五十五年二月吉日　（長さ73．60m、

反り1．90m、白くぎ穴l個）

この刀は、昭和58年3月30日、桑山隆氏（関

南東新町2丁目）より寄贈を受けたものである。

東山隆氏は、関鍛治七流のうち善走派の流れ

を〈む兼吉（小坂金兵衛）の門下であった兼永

（渡辺万次郎）の開く日本刀鍛錬塾に入門し、

刀匠への道を歩んだ。太平洋戦争後は、岐阜県

職員へと道を変えられたが、刀匠としてあっ〈

燃える胸の火は滑せず、余暇をみては鍛刀が続

けられた。その中で生み出された作品のうち最

良のものを今回寄贈いただいたものである。
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この力は、南北朝時代に志津三郎兼氏（「正宗

十哲」のひとりといわれた名工）が作った刀に

迫ろうとして作刀されたものである。（これ

を「志津うつし」という）　刀のできぼえは大

変すく当したものである。

●　舟（上げ舟）　（全長4．98m）

輪中地域においては、洪水時の避難用として

舟が母星の軒や水屋などにあげてあった。これ

を上げ舟という。今回、羽島市江吉良町の吉田

紀夫氏、田中淳男氏より寄贈を受けな上げ舟は

従来田中家の水屋にあげてあったものであるが、

昨年田中家改築にあたって吉田氏に移管されて

いたため、両氏よりの寄贈として表示した。

この舟の製作年代は明確ではないが、明冶時

代に作られたと同家では伝えられており、破損

虫害も少なく、良質のものである。

舟の側面には「免税」と焼印が押され、生業

に用いられていなかったことを語っている。洪

水時の避難用であるため、田舟として生業に用

いられるものより一・まわり大きく作られている。

この上げ舟を適して輪中地域に住む人々の洪水

に対する意識とともにくらしぶりの一端をうか

がい知ることができ、貴重な資料である。



（2）自　然部門

館　　　　　　　　　　　蔵 劔i 借用 亦��8ｯ��R�計 

実　物 兒����ｲ�移管・自作　寄贈 その他（内数） 

動　物 ��x�3sSr�1 　　41 ��s8���度�3鼎8�｢���R�0 ��x�3塔b�

植　物 �(�3S#�����������#R���c�������3c���｢����0 �(�3s#"�

‡岩石・鉱物 ���3����5 都�������3���｢��#��3 ���3#s��

化　石 ���3C#��35　　　　　19 凵i811） 鼎��19 ���3SC��

その他 鉄x����������#"���C2�（15） ���0 �##"�

計 �#(�3鼎2�128 鉄sB�（10，750） 塔2�22 �#8�3sS��

複製には模型・ジオラマを含む（昭和58年3月31日現在）

1．資料寄贈者芳名一覧（敬称略・順不同）

資　　料　　名 �5��H��dh����kﾂ��4ﾈ4�5h6�4ｸ6�6�,ﾉ�8-�*��4�4ｨ4�5h4�8�4ｸ5��2山下春三 2安藤彰八 

ヌートリアへい死体 ����ﾝy�ﾈ����k��

、キクガンラコウモリほか 澱�宮尾　嶽雄 �8H7ﾘ6x4�8�8ﾈ6�4ｸ6ｨ5h-�*��107 俤x皐��ﾉ(爾�

ケリの幼鳥へい死体 ����Y�(x��Oﾈ���4X4�485�-h*(���ﾂ�1　落合　智美 

トンボ標本とスライド 鉄h���ｩ�8��[hﾔB��4�4�5�8�-h*(���ﾈ���������������俚(��wh�R�

ブラックバス ���伊藤　勝己 �58485H4ﾉv9+�-h*(���ﾂ�1　小林　　勉 

ボラほか 度�����(���ﾘｶ���4�7ﾘ52�2 刎�68����ﾔ��

ラプラタリンゴガイ殻と卵 滴��ﾎ����������488�6��1　山本　和男 

カタヤマガイほか 都���ｷｸﾞ�����=R��6ﾘ��5�4ﾘ4ﾒ�1 儖i:���脂&｢�

ナマズ（アルビノ）ほか �##(��ﾟx皐����u���4�8b�2　畑佐　直火 

マムシ ���服部　広敏 �4X4�48-�*��64 ��ﾘ皐���ﾙWb�

ポソスジシラナミガイ 綿��7�68��ﾔｹ&｢��4ｨ8�8�5h6ﾘ7ﾈ8ｩ9��58　加藤　昭行 

ベ二才キナエビス �"�天瀬良里奈 �4�484ｨ8�9��182　後藤　　正 

カナヘビ 綿���)������Tb��4�8hｮ���1金谷　敏彦 

∴．∴∴ ��

誓＼ ��

一　二∴∵∴「 

吉子菅、∴／詰当 末�������

∴∴ 言霊ふ／牝 

∴∴∴ ∴」：＋、三言∵－－∴－∴∴ �����������������������

露盤馨‾畿 　∴∴∴∴．∴∴∴「∴∴　一 
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資　　料　　名 芳　　名

