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スタンプラリーの完走賞がでました
事務局：全館まわっての感想はいかがですか。

３月 20 日にスタートした徳島県博物館協議会主
催の「とくしまミュージアムスタンプラリー」で，は
やくも完走賞を達成された方がでました。徳島市方
上町にお住まいの岩佐隆義さん・亜紀さん・直樹君・
優里ちゃんご一家で，３月21日から６月６日まで延
べ日数14 日で県内の博物館施設37 館をまわられま
した。６月 20 日（日）に徳島県立博物館２階常設展
ロビーで表彰式を行い，ご家族には博物館協議会会
長から，賞状と記念品を贈りました。

岩佐：これまではレジャーといえば県外の観光地に
目が行っていましたが，近くに楽しめるいいところ
がたくさんあることが発見できました。２回目まわ
る時は下調べもしながら，じっくり見てまわりたい
と思います。
事務局：どうもありがとうございました。

さあ，みなさんも岩佐さんご一家のように，スタ
ンプラリーで徳島のあらたな発見の旅に出て見ませ
んか？
みなさんの参加を心よりお待ちしています。そし
て，完走しての感想を聞かせてください。

表彰式の後，岩佐さんご一家にお話しをうかがい
ました。
事務局：スタンプラリーに参加されたきっかけ，動機はな

（徳島県博物館協議会事務局）

にでしょうか。

岩佐：家が近所のため，文化の森へは１週間に１度
くらいの割合で来ています。３月 21 日に来館した
際，たまたまスタンプラリーがはじまっているのを
知り，参加しました。
事務局：途中，困ったこと，良かったことはありますか。

岩佐：困ったことといえば，徳島博物館マップでは
各施設の位置が正確にはわからなかったことです。
良かったのは，スタンプラリーには全館まわる賞以
外に地域賞，特別賞といった数館でもらえる小分け
した賞があり，これをもとにどうまわるかのプラン
をたてられたことです。また，この各賞が励みにも
なりました。海部賞でいただいた絵本は良かったで
す。市場町の手作りのハガキも印象に残りました。

企画展・催し物案内（

99. ７月〜９月）＆ＰＲ情報
徳島県立近代美術館

徳島県立博物館
〒 770-8070

徳島市八万町向寺山

☎ 088-668-3636

7 月 17 日(土)~8 月 29 日(日)
館蔵品展｢自然コレクション｣
9 月 10 日(金)~10 月 11 日(月)
企画展｢伊能忠敬が描いた日本｣
10 月 24 日(日)~11 月 21 日(日)
企画展｢発掘された日本列島'99
新発見考古速報展｣
人文と自然をあわせた総合博物館です。第 2･4 土曜は，
クイズラリーを開催しています。みんなで参加してね。

〒 770-8070

徳島市八万町向寺山

☎ 088-668-1088

７月 17 日（土）〜８月 29 日（日）
「東アジア絵画の近代−油絵の誕生とその展開−」
９月 11 日（土）〜 10 月 17 日（日）
「前田寛治の芸術展−詩情と造形−」
ピカソやクレーなどの
２０世紀の人間表現，徳島
ゆかりの作家の作品，現代
版画を年間４回の所蔵作
品展で紹介。
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No. ６

徳島県立文書館
〒 770-8070

徳島市八万町向寺山

☎ 088-668-3700

４月 27 日（火）〜８月１日（日）
「和田津新田の成り立ち−栗本家文書より−」
8 月 3 日(火)~10 月 31 日(日) 「阿波の絵図パート３」
徳島の歴史的文化的価
値を有する公文書・古文
書等が閲覧できます。ま
た企画展・講座なども開
催しています。

徳島市立徳島城博物館
〒 770-0851 徳島市徳島町城内 1-8 ☎ 088-656-2525
４月 27 日（水）〜７月４日（日）
企画展「美術のなかに描かれた物語の主人公たち」
３月９日（火）〜７月 20 日（火）
テーマ展「日本薬学の開祖『長井長義』
」
７月 22 日（木）〜９月 26 日（日）
企画展「
『ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾙｰー藍染の美』と阿波おどり」
本年 4月より、博物館ガ
イドボランティアが発足
しましたので、ご利用くだ
さい。

