資料館だより

なお、焼津市歴史民俗資料館は、

ます。

年の１月 日㈰まで開催しており

術をご覧ください。企画展は、平成

「焼津の鰹節」 をテーマ に企画展を開催！
焼津市歴史民俗資料館では、
月 日㈮から企画展 焼
｢津の鰹節
～その歴史と技術～ ｣を開催し
ます。

日本の食文化に欠かせない鰹節。 展示替えのため 月１日㈪から４日
焼津の鰹節は全国屈指の品質を誇 ㈭まで休館します。
り、その鰹節製造技術はさまざまな
改良が加えられて確立され、全国に
にいなめさい

広く普及しました。毎年行われる
きゅうちゅうかしこどころ

ほんがれぶし

宮 中 賢 所 における新嘗祭には、焼
津の本枯節が戦後間もなくから現在
まで献上されています。

月３日㈷、大井川図書館東側にあ

る大井川民俗資料保管庫を公開しま

す。ここには大井川地区で収集してき

た農具などの民具資料を収蔵していま

自主運行バスを使って史跡巡りを開催！

８月 日㈬生活安全課との共催 り田遊びで使われる「しょっこ」な
で、第

回史跡ガイドウォーク どを間近に拝見して説明を聴くこと

「航空自衛隊静浜基地の見学と周 ができました。静浜基地では、管制

す。例年、この日は同地区の地場産品

を紹介・販売する「大井川商工まつり」

辺の史跡巡り」を開催しました。 塔見学や体験搭乗ができ、大変有意

月 日㈮には生活安全課との共

たけろう

講師は、焼津市文化財保護審議会

詳しくは、歴史民俗資料館までお

月 日㈯に伝統文化子ども教室 です。 月 日㈫から受け付けを開

竹を使ってミニ門松をつくろう！

観し、大井八幡宮では社殿に上が 問い合わせください。

財の「日本全勝千万年之図」を拝

にほんぜんしょうせんまんねんのず

加者は、則心寺では、市指定文化 定です。

そくしんじ

跡やお寺を巡りました。 人の参 スに乗って高草山周辺を散策する予

公 床 机据え跡など基地周辺の史 会長の落合孟郎さんで、自主運行バ

しょう ぎ

奉納される大井八幡宮、徳川家康

民俗文化財の「藤守の田遊び」が 再発見の旅」を開催します。

衛隊静浜基地内や国指定重要無形 催で「自主運行バスに乗って 地域

「静富山」のある則心寺や航空自

じょうふざん

自主運行バスを利用して、扁額 義な一日となりました。

へんがく

もミュージコ周辺で開催されます。

ぜひこの機会に大井川の歴史と文化

に触れてみてください。

参加費３００円（材料費）と

をお願いします。

勾
｢ 玉をつくろう！」を 生以下は保護者とご一緒に参加

まが た ま

月 日㈯に伝統文化子ども す。対象は小学生で、小学３年
教室

古代人も使っていたといわれ

開催します。

焼津文化会館３階会議室で 月

ミ｢ニ門松をつくろう！ を
｣ 焼津文 始します。

新しい年を手作りの門松とともに

各回 人の定員。
開催場所は、 化会館３階会議室で開催します。

る勾玉を、実際に作ってみませ マスクを持ってきてください。
んか。
午前の部は、９時 分から

午前の部は、９時 分から正午ま

日㈫から受け付けを開始しま 迎えませんか。
分までの予定で す。

16

で、午後の部は１時 分から４時ま

でです。対象は小学３年生から中学

生で、小学生は保護者とご一緒に参

加してください。

募集人数は各回 人です。参加費

せんてい

は、 ００円（材料費）です。

持ち物は、軍手、剪定ばさみ、ぞ

を持ち帰る袋（大きなごみ袋など）

挑戦中！）

うきん、保険証（コピー可）
、作品 ▶昨 年 の 門 松 作 り（ 垣 根 縛 り に


20

この機会に焼津の鰹節の歴史と技

焼津の宝「カツオ」「鰹節」をテーマに

歴史文化講演会を開催
また、 月 日㈯午後２時から、 予水産研究センター副センター長、

時 分まで、午後の部は１時

11

電話６２９－６８４７

企画展に関連した講演会を開催しま 日本カツオ学会会長）で、会場は焼

4 22

11
分から３時

12

焼津市三ケ名 1550 番地

堅魚煮汁運搬用壺
月 日㈯から歴史民俗資料館に

す。第３回歴史文化講演会で演題は 津文化会館３階会議室です。
「地域の宝としてのカツオ・鰹節の

10

▲紙やすりを使って滑石を削り、
勾玉を作ります！

平成 24 年 10 月号

価値を問い直す～『ぎょしょく』で て電話で申し込みを受け付けます。

20

20

焼津の魅力を再発見～」です。焼津 聴講無料です。奮ってご参加くださ
の人々に古くから愛されているカツ い。
オと伝統的製法で作られる鰹節。地
域の宝ともいえるカツオと鰹節に