コイほか

ヒガイほか

カムルチー

ウグイス

ウナギほか

オオサンショウウオへい死体

特製ドイツ型標本箱

オオムラサキほか

コミミズクへい死体

キジバト

ほ乳動物骨片

コウモリの一種

ヌートリア

ポンドタヌキ剥製標本

ウシの胎児

海津漁協

長良Ii仲央漁協

遠藤　利雄
篠田　浩之

勝連　匡美

郡上漁協

熊田　国男

高　鷲　村

宮野　昭彦

高木　　豊

広江　憲弘

和田　匡弘

高島　　純

中島　茂樹

間島　泰之

長沼　　悟

フィリピンの貝

シロハフ

ミカドギセルほか

カブトエビ

カラスガイ

ヒメギフチョウほか

モクズガニ

ハクビシン

ポウスイチュウチャート

四射サンゴ

輝水鉛鉱

小型巻貝化石

二枚貝化石

岐阜県産古生代化石

ブラジル産大型魚類化石

アマゾナイトなど鉱物

∴　　　　　　　　　∴∴∴∴ 

i／、＼＼／　／：謹賀 
殺 

2．化石資料の収集

大野郡荘川村地域南西部に分布する前期白亜

紀の植物化石の収集作業を実施した。

尾上郷地域からは手取植物化石（シダ・ソテ

ツ・イチョウなど）を多く産するが年々森林伐

採、土木工事などのため良質の標本採取が困難

になっている。

今回は尾上郷川中流の河岸沿いの露頭を中心

に70点余を収集したが転石中から大型標本がみ

つがるなど予想外の成果を得ることができた。

収集指導の東京学芸大学・木村達明教授に中

国科学院古生物研究所の李星学教授がたまたま

同行され飛騨山地の紅葉の中での採集に感概深

かけであった。
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エレナ・カンボス

桂井　恒安

大橋　　健

近藤　章二

三田　幸二

河田　勝美

古田　栄一

足立　重雄

山田　和美

森　　　学

渕上亀代雄

浅見　昭子

細野　明徳

種蔵　泰一

原　　松寿

原　　松寿

3．実物資料の購入・複製製作など

資　　料　　名 �5��B�

キバナシヤクナゲ ���

ハクサンイチゲ 鳴�

スミレサインン ���

ナガバノスミレサインン ���

サクラスミレ 鳴�

エイサンスミレ ���

ナガバノタチッボスミレ ���

オオバキスミレ ���

：∴∴ ∴■　∴∴∴ 

、∴「∴▼ 

＼＼ ��

i章一 ∴1葛ヽ 



4．常備展示構成充実準備調査

自然展示室1・2各室の展示内容を、最新の

調査研究成果をふまえてこれをわかりやすく普

及するように各コーナーの内容に関係する諸資

料の調査を行なっている。展示資料の党的・量

的な充実を期すため、前年度に続いて現地調査

実物・写真・文献等の各資料の収集を行った。

各分野の成果の概要は次のとおりである。

地学分野…………大野郡白川村大白川一平瀬地

動物分野

植物分野・

区の濃飛流紋岩と白川花崗岩

調査。

山県郡美山町伊往戸地区の植

物化石調査。

恵那郡上矢作町の領家帯花崗

岩類の調査。

揖斐郡春日村美東地区の接触

帯調査。

大野郡丹生川村東部の大雨見

山層群。

郡上郡高鷲村蛭ヶ野の蝶と蛾

長良川流域の昆虫類・魚類・

鳥類、大野郡朝日村青畳の昆

虫類及び県内のトンボなどの

標本の収集と生態調査。

県内各地から、岐阜県の植物

