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初めて捕まえたとき，私は仲間からの賞賛や父

昔のこと今のこと
山蔭

No.10

ほ

からの誉め言葉をもらって誇らしかったものだ．

涼

振り返ってみると，何がそれほど

少年時代の一時期，特に夏に

私を駆り立てたのだろうと，不思議

なると，私は「狩猟採集民」だっ

な気がする．捕らえた獲物は近所の

た．休みの日などほとんど一日

おじさんにこしらえてもらっ大きな
えさ

だがし

虫かごに放り込んで，餌と思われる

中，近所の駄菓子屋で買った十
そまつ

なが

あみ

円の粗末な網を手に，日が暮れ

物を入れ，しばらく飽かず眺める．獲

かかるまで，汗を髪の毛先から

物は衰弱し，やがて死んでしまう．私

ひまつ

飛沫のように飛び散らせて，近

の関心はうつろいやすく，翌日には

所を駆け回っていたと思う．獲

もう別の獲物を追っているのだ．
少年にもいくらかの感慨はあるが，

物を前に，捕獲する一瞬に向
す

かって，集中が高まる研ぎ澄まされた緊張を，

捕らえる事の喜びと生き物の死に立ち会う事の

今も五感が鮮やかに記憶している．からからに

感傷を交互に，無反省に繰り返し，繰り返し繰

のど

じゃぐち

うるお

渇いた喉を，頭を傾げて水道の蛇口から直に潤

り返し・・・・・．しかし私は今も，輝いてい

す時の，水のうまさがよみがえる．

た夏の日々を，ちっとも反省などしていないの

川筋を行きつ戻りつするオニヤンマを捕らえ

だ．その反対で，
「狩猟採集民」であった私は

る事が，その頃の私の最大の関心事だった．必

犠牲にした虫によって，生とその営み，それか

ず何度か同じ道筋を通るのだ．後ろから追って

ら死を，知識としてでなく全身に感得し得たと

も無駄で，正面から瞬時に網を合わせる事が

思うのだ．当時の私は自然の中の，わかちがた

ぎせい

いとな

かんじん

肝心なのだが，授業中のイメージトレーニング

い一部分だった．
あか

ほこり

年を経るにしたがって，垢や埃や知識を身に

だけでは歯が立たず，何度か実地を繰り返して
まと

はぐく

もなおなかなか捕らえることができなかった．

纏い，虫やそれを育んだ自然から，私は切り放

幾日も作戦を練り直し，身をひそめ・・・・・，

されてしまった．今私が虫を語る時，私は虫と
同一平面にいないし，自然を語る時，
あちら側の自然とこちら側の私があ
る．それで私は・・・・・自然を論
理で語ろうとする人間になってし
まった．
（やまかげ

りょう：友の会会員）

1

アワーミュジアム

No.10

大坂口御番所

四国遍路

ひがいだに

滝
こうぼう たいし

よし子

へんろ

弘法大師の遺跡，四国88ヶ所の遍路の旅，そ
れはどのようなものであったのでしょうか．
江戸時代は現代と違って，思い立ったらすぐ
には旅に出られませんでした．旅に出るには，
おうらい てがた

「往来手形」というパスポートが必要でした．そ
れは一種の身分証明書で，住所，名前，旅の目
ごはっと

きりしたん

的と「私の宗旨は○○宗で，御法度の切支丹で
はございません．行き暮れ難儀した時は，一夜
の宿を借して下さい．もし途中で病死しても国
さほう

元へは知らせなくて結構です．その土地の作法
で埋めて下さい」といった内容が書いてありま
す．このような書式は，たいていきまり文句に
なっていたようです．中には病気になり，国元
から迎えに来た人もいましたが，力尽き旅の途
上で亡くなった人達のお墓が，遍路道には沢山
残されています．その情景は「道のべに阿波の
きょし