とくしま動物園
〒 771-4267 徳島市渋野町入道 22-1 ☎ 088-636-3215
７月中

丈六寺宝物館
〒 770-0908

徳島市丈六町丈領 32

国指定重要文化財の
「細川成之画像」をはじ
め，聖観音坐像胎内仏・
古書画・古茶碗等を展示
しています。

モラエス館
〒 771-4263

徳島市眉山町茂助ヶ原 ☎ 088-623-5342

日本文化と日本女性を
こよなく愛したポルトガ
ルの文学者モラエスの作
品や遺品などを展示した
資料館です。
※７月末まで休館です。

徳島県郷土文化会館ー阿波木偶資料館ー
〒 770-0835

徳島市藍場町 2 丁目 14 ☎ 088-623-5342

７月１日（木）〜 31 日（土）

寄贈民俗文化財展

本県の代表的な民俗芸
能である人形芝居の木偶
カシラが数多く見られま
す。お気軽にご来館くだ
さい。

動物愛護に関する標語の募集

７月下旬 サマースクール
７月の日曜･祝日 園内スポットガイド（リスザル）
８月の日曜・祝日 園内スポットガイド（ﾎｯｷｮｸｸﾞﾏ）
９月の日曜･祝日 園内スポットガイド（エゾヒグマ）
平成 11 年 4 月 29 日に
こども動物園がオープン
しました。動物と子供の
ふれあいがテーマの動物

徳島県立鳥居記念博物館
〒 772-0016 鳴門市撫養町妙見山公園 ☎ 088-686-4054
徳島が生んだ人類学・考
古学の開拓者・鳥居龍藏
博士の業績を顕彰する施
設。実地調査収集品，遺
品等を展示。

園です。

鳴門市ドイツ館
阿波十郎兵衛屋敷

〒 770-0114

徳島市川内町宮島本浦 184
☎ 088-665-2202

〒 779-0225

鳴門市大麻町桧字東山田 58-2
☎ 088-689-0099

7 月 1 日(木)~7 月 31 日(土) 「リューネブルグの絵画展」

人形浄瑠璃定期上演日時（４月１日〜 11 月 30 日）
月 ~ 土曜日 15:00 日曜日・祭日 10:30 15:00

板東俘虜収容所でのド
イツ兵俘虜たちの多彩な

※お盆（阿波踊り）期間は定期上演以外にも上演。
※定期上演以外の特別上演については，１回15,000円

活動と地元民との交流状
況。および「第九」初演地

で予約（１週間前まで）受付。

の資料。

浄瑠璃の傑作「傾城阿
波鳴門」の主人公板東十
郎兵衛の屋敷跡で館内で
は十郎兵衛遺品・不遇人
形等を展示。
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財団法人 恰美術館
〒 772-0016 鳴門市撫養町妙見山公園☎ 088-686-1611
５月 15 日(土)〜８月 31 日(火)
「知られざる夢二 その世界展」

日和佐うみがめ博物館
〒 779-2304

海部郡日和佐町日和佐浦 370-4
☎ 0884-77-1110

カメの進仕史、ウミガ
メの生態等の資料の展示

昨秋、新発見された夢
二のデザイン、美人画な

や飼育しているウミガメ
の観察の出来る博物館で

どを全国に先駆けて公開。
「知られざる夢二の世界」

す。

の特別展です。

貝の資料館「モラスコむぎ」
徳島県立大鳴門橋架橋記念館エディ
〒 772-0053

〒 775-0005

海部郡牟岐町大字灘字下浜辺 198-1

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池
☎ 088-687-1330

☎ 0884-72-2520
モラスコとは、スペイ
ン語で貝類を意味し、そ
の名のとおり展示ホール

徳島県内の観光のイン
フォメーションやハイビ
ジョン映像、自転車体験

には二千種、六千点の貝
を展示しています。

や釣ゲームなどが楽しめ
る施設です。

海部町大うなぎ水族館イーランド
勝浦町郷土資料展示室
〒 771-4305

勝浦郡勝浦町大字久国字久保田 2-1
☎ 08854-2-2300
８月 10 日（火）〜８月 21 日（土）
「化石展・写真展（四国の滝・20 世紀阿波の勝浦）
」
平安時代に作られた絵
馬を始め鎌倉時代作と言