分布地理区を特色づける植物

標本の収集（ミツバツツヅ類

・モクレン科植物・タンポポ

類及び日本固有植物群、北米

と共通する植物群など）及び

植物生態写真の撒影、生態調

香。
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7．教育普及活動

（0、概　略

博物館における教育は、展示物をして語らし

めるところにその中心があるといえる。しかし

一般の観覧者にしてみると、ものに接しただけ

では十分な理解を得ることは、必ずしも容易な

ことではない。そこでは当然人による教育普及

活動が行われなくてはならない。展示と密接な

関連性を持つところに教育普及活動の特色があ

るといえる。昭和57年度も同様、多くの催しも

のを企画実施した。56年度に比して8教室多く

実雁して、広く県民との結びつきを濃くしたと

いえよう。

●　講演会及び各教室等

特別展の基調講演会3回、人文、自然教室19

回、体験学習会2回、そして夏休み学習相談と

計23教室の催しものを実施した。その中で、新

設活動について述べてみる。

新規教室に人文移動教室、自然移動教室があ

る。マイクロバスをしっらえ、総勢25名で人文

は高賀川六社めぐりを行い、自然は各務原台地

から可児市土田、菅刈地区にみられる地質めぐ

りをした。新しい試みであったが、多くの人か

ら好評を得た。

あるいは、子ども考古教育、岐阜県の歴史教

室、夏休み学習相談も新規の教育であった。

岐阜県の歴史教室は、古文書を読みながらの

学習でもあり、年輩の人々の参加を得たことは

特筆すべきことであろう。夏休みの学習相談で

は、児童生徒の夏休み研究のすすめ方、まとめ

方の相談に応じた。気軽るに相談に応じ、なお

かつ学校で指導された内容を生かした相談を大

切にした。その他、講習会、人文教室、自然教

室、自然観察教室、体験学習会など、どれも定

員に達する参加者を得ることができ、主催者側

として満足すべきものであった。

●　移動展

これからの博物館が、ひちかれた博物館とし

て発展していかなければならない課題がある。

そういった中で、高山移動展、大垣移動展がが

成功できたことは、岐阜県博物館の一つの方向

を示唆するものではないがと思う。
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両会場とも、帰化植物とふるさとのほ乳動物

を展示した。特に子どもたちに人気があり盛況

であった。

高山市立図書館、大庄巾立文化会館には格別

のご援助をたまあったことに敬意を表すもので

あI）ます。

●　郷土学習室の充実

郷士学習室が、いわゆる郷土を学習する部屋

として機能する一万、千どもたちが気軽るに調

べる学習室として内容を充実させた。

その一つとして、はく製動物のジオラマコー

ナーの作製がある。スペースが必ずしも十分な

ものではないが、動物と小鳥と配し、3か月ご

とに動物を取り替えるなど変化をもたせた。ま

な標本ケースの表に標示ラベルをイラストで示

す学習室へ充実させていきたい。

1量○∴ ��h����ユﾘ���
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〈4）新規採用教員研修

