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　昨年11月、本市の染色工芸「富
ふ じ

士の型
かたぞめ

染」の創始

者であり指導者としても活躍された小山もと子氏の御

遺族から、故人の生誕百年の節目に作品や型紙、道具

類など約3,500点を御寄贈いただきました。

　小山氏は主婦としての立場と家庭を大切にしなが

ら、試行錯誤の末、台所を工房に写生から染めまです

べての工程をひとりで創り上げる独自のスタイルと技

法を確立し、普及に努められました。

　この展示会では、平成13年（2001）に天寿を全うさ

れるまでの半世紀にわたって、染色家として身近な野菜

や草花をはじめ、郷土の自然や心象風景など多彩に表現

された小山氏の作品の一部を御紹介します。　(瀧浪  和美)

左上：糊置き作業中の小山氏（昭和 40年代）　左下：染絵額「バンブー風に舞う」　

中央：染絵額「富士残照」　右上：型絵染額「新生」　右下：染絵額「あのねなあに」

小山もと子生誕百年記念寄贈品展
平成30年3月17日(土)～5月20日(日)

●関連イベント

①小山もと子氏の型紙でしおり作り

日　時　会期中の土曜日、日曜日　10：00～14：00

会　場　博物館工芸棟染色室

定　員　各日先着20名(申込不要。直接お越しください。)

体験料　１枚50円

講　師　富士の型染グループ

②富士の型染グループによる展示解説

日　時　会期中の土曜日、日曜日　10：00～14：00

会　場　博物館２階展示室２　富士山の玉手箱

※申込不要。直接会場へお越しください。
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　春のテーマ展

　オフダに込められた祈りのカタチ
　平成30年3月17日(土)～5月20日(日)