遍路の墓あわれ」と虚子の句にもうたわれてい
しょうぞく

ます．お遍路さんの白装束は，死を意味するの
もこのためだそうです．

口，碁浦口）で，
本人持参の往来
手形を確認し，
何月何日改，日
数は 1 5 日切と
きめられまし
た．そして阿波
の札所を巡って
土佐の国に行く
ししくい

場合は，完喰口
御番所（現在の

図 2：村瀬家資料に記録された阿波

ししくい

入国者の出身地

宍喰町）で，こ
の切手を渡しました．反対に土佐から阿波に来
るお遍路さんを「逆遍路」といい，完喰口御番
所で切手を発行してもらいました．一人旅，
めおと

夫婦連れ，親子兄弟姉妹，10 〜 17 人といった
団体さんもありました．代々大坂口御番所役人
の家柄だった村瀬家に残されている資料を見る
と，日本全国 47 都道府県のうち，実に 34 都府
県に及びます．図 2 は，それを地図で示したも
のですが，さまざまな地域からのお遍路さんが

現在は日本全国津々浦々，また外国からのお
遍路さんもあり，時折道を尋ねられることがあ
りますが，江戸時代はどこからどのような人々
が四国遍路の旅に出たのでしょうか．それを探
る資料が板野

あったと想像されます．
お遍路さんの季節的巡拝習俗を調べてみる
と，１月から４月，特に２，３月に集中してい
ます．阿波藩では昔からお遍路さんには，温か
く接していました．村瀬家の資料にも，
「当山中

町に残ってい

ニ而辺路病気ニ而････小屋懸引取介抱仕」と

ます．

いった古文書が残っています．藩からは遍路病

図１は「入

気の節は，養生させ看病人をつけなさいといっ

切手」といい，

ふ

たお触れが出されました．

阿波の国に入

行き暮れたお遍路さんには，無料で宿泊を提

るため，番所

供した善根宿や施行宿もあり，
「お接待」の風習

で発行しても

は今もずっと続いています．板野町に，
「借る気

らった入国許

にもなりてかしけり施行宿」の俳句が残ってい

可 証 で す ．

ます．

さぬき

讃岐から阿波

（たき

に入る時は，
図 1：入切手
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（または日開谷

よしこ：友の会会員）

アワーミュジアム

博物館紹介 10

cm の大型

那賀川町科学センター

望遠鏡が

福島

浩三・由貴

今回紹介する那賀川町科学センターは，平成
９年７月に体験館がオープンし，今年の2月に
は，公開天文台としては国内最大級の口径
113cm の大型望遠鏡を備えた天文館が開館し

No.10

あり，こ
の望遠鏡
では，理
展示室風景

論上那賀
川町から
海を隔て

ました．
なか

梅雨の中休みといった日曜日，小学４年生の
娘と一緒に科学センターを訪ねてみました．
入ってすぐのエントランスホールには，大気圧
の実験装置が天井すれすれまで伸びています．
ボタンを押すと，管の中の空気が抜け，大気の
圧力で水が約 10m の高さまでおしあげられ，

た和歌山
県に置い
た 500 円
玉を確認

国内有数の大型望遠鏡

することができるそうです．
あいにく薄曇りの天気でしたが，指導員の方
に解説をしていただいて，金星やシリウスの観

驚かされます．
次の科学体験室には，大型てこ実験装置，ふ
りこの原理実験笠置（大型ブランコ）
，パスカ
ルの原理実験装置などの大型実験装置がたくさ
んあり，いろいろな原理を体を使って学ぶこと
ができるようになっています．娘のお気に入り
は，ここのイライラ棒と電気自動車で，親子で
夢中になって楽しむことができました．
また，土曜・日曜日には「おもしろ科学実験
コーナー」で，サイエンスショーがあります．
この日は「回転のふしぎ」というテーマで，自
作のこまなどを使った面白い実験があり，原理
についてもわかりやすく解説してくれました．
一番の目玉は，2 月にオープンしたばかり
しのあき

の天文館です．この日受付には，東明館長さ
んがいらっしゃって，気軽に声をかけていた
だきました．３階には天文館自慢の口径 113

察ができました．空の明るい昼間に，星の観察
ができることが驚きでした．
火・金・土の夜間には，観察会が開催されて
いますので，一度参加してみてはいかがでしょ
うか（ただし，予約が必要です）
．天文館１階の
展示ルームでは，娘はパソコンを使って，クイ
ズやアニメで科学や天文に関することを勉強し
ていました．
徳島市からおよそ40分（55号バイパス経由）
でじま