57年度は、美濃教育事務所管内の新採研修と

高等学校新採研修が当館で7月（高校）10月（

美濃）に実施された。学校教育と博物館の関連

を深めることを意図し、博物館の概要説明はも

とより、見学、さらには、小中学枝教員諸氏に

は博物館展示内容と学習指導要領との関連を示



した資料を配付して、学習指導案を各自作成し

てもらった。高校教員には感想文を提出しても

らい、研修内容を豊かにした。

●　出　版　物

岐阜県博物館報・第5号、岐阜県博物館調査

研究報告・第4号、岐阜県博物館だより・No17
－No19を刊行した。

●　広報活動

小・中・高の校長会、郡市の小中教頭会、社

会教育担当者主事会等において団体利用の依頼

をした。県の広報媒体を通じての広報、NHK、

岐阜放送、各新聞社を通じての広報。あるいは

チラシを各文化施設、十六銀行の窓口などへ配

布しPRに努めた。

●　フレンドの会の発足

数年来の懸案であった、友の会の発足の基に

なる「フレンドの会」が、8月発足した。会員

は趣旨に賛同してもらった50名をもってスター

トした。8月8日の講演会の後、30名の出席を

迎え、館長の挨拶のあと、教育普及係長の趣旨

設明、意見交換などをもち会の発展に期待した。

その後、10月、3月と3回の会を持った。

豊＼窯 ∴∴！∴ 
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が � 

会の世話役に関市の熊田光久氏を選び、お忙

しい中会のためご尽力いただいたこと敬意を表

し付記する。

（2）教育普及活動

1．各種講演会及び各教室の参加人数表

昭和57年度　教育普及活動　各講演会・教室参加人数
1 佇�����62�教∴玉　名 �6X耳耳7ﾘ�Y>�vR�儼����������2�劔�������ｲ�参加人数 儖X��ﾖﾂ�

人 文 関 係 店�C"�人文移動敬呈 ��Oﾃy7�,ﾈﾘ(ｴﾘ�)��8-�*�8｢���′館写芸主事　　横山　泰 劔L｢�23 ��

9　日葺∴　一枚∴∴会 剄ｋM中の信仰 � 刎X齎ﾝy�)JYVX���Hﾌｹ�ﾘ爾�刪黶@　般 ����� 

10．11i　　　II 刮ﾝ幣の歴史 � 丶8醜ｾ饐��h檠+x��ｵ8ｮi��Tb�刪黶@　般 涛R� 

31日＼文　教　室 剩�Zの諸 ���,i�ｸ脾�岐天助数段　　　松田之利 劔中写生以十・一一一般 田�� 

5．16　〉　挫；∴史　教　室 剏ﾃ文書を ��(-ﾙ�俶ｨ/�+8*�.��当館写芸主事　　西村覚良 劔II �3r� 

7．18！　　　II 冤I 冤l 劔II �3r� 

9．19 粕��II 冤l 劔II ��b� 

11．14 薄ﾂ�lI 冤I 劔II ��b� 

8．5 俟ﾈ��ﾌ8��ｻ8����石器　土器の話 剴槙ﾙ写芸主事　　徳松止広 劔小・中宇土 ��"� 

12 粕��II 冤I 劔II �����C2� 

19 粕��柘本のと ��ｩ_ｲ�Il 劔II ��r� 

自 然 関 係 店�C3��自　然　教　室 ��x､ﾈ,ﾉ�hｨ��又曳ｸ什}韜ｨ檍醜��ｷｸﾞ���=R�劔(i�虻ﾘ決��X自L｢�43 ��

6．27 薄ﾂ�みずなみの海 �1名大助教授　糸魚I用幸二 劔II 鉄�� 

8．8 俎X�����������橙�ふるさとの植物 凵u井波植物研究所長　井波一雄 劔般 ��#�� 

11．7 俾����(��ｻ8����天然記念物 剋梵l名誉数段　　堀　武義 劔中写生以十・一一一般 鼎2� 

8．1 俾����(��ｬ�������橙�白川村大窪地区・自然観察 剴槙ﾙ字芸主事　′桂休二郎i告別中也 劔小・車掌＿生・保護者 鼎�� 

11．14 俾��(昆:霆8��美濃の地質めぐり 剴槙ﾙ′’手テ � �?�馼����ｧﾘﾋIdiu��ll �32� 

4．29 俾��(ｬ��ｻ8��有年公園の柄物しらべ 剴又N∴∴； � 儁ｨ��揵nﾉm�?���小・中半生 鼎R� 

7．4 粕��百年公園の昆虫しらべ 剌¥年∴∴∵ � 倅�h����ｼh�覃饕�II �3��一一一一一一十 

10．17 粕��津保川の水生昆虫しらべ 僮I 劔II �#R� 

11．21 粕��「百年公開の植物しらべ � 侭Hﾈ�v�ﾇﾈﾔ磯h��(inﾉm井���冤 �3�� 

教 育 普 及 嶋�C#"�体　験　学　習　会 �'ﾈﾝxﾔ�?�,(*ﾘ��.����靈I[iu��剿ﾄ��40 ��
12．19 粕��「しめなれつくり 剔蝟�m久 劔II 鼎�� 

