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豊田市郷土資料館 新博物館ＰＲプロジェクト活動中 !!
ؙ௹িଅৱમைटेॉ  ಀदमَऩ
ഄఴ؞ધ৲؞ঽேप೧ऽोञ ௹িऋणऎॊৗ
खःைُधख①ؚなぜ新しい博物館が必要
なのか②ؙどのような博物館を目指すのかؙपण
ःथງஂखऽखञ؛০ಀदमؚ௹িଅৱમை
ऋनभेअऩણ॑ৢखथৗைۇۅણ॑
ষढथःॊऊؚओງஂखऽघ؛

ِૺଶऽणॉ ّ
قਛ  ফڰাڳك
ؙଽ৻য৬ୡౌقକऒखؚಐધ؞েৎ৻भസ
৬ୡؚكଽः৬ୡؚৃଽኗණৄ৾ॶؚ॔ش
഼৾৩৬ୡؚৗखःைपঢ়घॊ॔ॖॹ॔൳ૐ
॑ষःऽखञ؛

ِ:(/29(धेञইख़५ॱّ
قਛ  ফڮা  ك

まなぶ

ؙଽ৻য৬ୡౌقକऒखؚಐધ؞েৎ৻भസ
৬ୡكधؚৗखःைपঢ়घॊ॔ॖॹ॔൳ૐ॑
ষःऽखञౌ؛କऒख৬ୡपमؚ௹িओਊ॔ॖ

馬場瀬古墳出土須恵器の
レクチャーを行いました。

ॻঝ 6WDU  ٱ7 भധ㭒௵Ḫऔ॒ऋਟৃآেೃ
୵पॉੌ॒दऎोऽखञऋؚऎखूा॑खञໍ
पౌரमᖮऎइथखऽःऽखञ؛ؼؼ
2

る

研究す

る

体験す

川の石を砕いて
鑑定を行いました。
火種がついたら
息を吹きかけますが……

ِഈଏभතعৱમைभাযّع
قਛ  ফڰা  ڱعা  ك
ؙଅৱમைदभাযभனંधಡचथؚዃभ
ऻॉभ॑खञ३شঝ॑৷ਔखؚৗखःைप
ঢ়घॊ॔ॖॹ॔൳ૐ॑ষःऽखञ؛

る

くしゃみで火種が
吹き飛んでしまいました。

邌秵ⱖך溪
խ♳ؤوشومصٝؤوش
⚥㣛شؿծؐ
խ♴ؐؕⰅחٙخي

参加す

たくさんの
アイデア鯉のぼりが
集まりました。

ؙৗखःைमؚॖঋথॺदৰखञेअऩ

ِଶभৣ਼ੀఠ௫ມّ
قਛ  ফڲাڭڲعাگك
ౌؙಐฯೝ।شڭقಉବષधखथؚऽऋ
ॉ؞ढ़ছ३भ१থफ़ॉ৬ୡྗؚكደैख

َ৬ୡघॊَُऽऩवُधःढञણ॑ॉোोؚ
َा॒ऩऋਟञऎऩॊُை॑৯खथःऽघ؛
௹িदमؚৗखःைभَँढञैःःऩُآ
भय़شড॑ॻشઃभेअपઅइथःऽघ؛

৬ୡؚৗखःைपঢ়घॊ॔ॖॹ॔൳ૐ॑ষः
ऽखञ؛
ँढञैःःऩآ

る

体験す



भय़شডॻش

本物の縄文土器に
触れていただきました。


あそぶ

あそぶ

ڮ

گ

研究する

くつろぐ
ڰ

火縄銃射的はお子様に
大人気でした。

つながる
ڱ

ڲ

まなぶ

体験する


ٱ০भॖঋথॺলٱ

であう
ڴ

ڵ

交流する

参加する

ؙؙਛ  ফڵা  قଅك
 ؚقك
ؙؙधेञਓইख़५ॱٯ௹ি५ॱ४॔
ؙؙਛ  ফ  াڰقك
ؙؙફഗઐைইख़५ॱٯફഗઐை


？？？

ٱঃঈজॵॡ॥ওথॺৰরٱ
َؙ௹িৗை੦মੑقಞ੧ُكपঢ়घॊ
ؙঃঈজॵॡ॥ওথॺ॑ৰखथःऽघ؛

ਛ  ফڵাڭقଅڵعكা  قك
ၡ༮ ௹িଅৱમைؚ௹ি૽ਚੲਾ॥شॼش
ৃਚ ੍ਚ؞লਚؚઐைؚشঌش४

ؙਈभ  ৯पਊथमऽॊय़شডॻشमؚ
औ॒ऊै൳ૐखथःऽघ؛০ुرऩৃਚद॔
ॖॹ॔൳ૐ॑ষअदघभदؚछऱऔ॒भ॔
ॖॹ॔॑उୂऊचऎटऔः؛
قఘམఱك
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重要文化財旧鈴木家住宅修理現場からの報告①
宅修理現場からの報告①