のところにあり，近くには出島恐竜公園や野鳥
園もあります．休日の一日，ご家族で少し足を
伸ばしてはいかがでしょうか．自然や宇宙を感
じて，少し賢くなって（？），科学センターを後
にしました．
（ふくしま

こうぞう・ゆき：友の会会員）

那賀川町科学センター
〒779-1243 徳島県那賀郡那賀川町大字上福井
字南川渕8-1
（TEL 0884-42-1600）
休館日：毎週月曜日，第 3 日曜日，祝日（ただ
し，5 月 3 〜 5 日・7 月 20 日・11 月 3 日は
除き，翌日休館）， 年末年始（12 月 28 日〜
1 月 4 日）
開館時間： 午前 9 時 30 分〜午後 4 時（天文館は
夜間も開館しています）
※観覧料など詳しくは，すてきなホームページ
http://nakasci.town.nakagawa.tokushima.jp/ を
ご覧ください．

天文館外観
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茨木

スタッフ紹介

靖（いばらぎ やすし）
学芸員（植物担当）

天羽利夫（あもう としお）
県立博物館長

私は横浜に生まれ，子
供の時は住宅地の間に
かえる

はじめまして．
ただお

亀井節夫館長の後
を受けて，4 月から館
長をしています．
よろ
しくお願いします．
私
がこの紙上に登場す
るのは初めてですが，
びざん

眉山ロープウェイ駅
のところにありました旧博物館へ 1968 年に学
芸員として就職して以来，30 年あまり博物館
で仕事をしています．84年から4年間は文化の
森をつくる準備のために，そして97年から2年
間は県教育委員会文化財課へと一時博物館を離
れましたが，私にとって博物館は切っても切れ
ない存在です．
私の博物館運営のモットーは「地域に根ざし
た，開かれた博物館」です．今まで以上に県民
に親しまれ，気軽に利用していただける博物館
にしたいと思っています．精一杯がんばります
ので会員の皆さんよろしくお願いします．
私の専門は考古学です．考古学に関すること
でお手伝いできることがありましたら遠慮な
く，いつでもおっしゃってください．今年度の
私の楽しみは，今年の 10 月 24 日から 11 月 21
日まで当館で開催される「発掘された日本列島
'99」です．この展覧会は，文化庁が昨年全国で
発掘された遺跡の中からとくに重要なものを選
んで全国を巡回するものです．この展覧会に合
わせて，徳島県内から発掘された貴重な品々も
別の会場で同時に展示することになっています
ので，考古ファンは絶対見逃すことができない
と思います．今から皆さんも楽しみに待ってい
てください．

4

残った田畑で虫やら蛙や
らを捕って遊んでいまし
た．
そんな訳か生き物は皆
好きでしたが，とりわけ
魚が好きでした．そこで
大学入試の時，魚の勉強
ができる学部を尋ねます
と，先生は「農学部だね．」
と教えてくれました．
大学に入るとすぐに「僕は魚をやりたいんで
す．」と教授に言いました．すると「うちでは
やってないねぇ」ときっぱり言われました．
途方に暮れていた頃，講義を受けた植物学の
先生が親切そうだったので，以後この先生につ
くことにしました．これが植物と私との出会い
あわ

です．この先生がイネ科（稲，粟，ススキの仲
間）の先生だったので，自然と私もイネ科を中
心に研究することになりました．
最近はススキの仲間の分類学的研究をして
います．個人的には「僕がススキの研究を進め
なきゃ」という使命感に燃えていますが，人に
言うと決まって「お月見のことでも調べてる
の？」と言われます．こんな私ですがよろしく
お願いします．
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−採集した化