30 30

20

もみがら

とうみ

30 11

11

▲昨年は、唐箕で籾殻を飛ばす
体験を行いました！
20

30

22

24

焼津市歴史民俗資料館

講師の若林良和氏

12

5

20

11

10

「ぎょしょく」の観点からその魅力
に迫ります。

30

10

講師は、若林良和氏（愛媛大学南

「勾玉をつくろう !」参加者募集！

25
10

30

11

大井川民俗資料保管庫公開！
伝統文化子ども教室

第 82 号
10

５

第 回郷土資料展を開催
新聞で平成を振り返りました！

８月 日㈯伝統文化子ども教
石器作りでは、ハンマーで黒

室「石器時代にタイムスリッ 曜石を小さく割って、竹で挟
プ！」を開催しました。小学生 み、たこ糸で両端を結んで固定

人、午後 人の計 人の参加者が

七種類の七夕飾りが完成しました！

７月７日㈯、毎年恒例となってい

19

18

16

参加者は、保護者や中高生ボラン

の会ボランティア（午後２人）に手

、友
師は小早川あや子さんで、当日午前 ティア（午前６人、午後１人）

火おこしでは２人１組で１人

伝ってもらいながら、織り姫、ひこ

や舞ぎりを使った「火おこし」
、

星、ちょうちんなど７種類の七夕飾

りを完成させました。

付けをしてもらうための笹をお配り

帰りには参加者全員に自宅で飾り

すると、会場は笑顔で一杯になりま

協力しながら作りました。

▲昔な が ら の 七 夕 飾 り を 親 子 で

した。

ヌキ、ウサギ、リスの的を狙っ

｣

得点が高く、班ごとの対抗で、
当日一番の盛り上がりを見せて
いました。
７月 日㈯に伝統文化子ども
教室 水｢でっぽうをつくろう！

を開催しました。今年は午前の
部のみの開催で、 人が参加し
ました。

を巻き、各自の持参した布で
覆って筒に合った太さにし、た
こ糸でしっかり縛る作業は、竹
の太さがそれぞれ異なり大変で
したが、参加者は、講師の指導
を受けながら作りました。製作
後は、清見田公園に移動し、歓
声を上げながら実際に水を飛ば
して遊びました。

講師は、ふじのくに地域づく

人の聴講者の皆

した。

説をしていただきま

とに分かりやすい解

の検証結果などをも

文化会館３階会議室で開催しま で、当地域の地形や過去の災害

震災と想定東海地震―」を焼津 りアドバイザーの井野盛夫さん

「津波被害と私の街―東日本大

７月 日㈰、歴史文化講演会 した。

て矢を射ました。小さい的ほど

の班に分かれ、クマやシカ、タ

模擬狩りでは、参加者は つ

大変。火種から炎へとする作業

粉ができましたが、そこからが

に挑戦しました。煙が出て黒い

矢を的に当てその得点を班ごと が火切り板を押さえ、もう１人

験しました。

に競う「模擬狩り」の３つを体 が舞ぎりを上下させて火おこし

は、
黒曜石を使った「石器作り」 た。

て 人が参加しました。参加者 切ってその切れ味を体験しまし をつくろう！」を開催しました。講
21

の男子 人と女子５人の合わせ し作った石器で、葉っぱや紙を る伝統文化子ども教室「七夕かざり 集まりました。

17

がなかなか難しいようでした。

１

月５日㈬～ 日㈫に、焼津

▶懐か し い 新 聞 紙 面 に 見 入 る
来場者の皆さん

とで驚いた」
「時が経つのが早い」

会場を訪れた皆さんからは、
「懐 との声が多く聞かれました。

歴史文化講演会を開催しました

文化財愛護倶楽部（旧焼津市文
化財保存協会）設立 周年の記

世 年間を振り返りました。

に、約２５０点を展示し「平成」の していたことが 年以上前のこ

記憶に残る新聞の一面記事を中心 かしい」
「つい最近のことと記憶

和の終わりから現在にかけての

変わり、平成も、はや 年。昭

時代も昭和から平成へと移り

ました。

のみなさんのご来場をいただき

た。会期は６日間で、３５８人

文化会館展示室で開催しまし

「平成も、もはや二十余年」を

念事業として第 回郷土資料展

40

24

今年も 博 物 館 実 習 生 を 受 け 入 れ ま し た

5
竹の棒の先端にすきまテープ

26

毎年、夏休みの時期に、歴史民

21

11

41

36

たことでしょう。

える良い機会になっ

海地震への備えを考

ことが想定される東

中、近い将来起こる

憶もまだ生々しい

本大震災の悲惨な記

さんにとって、東日

71

を目指す大学生の実習を受け入れ

ています。
今年は、静岡産業大学と大谷大

学（京都）の学生がそれぞれ２人
ずつ、 日間、実習を行いました。

さんの内容で、資料館の実際の業

社の獅子木遣りの随行と盛りだく

し し き や

の作成、展示室受付業務、焼津神

教室の準備、クイズラリーの問題

実習生は、資料の実測、子ども

10

務に触れました。

▲作った水でっぽうで、早速試し打ちをしました。

10

俗資料館では、学芸員の資格取得

▲狩り体験用の動物の絵を修復してくれました。

石器時代の生活を体験！
竹で水でっぽうを作りました

41

9
24