〒 775-0302

海部郡海部町奥浦

☎ 0884-73-2330

体長２ｍ体重 23 ｋｇ
を筆頭に大小さまざまな
大うなぎを年齢別に観察
できます。

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館

われる古面の数々や化石
の宝庫にふさわしい化石

〒 771-0220

を常設展示。

板野郡松茂町広島字四番越 11-1
☎ 088-699-5995

５月 12 日（水）〜 10 月３日（日）
「ふるさと松茂と阿波の風景−絵・写真と短歌−」

那賀川町立歴史民俗資料館
〒 779-1234

那賀郡那賀川町大字古津字居内 339-1
☎ 0884-42-2966

足利尊氏の末裔である
阿波公方が２７０年間過

ふだん見過ごしがちな
松茂の風景を、写真コン
クールの応募作品と「松
茂を短歌で遺する会」の
短歌で紹介しています。

ごした館跡に建てられ，
関係資料や農村・漁村の

社団法人

民俗民具を展示。

〒 771-0212

相生森林美術館
〒 771-5411

那賀郡相生町横石字大板 34
☎ 08846-2-1117

7 月 16 日(金)~8 月 31 日(火)
木のまち相生の美術

「夏休み絵本原画展」

三木文庫

板野郡松茂町中喜来字中須 20-2
☎ 088-699-2414

この文庫は，三木家当
主第１３世與吉郎真治が
昭和５５年４月社団法人
とした。阿波藍関係の資
料館です。

館。所蔵の木彫、木版画
をはじめ、様々な企画展
も開催しています。
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No. ６

藍住町歴史館「藍の館」
〒 771-1212

板野郡藍住町徳命字前須西

財団法人
〒 779-3401

阿波和紙伝統産業会館

麻植郡山川町字川東 141

☎ 088-692-6317
8 月 1 日(日)~31 日(火) ｢情熱の女達からのメッセージ｣
阿波藍の栽培と加工の
全プロセスが理解でき，

6 月 15 日（火）〜 7 月 18 日（日）
「和紙会館ちぎり絵教室 生徒作品展」
7 月 20 日(火)~8 月 15 日(日) 「ＤＳＣＯ展（巡回展）
」
8 月 17 日(火)~9 月 5 日(日) 「池田毅 二十四節気考」

旧奥村家屋敷公開。藍染
めの体験もできる。ハン

手漉和紙の実演見学・

カチ５００円。

体験実習が楽しめるほ
か，企画展示や阿波和紙

上板町立歴史民俗資料館
〒 771-1310

☎ 0883-42-6120

製品の販売も行ってい
ます。

板野郡上板町泉谷字原中筋 8-1
☎ 088-694-5688

阿波和三盆糖の歴史見

美馬郷土博物館
〒 771-2105 美馬郡美馬町字願勝寺８☎ 0883-63-2118

学等は和三盆の古里上板
町歴史民俗資料館へぜひ

寺町周辺ボランティア
案内グループが設立され

一度お越し下さい。お待
ちしております。

ました。気軽にお越しく
ださい。

土成町郷土歴史館
〒 771-1506

板野郡土成町大字土成字丸山 46-1
☎ 088-695-2311

土成町から出土した旧

〒 779-4802 三好郡井川町岡野前 64 ☎ 0883-78-4311
６月〜９月
「きざみ煙草資料調査発表展」

石器時代〜中世の遺物や
近世の民俗資料，また故三

図書館、多目的ホール、
歴史民俗資料館のある複

市場町立歴史民俗資料館
阿波郡市場町大字市場字上野段 212-2

合施設です。県西部の情
報発信基地です。一度足
を運んで下さい。

☎ 0883-36-6455
7 月 4 日（日）〜 25 日（日）
8 月 15 日（日）〜 29 日（日）

「陵南文庫展」

片岡光子遺作展（絵画）
」

木武夫氏の遺品等を展示
しています。

〒 771-1602

井川町ふるさと交流センター民俗資料館

「懐かしの教科書展」
「終戦記念展」

三加茂町立歴史民俗資料館
〒 779-4703 三好郡三加茂町中庄 1189 ☎ 0883-82-3964
７月〜８月

「粘土作品の野焼き」

市場名物「やねこじき」
今年度優秀賞作品 名探

郷土より集めた考古資

偵コナンがもののけ姫と
交代しました。一度見に

料、民俗、古文書、民具、
農具等の歴史資料館で

来てね。

す。

平家屋敷民俗資料館
〒 778-0105

三好郡西祖谷山村字東西岡 46
☎ 0883-84-2029

平家屋敷は昔の建物そ
のままで，屋根は草葺
で，屋内には平家由来の
宝物を展示しています。
年中無休。
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那賀川町科学センター

石の博物館
〒 779-5452

三好郡山城町上名 1553-1

〒 779-1243

☎ 0883-84-1489
7月18日(日)~8月29日(日)

8 月 28 日(土)･29 日(日)