「自然はぼくの博物館」
福井中学校１年

新居

石はおいてあ
りますか？

実千春

自然の営みには，いろいろ不思議に思うこと

新居君：はい，

がある．例えば，化石や土のようなこと．もっ

10 点ほどあり

と知りたいと思って，本を読んだり先生に聞い

ます．

たりしていた．そして，小学３年生のころ夏休

−どんな化石

みの自由研究で砂や石のことについて調べて発

ですか？

表して賞をもらった．そこで，もっと石などの

新居君：クサリサンゴのなかま，二枚貝のなか

事を知りたいと思って，母と文化の森の博物館

ま（ハヤミナ・ナウマニィ，バケベリア・シノ

や勝浦の立川へ化石を見つけに行った．谷あい

ハライ），アンモナイトなどです．化石をさがし

に恐竜の足あとらしきものを見つけた．うれし

に行ったとき，偶然であった先生が教えてくれ

かった．

ました．

そして，ぼくのまわりにも自然の博物館があ

小 3 の時の新居君とコレクション

−現在中学１年生ですが，中学生になっても調

る．山や川や海がある．しかし，わからないと

査に行ったり，勉強したりしていますか？

きは，本や博物館に行って調べたいと思う．ぼ

新居君：調査には行きたいのですが，最近は時

くの頭の中には不思議なことや楽しいことが

間がとれなくて行く機会がありません．学校で

いっぱいある．それを見つけたらまた調べたい

は月に２回ですが，理科科学クラブで活動して

と思う．将来ぼくはこんな石や砂のことに関し

います．

た仕事がしたい．それにはもっともっと自然を

−最後に, 将来の夢があれば聞かせてください．

知りたいと思う．

新居君：化石を調べる仕事とか，考古学の仕事

（にい

みちはる：友の会会員）

がしたいです．

--------------------------------ゆいいつ

今回，紹介する新居君は中学生としては唯一

新居君は歴史についても興味があることなど

の個人会員です．先の文章にあるように，小学

をひかえめながら，ていねいに答えてくれまし

校低学年の時から自然に興味をもちはじめたそ

た．これからも夢を大切に頑張ってください．

うです．もう少しお話しをうかがってみましょう．

同じ年ごろの友の会会員のみなさんも新居君の
ように自分の好きなものや興味のある分野でい

−化石などに興味を持ったきっかけはあります

ろいろ活動している人がいれば，ぜひ知らせて

か？

ください．

新居君：小学校３年生のころから母といっしょ
に化石などをさがしにいって，好きになりまし
たつかわ

学芸員からのコメント

た．立川谷では恐竜の足跡のような石

恐竜の足跡のような石をみつけたのに，な

（40~50cm）も見つけましたが，１年後に行っ

くなってしまっていてとても残念ですね．

たときにはなくなっていました．小学校３年生

せっかくの発見も，それを実証していかな

の時，
「石ころは地層からのたより」という自由

いと，無駄になってしまいます．博物館は

ししくい

れんこん

研究もやりました．それと宍喰の漣痕も見に行

その手助けになると思いますので，どんど

きました．

ん活用してください．

（中尾）
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友の会の行事の記録

ました．そして，ミュージアムメイトさんに展

●子どもの日フェスティバル

示解説もしていただきました．次に淡路島の北

場

所：徳島県立博物館２階常設展示室

淡町にある野島断層保存館を訪ねました．自然

日

時：5 月 5 日（水）9:30 〜 15:00

の驚異に驚かされたと共に，観光バスの多さに
も違った意味で驚かされました．行き帰りのバ
てらど

スの中では，寺戸会長のわかりやすい解説とバ
スガイドさんの慣れた説明で，長時間の行程も
短く感じました．本当にお世話になりました．
「初夏の研修会」参加者のご意見
・人と自然の博物館は，ゆったりとした空間で，
盛りだくさんの展示，映像を使った説明など興
子どもの日フェスティバルの様子