　現在ではあまり見られなくなりましたが、古い民家

などでは今でも家屋内の要所に社寺からもらってきた

オフダが貼られているのを見ることができます。それ

以外にも、建築にともなう棟
むなふだ

札や商売繁盛を願う引
ひきふだ

札

など、多種多様なオフダが私たちの身の回りには存在

していました。

　それらは、人びとが日々を平穏に暮らすことを願っ

たカタチそのものであり、その地域に住んできた人び

との歴史や文化について知ることができる資料です。

　この展示会では、当館で所蔵している様々なオフダ

類を中心に、以下のテーマからオフダに込められた祈

りのカタチについて御紹介します。

①　幕末に　うそかまことか　オフダ降る
　長らく続いてきた江戸幕府による政治体制が揺らぎ

始めた幕末、「ええじゃないか」という騒動が各地で

起こりました。これは、空から降ってきたというオフ

ダを拾った家に大勢の人が集まり、熱狂的に歌い踊り

ながら、各地の社寺に参詣するというものでした。

「ええじゃないか」の騒動は、当時の庶民が抱いてい

た、当時の社会に対する閉塞感や不満が暴発したもの

だともされており、そこには神仏に救いを求める人々

の姿がうかがえます。

　ここでは、市内比奈に降ったとされるオフダやその

関連資料を御紹介します。

②　富士山で　祈ったオフダは　日本一
　富士山には、かつて山中で修行をおこない、そこで

えた特別な力をもとにまじないや祈
き

祷
とう

をおこなう山
やまぶし

伏

（法
ほうえん

印）と呼ばれた人々が活動していました。

　ここでは、富士山で活動した山伏が各地に配ったオ

フダや版木を中心に御紹介します。

展示会のお知らせ

③　江戸時代　オフダ求めて　東泉院
　市内今泉に所在した密教寺院・東

とうせんいん

泉院。その活動の

一つとして、領民や権力者に代わって神仏に祈りを捧

げ、平穏を祈るということがありました。

　ここでは、東泉院による祈りの姿の一端を示すオフ

ダ類を御紹介します。

④　建物の　無事を祈るよ　棟札に
　棟札とは、建物の無事やそこに暮らす人々の安全を

祈り、上棟式の際などに建物の棟や柱に打ち付けられ

るオフダです。

　ここでは、広見公園に移築されている旧稲垣家住宅

や、東泉院が管理していた数多くの建物の棟札、市内

の公共施設の棟札などを御紹介します。

⑤　商売の　繁盛祈る　富士山に
　神社やお寺で出されたものではありませんが、新し

く店が開店する際に、商品広告や特別売り出しなどの

情報を記載した引札と呼ばれるオフダがあります。

　引札には様々なデザインが存在しますが、そのモ

チーフの一つとして、富士山のデザインが重宝されま

した。それはまさに、商売繁盛の願いを日本一の高さ

を有する富士山に込めたものといえます。富士山が登

場する色とりどりの引札を是非ご覧下さい。

⑥　これもフダ  集めてみれば  あれもフダ
　ここでは、社寺が発行したオフダの裏に約束事を

記した起
き

請
しょう

文
もん

といった資料や、御
お み

神籤
くじ

を摺るための

版木、決まりごとや禁止事項などを記した高札などか

ら、多様なオフダの世界を御紹介します。(井上　卓哉)

舟霊大明神宝船札（大宝院秋山家寄託資料）

白石商店引札（個人蔵）

関連イベント　富士山のオフダを摺ってみよう！
　自分で漉

す

いた紙に、山伏さんが使った版木でオフダ
を摺ります。
日　時　平成30年3月25日(日)9時～12時
会　場　博物館実習室
定　員　先着15名　体験料：500円
申　込　平成30年3月6日(火)9時より。電話、または直
　　　　接来館のうえ、お申し込みください。
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展示会のお知らせ

　夏のテーマ展

富士を掘る―足もとに眠る原始・古代の遺跡―
平成30年6月2日(土)～7月16日(月・祝)

　みなさんは、富士川サービスエリアや富士マリンプ

ールの地下に、千年以上前の人びとが暮らした遺跡が

あったことをご存知ですか。富士市内では建物や道路

の建設、宅地造成などに先立ち、年間およそ４０件以

上の発掘調査が行われています。それらの調査成果は

「埋蔵文化財発掘調査報告書」として刊行され、全国

の研究機関や図書館等にむけて発送・公表されている

のですが、市民の方々にはほとんど知られていない調

査も数多くあるのではないでしょうか。この展示会で

は、市内のさまざまな建設工事によって発見・調査さ

れた遺跡出土品を中心に御紹介いたします。みなさん

の足もとに今なお眠る「埋蔵文化財」について、思い

をめぐらすきっかけになれば幸いです。

吉原公園の遺跡

　吉原公園の遊具広場から東側の高台は、「善
ぜんとく

得寺
じ

城
じょう

跡
あと

・東
とうせんいんあと

泉院跡」という遺跡に指定されています。富士

市教育委員会が継続的に行っている六
ろくしょ

所家
け

総合調査や

吉原公園造成に伴う発掘調査によって、江戸時代に隆

盛を誇った東泉院に関わるさまざまな痕跡が見つかっ

ています。特に陶磁器などの宴会道具には、大名や公

家の屋敷跡地から出土するような高級品も含まれてお

り、東泉院住職の権勢を示す貴重な資料となっていま

す。

原田公園の遺跡

　美しい富士山が見られる隠れた人気スポットとして

知られる原田公園は、「宇
う

東
とう

川
がわ

遺
い

跡
せき

」という遺跡でも

あります。松原川に面したロケーションは、いつの世

の人にとっても住みやすい高台であったようで、縄文

時代や弥生時代、古墳時代、奈良時代、平安時代の人

びとが暮らした大きな集落があったことが発掘調査に

よってわかっています。　　　　　　　　　    (藤村 翔)

吉原公園の遺跡から出土した江戸時代の陶磁器（善得寺城跡・東泉院跡） 原田公園の遺跡から出土した縄文土器と石器（宇東川遺跡）

原田公園の遺跡を東から臨む（宇東川遺跡）



タイトルの「         －            － 」は、富士山のかぐや姫

物語を今日に伝える「富
ふ じ さ ん

士山大
だいえんぎ

縁起」( 当館蔵 ) に

登場する「赫
かぐやひめ

夜姫」からとっています。
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イベント・体験講座のご案内

定　員　各回先着 15 名　だれでも体験できます。

時　間　初心者 9：30 ～ 11：30( 9：20 までに集合 )

　　　　中級者 9：30 ～ 16：00(14：00 まで受付可 )