7．27－29 �Hｷ�-ﾘ琪��ｩ&ｲ� 剴槙ﾙ辛芸十三車　　用∴∴当 劔II �#b� 

8．25・26 粕�� 僮I 劔II 澱� 
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2．日曜映画会（16mm・スライド・VTR）

期　　　　間 �������������������������kﾂ�観覧者数 

4月25日一5月31日 �ﾉOﾉEｨ,ﾉYyZ��YU9D靠h��,iH饂渥��Xｯ)Xﾈ,ﾈ自�(ｴ��1，082 
高賃山の信仰（スライド）・刀匠 

7月28日－9月5日 儷9D靠h��,iH饂渥��Y6�9ﾘ蝌ｼh�X8�486�8x4X�Y6�9ﾘﾔ杏ﾂ�1，251 博物館で働く人々（スライド）“岐阜県の森林（スライ 

ド）・高山植物（スライド） 

10月1日一11月23日 儷9D靠h��,iH饂渥��YtｹN9(8�Yy委ｸ4X5ﾈ4��Y6�9ﾘ蝌ｼb�2，224 水郷の春・郡上本染・東洋の貨幣（スライド）・日本の 

貨幣（VTR）・美濃の藩札（スライド） 

3．昭和57年度　岐阜県博物館刊行物一覧表

昭 和 57 冖ﾈ��������������������発行年月日 儉X�Y¥R�部　数 儖X��ﾖﾂ�

一　岐阜県博物館だより　　　第17号 鉄x�CH�C��B5　4頁 �(�3���� 

II　　　　　　　第18号 鉄x�Cx�C��II �(�3����

II　　　　　　　第19号 鉄x�C���H�S��II �(�3����

岐阜県博物館報　　　　　第　5　号 鉄x�Cx�C��B5　31頁 ���3S��� 

岐阜県博物館調査研究報告　第4号 鉄��C8�C3��B5　61頁 ���3���� 

昭和57年度岐阜県博物館催し物案内 鉄x�CH�C��h��#R���X�3���� 

特別展リーフ 　高賀山の信仰 ��Sx�CH�C�����i lA。 i �#8�3���� 

年 �-8.�+8,h,ﾉ��Z��157．7．6 又�X��c�ﾗb�12，000 
東洋の貨幣 鉄x�C��C��i …　B6 �#��3����

∴度 �<�¥ｩ5x麒����ﾘ(棹�(,ﾉ�ﾘｼ"�57．4．21 牝#S3)¥R���400 ��

特別展ポスター �����3S��� 

島貫山の信仰 鉄x�CH�C���B5 

ふるさとの植物 鉄x�Ch�C�X�����"����3S��� 

東洋の貨幣 鉄x�C��Ch������#"����3S���

4．教育普及活動のスナップ

23種類の博物館教室（講演会を含む）を実施

することができた。どの教室も盛況であり、参

加者の学習意欲を十分うかがうことができるも

のであった。熱心にメモする人、つきない質問、

終了後も熱心に尋ぬる人、あるいは物を持参し

て来て尋ねる人等々、こういった熱心な参加者

の姿を見るにつけ、企画担当者として、これら

の催しものを通じて県民一般の人々と博物館と

が接近していくのではないかと思うことがしば

しばであった。以下、活動スナップの数々を載

せてふりかえってみることにする。
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★　特別展　ふるさとの植物　　講演会

8月8日　　　　　　講師：井波一雄氏

約130名の聴衆を前に自分の目とからだで事

実をたしかめよと力説された。



★　岐阜県の歴史教室　　5月16日

指導者：西村覚良（当館学芸主事）

4回シリーズで、古文書など史料の解読をし

ながら美濃を中心に歴史をさぐる。古文書ブー

ムもあって老人の方の参加が目立った。

∴∴∴∴ l．、 

．l 凵������� 

「 ������"� 

★　夏休み学習相談　　7月、8月

当館は、自然系、人文系の博物館として、千

どもにも親しまれている。展示資料に一層の理

解と関心を期待しながら、子どもたちの自由な

質問に応じた。

∴∴ちなシ 鳴��� ��替 「∴ 
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★　自然観察教室　10月17日