味深く見学することができました．全部を見学

子どもの日に「子どもの日フェスティバル」を

するには時間が足らず残念でしたが，ミュージ

開催いたしました．子どもたちが博物館に親し

アムメイトさんに説明していただいたイワナの

みを持ち，あわせて博物館活性の担い手として

食性や企画展「住む」は特におもしろかったと

すくすく育って行かれることを願って本年も実

思います．一番印象に残ったのは，クリーニン

施しました．小学生以下の子どもたちには記念

グのハンガーを使ったハシブトガラスの巣で，

品として，８種類の昆虫下敷きと紙ふうせんを

おかしいのを通りこして悲しいような気持ちに

進呈しました．またクイズは，４種類のカラー

なりました．野島断層については，道々バスの

問題用紙を用意しました．約 1400 名あった入

中からも説明していただいて，何気なく見てい

館者のうち，500 名がクイズにチャレンジして

た風景も違って見えました．寺戸会長さんあり

くれましたが，生き生きとした子どもたちの目

がとうございました．

が特に印象的でした．友の会活動の紹介，入会

・人と自然の博物館では，内容が多すぎて短時

の勧誘など終日ボランティアとして活動をして

間での見学は困難と思われました．あれだけの

下さった会員の方々に深く感謝申し上げます．

規模があれば一日でも不足するでしょう．別の

●初夏の研修会

ときにまたゆっくりと見学したいと思っていま

場

す．一方，野島断層保存館では，人の多さに驚

所：①兵庫県立人と自然の博物館
（兵庫県三田市弥生が丘６丁目）

②野島断層保存館
（兵庫県津名郡北淡町小倉 177 番地）

日

時：6 月 13 日（日）9:00 〜 18:00

かされてしまいました．２年前の研修会の折の
逃げ出すように立ち去ったことと比べると隔世
の感がありました．展示内容も多くの観光客が
訪れるのに適しているように思われました．メ

参加者：46 名

モリアルハウスも地震の恐ろしさを多くの人に

友の会行事の中で，バスによる研修会は年間２

知ってもらうためには効果的と思われました．

回です．その内の１回目にあたるのが今回実施

子供にも一度見せておきたいと考えています．

された初夏の研修会です．当日は，梅雨入りと

・震災直後にボランティアでこの地へ来ました．

はいえ雨のない絶好の研修日和と申しましょう

野島断層もその折に見に来ましたが，新たにこ

か，本当にラッキーな一日でした．まず神戸の

の地に立って自然の恐ろしさを思い知りました．

北の三田市の人と自然の博物館では，参加者全

・人と自然の博物館の中では，問題を解きなが

員の記念写真を撮り，自由に館内を見学いたし

らスタンプラリーをして勉強になりました．自
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信はなかったけど全部でき
ました．楽しかったです．
・野島断層を見ることがで
き自然科学を理解すること
ができると共に興味を覚え
ました．立派な博物館を作
り整備しているが見学者が
少ないように思います．子
こんせつていねい
供等に親しませる方法は？会長さんの懇切丁寧
な説明ありがとうございました．博物館の方々
の親切な説明お世話ありがとうございました．