会　場　工芸棟　陶芸室（集合・受付は本館）

申込み　初心者　各回開催日の 1週間前～。

　　　　　　　　電話、または直接ご来館ください。

　　　　中級者　各回開催日当日の 9：00 ～。

　　　　　　　　直接ご来館ください。

◆　かまどめしを食べよう！！
　はがまとかまどを使っておいしいご飯が炊けるよ！

日　時　6月3日(日)、9月2日(日)  11：00～13：00

定　員　各回先着15名　※小学生以下は保護者同伴

費　用　１人100円、米１合

申込み　各回5月27日(日)  9：00～。電話、または直接

　　　　ご来館ください。

会　場　旧稲垣家住宅（広見公園ふるさと村内）

◆　かやぶき農家の癒しのおんがく会
　旧稲垣家住宅で、富士市ゆかりの音楽家による様々

なジャンルのコンサートを開催します。

日　時　原則毎月第３日曜日　13：30～  ※8月は休み

場　所　旧稲垣家住宅(広見公園ふるさと村内)

※入場無料。入退場自由。内容により開催時間が変更

になる場合があります。

◆　富士川民俗資料館(旧稲葉家住宅)での体験講座
　平成30年春にリニューアルオープンする富士川民

俗資料館(旧稲葉家住宅)で、富士川地区にちなんだ体

験講座を開催します。

日　時　4月21日(土)、7月21日(土)   10：00～15：00

内　容　手漉き和紙ハガキ作り、富士山折紙ぼうし作

　　　　り、「富士川地区の土器に触れてみよう」など

定　員　特になし。だれでも体験できます。

申込み　不要。直接お越しください。(富士市岩淵8-1)

   富士山かぐや姫ミュージアム　                   －                －　
　発行年月日　平成30(2018)年 2 月28日　　

　編集・発行　富士山かぐや姫ミュージアム　

　　　　　　　Mt.Fuji and Princess Kaguya Museum

　印 刷　文光堂印刷株式会社

　住　所・連絡先　〒417-0061　静岡県富士市伝
でんぼう

法66-2　TEL.0545-21-3380　FAX.0545-21-3398

　　　　　　　HP. http://museum.city.fuji.shizuoka.jp/　E-mail. museum@div.city.fuji.shizuoka.jp

　開 館 時 間　 4月～10月　9：00～17：00　 11月～ 3 月　9：00～16：30

　休 館 日　月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日、12/29～1/3(年末年始)

　歴史民俗資料館（　分　館　）　開館時間・休館日は本館に同じ

　博物館屋外展示（ふるさと村）　休館日なし　　すべて観覧無料
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このリーフレットは、再生紙と植物油インクを使用しております。

各種イベント・体験講座案内

◆　農家の食と年中行事
　旧稲垣家住宅において、さまざまな年中行事を体験

することで、富士山麓に生きてきた人々の暮らしを感

じてみませんか？　

日時 ･内容

①5月 5日(土祝)　新茶の手もみと柏餅作り

②7月 7日(土)　　七夕飾り作りと流しそうめん

③8月18日(土)　　そばの種まきとゆで落花生作り

④9月15日(土)　　里芋の収穫と月見団子作り

⑤10月28日(日)　　そばの収穫とかまどめし

⑥11月24日(土)　　そばの脱
だっこく

穀・製
せいふん

粉と干し芋作り

⑦11月25日(日)　　そばうち

※⑤、⑥、⑦は３回連続での出席が条件です

⑧12月23日(日祝)　もちつきと注
し め な わ

連縄作り

⑨1月14日(月祝)　繭
まゆだま

玉作りと小
あずきがゆ

豆粥

⑩ 3月16日(土)　　牡
ぼ た も ち

丹餅作り

各回とも原則9：00～13：0011

定　員　・固定枠（全10回参加一括申込み）

　　　　　→小学生とその保護者　5組10名程度

　　　　・フリー枠　各回先着10名程度

申込み　電話、または直接ご来館ください。

　　　　・固定枠　4月21日(土)9：00～

　　　　・フリー枠　各回開催日の2週間前の9：00～

体験料　・固定枠　1人4,000円(初回にお支払いください)

　　　　・フリー枠　各回1人400円

◆　博物館陶芸教室―自由に作って、陶芸に親しめる―

　博物館陶芸教室を開催します。

・初心者コース（事前申込）※講師の指導あり

・中級者コース（申込不要）※講師の指導なし

材料費　粘土1kgにつき1,000円 (初心者は1kgまで )

博物館だより
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