「火星の石と隕石展」

「環境フェア」

国内最大級の大型望遠
鏡を備えた天文館と科学

山城町の岩石をはじめ
数々のオフィオライト

の原理が楽しく学べる体
験館があります。

「岩崎正夫コレクション」
を展示しています。

海南町立博物館

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里
〒 771-4102

那賀郡那賀川町大字上福井字南川渕 8-1
☎ 0884-42-1600

名東郡佐那河内村上字大川原 5-8
☎ 088-679-2238

7/4,11,18,20,25 8/1,29 9/19,23,26 「自然観察会」
自然の仕組みや成り立
ちを理解し，あるがまま

〒 775-0202

海部郡海南町四方原字杉谷 73
☎ 0884-73-3100

夏休み期間（日時未定）
歴史体験学習「トーテムポールの製作」
刀や古銭、古墳出土品
他を展示。海部刀の

の自然を探索するための
活動拠点となっています。

数々、大里古銭 81 種類
と銭甕、中に入れる大里
古墳石室ジオラマ等。

阿波木偶人形会館
〒 771-0114

宍喰町海洋自然博物館

徳島市川内町宮島本浦 226-1
☎ 088-665-5600

〒 775-0513

海部郡宍喰町竹ヶ島 28-45
☎ 0884-76-3100

展示資料の木偶人形な
みんなの知らない海が
ある。海を知り、海を体
験する感動のスペースで

どは，時おり新作の入れ
換えもいたしております。

す。

菘翁美術館
〒 770-0855 徳島市新蔵町１丁目 46 ☎ 088-653-2858

阿波和三盆糖資料館
〒 771-1310

板野郡上板町泉谷

空海に次ぐ書名家とし
て著名な貫名菘翁の書画

徳島物産の阿波和三
盆糖についての資料館

作品を収蔵し，常時展示し
て一般に公開しています。

です。製法の解説及び
昔の道具，その他資料

☎ 088-694-2020

を展示してあります。

阿波こくふ街角博物館（運営委員会）
神山町郷土館

〒 779-3122 徳島市国府町府中 57-6 ☎ 088-642-0183
8 月 13 日(金)･14 日(土)
国府町は昔阿波の国司
庁があり栄えたところ。街
角の工場や民家に心とき

「国府街博バスツアー」

〒 771-3310

名西郡神山町神領字中津 132
☎ 088-676-1177

神山の工芸品等の展示。

めく名品があって１３館
が博物館。
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No. ６

徳島市立考古資料館

祖谷宝物館
〒 778-0102

三好郡西祖谷山村字善徳 162-7

〒 779-3127

徳島市国府町西矢野字奥谷 10-1

☎ 0883-87-2733

☎ 088-637-2526
７月 20 日（火）〜９月５日（日）
特別企画展「前期古墳の謎−前方後円墳の出現−」

祖谷平家・徳島城主蜂
須賀家の家宝を数百点展
示。県指定文化財展示。

徳島市の縄文時代か
ら平安時代までの考古
資料約 700 点、
（一部複

※現在，休館中です。

製）を常設展示してい
ます。

大塚国際美術館
〒 772-0053

旧永井家庄屋屋敷

鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 65-1
☎ 088-687-3737

〒 779-4101

美馬郡貞光町字西浦

☎ 0883-62-2018

二層うだつの町並み、

板の上に原寸大で忠実
に再現した世界初のセラ
ミックアートミュージア

小路の向こうの庄屋から
懐かしい声が聴こえてき

ム。

ます。

新規加盟館紹介
これまでの42館に加え，今年度からあらたに2館
が徳島県博物館協議会に加盟しました。すでに上段
でも紹介していますが，簡単に紹介します。

旧永井家庄屋屋敷

徳島市立考古資料館
徳島市の埋蔵文化財資料（考古資料）を中心に，
郷土の特色ある文化財を展示しています。また，阿
波史跡公園をはじめ，周辺の文化財と一体となった
地域博物館でもあります。さらに，企画展・講座の
開催，土器づくりなどの体験学習も行っています。
（パンフレットより引用）

この屋敷は，約 550 坪
の敷地の中に母屋，蔵や
ネドコ２棟等の建物群，
また，井戸や鶴亀蓬莱庭
園（座視鑑賞式）等，その
歴史を今に伝えるたたず
まいを色濃く残していま
築地塀の外より
す。
18 世紀後期に創建され，19 世紀前期から明治時
代に間取りの骨格が整ったであろう母屋をはじめ，
蔵やネドコ２棟等の建物群が，今日まで維持されて
きたこと自体希少なことです。また，旧永井家庄屋
屋敷の間取りは，庄屋としての特別な格式を備えた
間取りを現在に伝える貴重な歴史的文化遺産と言え
ます。
（「貞光の街並み」より引用）

徳島市立考古資料館外観

【主な展示資料より】

宮谷古墳の
三角縁神獣鏡

庄遺跡の木偶
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旧永井家庄屋屋敷（母屋）

名東銅鐸