春の研修会（人と自然の博物館）

ため，会員の常設展無料観覧，ミュージア
ムショップでの利用割引等をします．
●平成 11 年度友の会の行事（予定）

◆平成 11 年度友の会総会の報告

・子どもの日フェスティバル

平成 11 年度の友の会総会は，５月９日（日）

・初夏の研修会（兵庫県三田市・北淡町）

午前 10 時から博物館３階講座室で開催されま
した．

6 月 13 日（日）
・地引き網（阿南市中林）

今年は 16 名の参加がありました．席上，10

5 月 5 日（火）

7 月 18 日（日）

・夜の昆虫採集（名東郡佐那河内村）

年度の事業および決算報告・監査報告，11年度

7 月 31 日（土）

の事業および予算案についての審議が行われ，

・魚釣り大会（園瀬川河口）

承認されました．また，11年度役員の選出が行

・秋の研修会（香川県立歴史博物館ほかを予

われ，幹事を 1 名増員して，15 名の役員が選出
されました．

9 月 26 日（日）
11 月 28 日（日）

定）

・徳島県立博物館友の会バザー ＆ 竹でっぽう

●平成 11 年度友の会事業計画

づくり（博物館実習室）

（1）役員会，総会の開催
（2）友の会行事の実施

12 月 19 日（日）
・草だんごづくり＆七草がゆ（博物館実習室）

（3）会報「アワーミュージアム」の発行
：年３回発行し，会員に送付します．
（4）博物館発行の展示解説・企画展図録の増刷，
販売

1 月 30 日（日）か 2 月 6 日（日）
・企画展説明会
①「よみがえる江戸時代絵巻−大名行列−」
5月２日（日）

説明会

（5）博物館催し物等の案内：博物館ニュースの

いのう ただたか

②「伊能忠敬が描いた

日本」説明会

ほか，毎月の催し物案内，企画展チラシ等
を送付します．
（6）その他：会員の博物館利用の促進をはかる

10 月３日（日）
③「発掘された日本列島 '99 新発見考古速報展」
11 月３日（水）

説明会

＊行事についての詳しい案内は後日別便にてお送り
します．ふるってご参加ください．

●平成 11 年度友の会役員
（＊新役員，他は留任）
会長：寺戸恒夫
・森本康滋・
副会長：天羽利夫＊（博物館長）
しんがい

友の会総会の様子

真貝宣光
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平成１０年度会計決算及び１１年度予算
幹事：和田賢次・石原 侑・徳山 豊・

＜収入＞
項

10年度予算

10年度決算

11年度予算

前年度繰越金
会費

142,216
510,000

142,216
508,500

43,052
510,000

図録売上
行事参加負担金

906,000

853,410

監査：柏野寿一・川下浩子

868,500
225,000

●平成 10 年度決算および 11 年度予算

雑収入

50,000

272,988

50,000

計

1,608,216

1,777,114

1,696,552

目

10年度予算

10年度決算

11年度予算

図録印刷費等
館利用促進費

600,000
60,000

627,775
37,468

480,000
60,000

行事費
通信費
事務局費

350,000
300,000
114,216

576,239
258,820
75,360

575,000
300,000
87,552

28,000
60,000
96,000

32,800
0
125,600
43,052

48,000
50,000
96,000

1,608,216

1,777,114

1,696,552

多田精介・本田 昇・森本嘉訓・
鎌田幸子＊・関眞由子＊・南部
洋子＊
かしわの

右の表をご覧ください．

合

【事務局から】
● 11 年度友の会会員
6月10日現在，会員数は個人会員87
名，家族会員 103 組です．活動をさら
に充実させていくためにも，さらに会
員の輪を広げていきましょう．身近に
博物館について興味・関心のある方が
いらっしゃれば，ぜひ入会をお勧め下

＜支出＞
項

目

報償費
事務局整備基金積立
総合案内積立基金
次年度繰越金

さい．また，会員の和も深めていきま

合

計

しょう．積極的に友の会活動に参加い

すぐお気づきになりましたか？そうです，タイ

ただくとともに，いろいろな機会に友の会の活

トルのロゴデザインが変わったのです．デザイ

動，行事の内容などについて提言いただけたら

ンしてくださったのは，徳島市北矢三町に事務

と思います．

所を構える柏木団さんです．柏木さんには第９

やそ
まどか

●夏休み中の友の会行事について
さなごうち

・夜の昆虫採集（名東郡佐那河内村）
7 月 31 日（土）19:00 〜 21:00
●会報「アワーミュージアム」の原稿募集について
すでに通信でお知らせしていますが，会員の

号までのタイトルロゴもお世話になっていまし
たが，新しくシンボルマークを組み込んだデザ
インを作っていただきました．お忙しい中，全
くのボランティアで我々のために時間をさいて
くださった柏木さんにこの場をかりてあらため

皆さんの原稿を募集しています．それぞれの専

てお礼を申し上げたいと思います．

門分野での研究成果の発表はもとより，身の回

●友の会事務局が一部変わりました

りのできごとで博物館に関係あること等どんど

今年度は，日下武久（事務局長），米益麻夫，山

んお寄せいただけたらと思います．皆さんの原

口英二，結城孝典，小川誠，庄武憲子となりま

稿をお待ちしています．

す．新たなデザインを取り入れ，これからも楽

●「アワーミュージアム」のタイトルデザイン

しく読みやすい「アワーミュージアム」にして

が変わりました

いきたいと思いますので，みなさんのご協力を

みなさん，今号の「アワーミュジアム」を見て

よろしくお願いいたします．
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くさか
ゆうき

よねます
しょうたけ