指導者：柴田佳章（当館学芸主事）

当教室は4月、7月、10月、11月の4回実施

した。4月と10月は植物観察（担当：小野木三

郎）7月、11月は昆虫観察。親子づれで好評。
、一∴　∴ 偖��B� 侭�ﾉ�94x����ﾘ岐�
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★　自然移動教室　11月14日（日）

指導者：笠原芳雄（当館学芸主事）

秋の行楽日、マイクロバスで館を出発、各務

原台地から美濃加茂市、可児市と代表的地層を

説明を聞きながら見学した。
l　∴∴ゝ
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★　体験学習会　　8月22日（日）

講師：石原文雄氏（公務員）
「竹細工つくり」竹で鳥、水鉄砲、竹トンボ、

など、おもちゃを作って楽しんだ。

撥＼葦　　　　鵬 ��X��� ��

懸 ／／も、鴫 裁職＼ 亭三三 

★　体験学習会　12月19日（日）

講師：大野仁久氏（団体職員）

日本古来の伝統行事、＼しめなれつく　り、、に挑

戦した。しめなれの由来、種類など話を聞きな

がら、親子いっしょに慣れない純ないに苦労し

た。
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（6）寄贈図書一覧（順不同）（昭和57年4月1日～昭和58年3月31日）

〔博物館関係1

埼玉県立博物館

栃木県立博物館

国立民族博物館

名古屋市博物館

千葉県立総高博物館

埼玉県立民俗文化センター

船橋市郷土資料館

瑞浪陶磁資料館

鹿児島県明冶百年記念館

浜松市博物館

日本博物館協会

小松市博物館

北九州市立自然史博物館

富山市科学文化センター

蒲郡市郷土資料館

少年科学センター

青森県立郷土館

岩手県立博物館

静岡市立登呂博物館

千葉県立安房博物館

徳島県博物館

鳥取県立博物館

紙の博物館

国立科学博物館

平塚市博物館

飛鳥資料館

日本はさもの博物館

浦和市立郷土博物館

神奈川I県立博物館

北見市立北見郷土博物館

根岸競馬記念公苑

北海道開拓記念館

石Iii県立郷土資料館

仙台市博物館

富士市立博物館

愛姫県立博物館

群馬県立歴史博物館

国立科学博物館付属自然教育図

書士ビジターセンター

藤原自然科学館

大阪市立自然史博物館
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大田区立郷土博物館

久留米石橋美術館

秋田県立博物館

福井市立郷土歴史博物館

埼玉県立歴史資料館

東北歴史資料館

豊橋市美術博物館

愛知県陶磁資料館

全日本博物館学会

岐阜県歴史資料館

京都国立博物館

千葉県立大利根博物館

鹿児島県立博物館

岡山県立博物館

東京都高尾自然科学博物館

大阪市立博物館

北海道立三岸好太郎美術館

山口県立山口博物館

八王子市郷土資料館

北九州市立歴史博物館

国学院大′学考古学資料館

東郷青児美術館

佐賀県立博物館

千葉市加営利貝塚博物館

福岡市立歴史資料館

関西大学考古学資料室

石川県美術館

沼津市歴史民俗資料館

瀬戸内海歴史民俗資料館

奈良県立民俗博物館

東京国立博物館

市立名古屋科学館

日本モンキーセンター

瀬戸市歴史民俗資料館

南山大学人類学博物館

リトルワールド

奈良県立橿原考古学研究所

天理参考館

山梨県立美術館

群馬県立歴史博物館

豊橋地下資源館

明治村

鉄斎研究所

釧路市立郷土博物館

白鹿記念酒造博物館

山形県立博物館

埼玉県立さきたま資料館

渋谷区松涛美術館

斜里町立知床博物館

長野市立博物館

熊本市立熊本博物館

日立市郷土博立館

和歌山県立記伊風土記の丘資料館

憲政記念館

福井市郷土自然科学博物館

たばこと塩の博物館

沖縄県立博物館

土岐市美濃陶磁歴史館

神戸市立博物館

瑞浪市化石博物館

滋賀県立琵琶湖文化会館

佐賀県立九Ii旧知磁文化館

橿原市子塚資料館

藤原岳自然科学館

小山市立博物館

尾崎市立田能資料館

京都府立山城郷土資料館

熱田神宮宝物館

大町山岳博物館

愛知県文化会館

くすり博物館

音訓両県博物館協会

常滑市民俗資料館

京都府立総合資料館

若狭歴史民俗資料館

京都府立丹後郷土資料館

致道博物館

千葉県立上総博物館

霊山顕彰会

相Iii郷土博物館

青郎記念館

佐世保有文化科学館

国立近代美術館

長崎県立美術館



須賀川市立博物館

尾鷲市立中央公民館郷土室

久能山東照宮博物館

市立函館博物館

t教育委員会関係1

弘前市教育委員会

愛媛県教育委員会

春日井市民文化センター

福生市教育委員会

沼津市役所

福島県教育庁

浜名郡可美村教育委員会

静岡県教育委員会

教育庁文化課

広島市教育委員会

世田谷区教育委員会

名古屋市教育委員会

東京都教育庁文化課

鹿児島県教育委員会

長崎県教育庁

京都府立教育庁

佐久間町教育委員会

愛知県教育委員会

松山市教育委員会

北上市役所

神奈川県教育庁

Iil崎市教育委員会

滋賀県庁文化財保護課

相模原市教育委員会

岡崎市役所

Iii越市役所

美濃教育事務所

岐阜県文化財保護協会

福岡町教育委員会

恵郡市教育委員会

中津川市教育委員会

加茂教育事務所

可児市教育委員会

古川町役場

束濃教育事務所

岐阜県教育センター

東白川村役場

岐阜県教育委員会

土岐市役所

糸貫町役場

輪之内町教育委員会

岐阜市教育委員会

板取村役場

洞戸村教育委員会

神岡町教育委員会

川島町役場

久々野町教育委員会

白川町教育委員会

関ヶ原町教育委員会

萩原町教育委員会

朝日村役場

墨俣町教育委員会

上之保村教育委員会

大垣市教育委員会

t学校関係1

岐阜大学教育学部

青墓小学校

多冶見工業高等学校

国学院大学博物館学研究室

武儀高等学校同窓会

岐阜県高等学校生物教育研究所

軸台大学学芸員養成課程研究室

加茂高等学枝

聖徳短期大図書館

市郎学園

愛知大学文学会

松枝小学校

立教大学学芸員課程

岐阜薬科大学

金華小学校

中部女子知大

池田小学校

土岐北高等学校

八幡中学校社会科研究会

宮内庁書陵部

岐阜県立図書館

安八町中央公民館

養老町中央公民館

羽島市立図書館

［研究機関1

奈良国立文化財研究所

元興寺文化財研究所

名古屋営林局

アイヌ無形文化伝承保存会

飛騨郷土学会

日本実生研究会

東京都埋蔵文化財センター

民具製作技術保存会

岐阜県水産試験場

不破郡教育振興会

東京貝類同好会

日本常民文化研究所

尼崎市立文化財収蔵庫

岐阜県工業試験場

御正作遺跡発掘調査概報資料刊行会

東京国立文化財研究所

地質調査所

広島県葦戸千軒町遺跡調査研究所

［個　　人］（敬称略）

佐藤　正孝　　　伊藤　洋輔

宮尾　嶽雄　　　前橋　　均

宮崎　　惇　　　三輪　車朗

鬼頭　晴彦　　　井戸　惣一

大岡　明臣　　　加藤　車夫

椙浦　敬一　　　丸山　竜平

石田　鎌一　　　中川　成夫

西野　機繁　　　奥村　　潔

全盲　弘之　　　古lii　のぶ

香田　寿男　　　大久保甚一

三尾　和広　　　西村　重則

下山　　明　　　杉田　安己

奥原　豊一　　　和田　　集

I間奇　立夫　　　渡辺　　浩

山田　勝弘　　　西村　宏一

渡辺　精市　　　木島　　泉

山本　たつ　　　谷口　順三

後藤　　正　　　尾関重之介

篠田　鴨之　　　林　　芳男

渡部　芳郎　　　菅田　一衛

青木禰太郎　　　山本　敏子

加知　伴三　　　高原　信治

鷲見愛剣堂　　　浅野∴∴忍

鷲見恵美子
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