〜旦過寮のナゾ〜
ؙ௹িଌஃયपँॊਏધ৲ଃभ೮൝ੇક୧

ୖृିؚਔহඨऋછऊोथःऽघ؛

मؚଌஃभਏଁ૦ୗණ৳ோયभऺऻরఙप

ؙફྻभ୫হपमؚउඐीقഭ৽॑كघॊऒधृؚ

ਜ਼઼घॊੇदघ؛൝ੇमોಀَ॑ોُधःःؚ੪ر

োຉमؚযङणଏڰৎऊैڴৎभधৠीैोؚ

म॑ඞढथःञेअदघऋؚऒभपु⍭ृᄢ॑

ᅖૌᅟदमधथुૠಋਫखःেણऋऔोथःञेअद

ඞढञॉؚৗি৽पुऊऊॎढञॉखथःऽखञ؛

घ؛ऒभपमؚఊষᄀभञीभ୫হृउภभؚ

৺⋻ ڰभଅपૺৎ৻ऊैभ૦

Ꮑ྾भञीभᏁླृኖલऩनभु൝ੇऋख

ऋ  ༠૦ठऩैवଌஃ༽भૠெभૹੇभଡदघ؛

थःञऒधऋછऊोथःऽखञ؛

ऴऌॄअ

૦ണਰਟপऌऩఊ৶ऋষॎोथउैङؚ૦भྂᄺऋ

ؙఊষᄀਰਗपुभৈःउ༥औ॒भຠभਭऐোो

ਤ॒दःञभदؚਛ  ফऊैఊ৶ੵহपॉෳऊढ

॑खथःञेअदؚᅖૌᅟऋनभेअपઞॎोथःञ

थःऽघ؛

ऊभഈ॑ซৄॊऒधऋदऌऽखञ؛

ؙધ৲ଃभ૦भఊ৶दमؚఊ৶ऋਏऩ౫॑ੰ৬

ؙऒभेअऩถ৹ਪ॑ষअऒधमधथुௌৡऋऊऊ

घॊपถ৹ਪऋষॎोॊभदؚ০ऽदীऊैऩ

ॉऽघऋؚਏધ৲ଃभக॑ৈीॊऒधपणऩऋॊ

ऊढञऒधऋैऊपऩॊऒधऋँॉऽघ؛০मؚ

धथुপহऩऒधदघؙؙؙؙؙؙؙؙ؛
ૈقਆඈك

ถ৹ਪदীऊढञऒध॑ओງஂखऽघ؛
ञ॒ ऋ ॉॆअ

َᅖૌᅟُधःअ૦भॼ॰॑ੰऎুऋऊॉ
ؙ೮൝ੇક୧पमؚ
َᅖૌᅟُधःअ૦ऋँॉऽघ؛
َᅖૌُधमَؚपਟथโફষऌૌऍॊُधःअਔ
ऋँॉؚఽૌओघऒध॑खऽघ؛ᆂदमؚশ
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ఊষभञीप௰ोॊᄀऋؚघएपपোॊऒधऋಅऔ
ोङؚਯीैोञોقऒो॑ᅖૌᅟधःःऽघك
पোोैोؚౠᆂ॑खथૌओखऽघ؛ᅖૌᅟदभడख
ःఊষ॑ਜीँऑॊऒधपेॉੱؚଡइऋऔोؚম
તऩఊষऋಅऔोॊजअदघ؛
ؙᅖૌᅟधःअ૦ऋؚउभदमऩऎૹੇभો
ऐ

अ

ഢदँॊ೮൝ੇક୧भরपँॊभमؚశଞपወથऩ

写真

旧鈴木家住宅

旦過寮外観

ऒधदघ؛൝ੇऋؚಘຮᆭपँॊಘभኟੇदँढ
ञऒधऋऎऊऊॎॊधઓॎोऽघऋؚजभ૦ऋन
भेअपઞॎोथःञऊम⎚दखञ؛
ؙऒभ⎚॑ੰऎढ़ॠमؚ೮൝ੇક୧भ੩ૺોधः
अ૦पँॉऽखञ⌡؛भఊ৶पँञॉؚ৹ਪभऩऊ
दুऋऊॉऋৄऔोऽखञ؛
⌡ؙमംऋౕखऎोथउॉ⌡ؚभৣॉ⌡قभ
भৣपቦॊكऋৄइॊ૾ଙदखञقకઌස؛ك
ऊणथमदँॉؚऩनऋ૦भৣॉपગ
ਹ৷औोॊऒधऋेऎँॉऽखञ؛ऒभৣॉपुધ
ஊऋછऊोथउॉؚजो॑৹ਪखञधऒौؚᅖૌᅟप
णःथછऊोथःॊऒधऋীऊॉऽखञ؛ಳख
थःॊীऋँॉऽघऋؚणऩऍ়ॎचथੰഭघॊऒ
धऋदऌऽखञ؛
ऎ छ॒

ିقਔછऌभਔكधँॉؚ
ؙऒभৱમभྋ୍पَઠ്ُ
ऒोमᅖૌᅟभਹ৷ૠभेअऩुभदؚᅖૌᅟदभ

写真 旧鈴木家住宅 井戸屋形襖（右下）
取り出された古文書（左上）

平成30年度

特別展準備レポート②

ؙফऐऊै৫ಈभଅৱમை્શனقভ؟

ऽघ؛ऒऒऽदद

া    عা  كमؚ൰ਆ॑রੱपؚ௹ি

ऌॊधँؚधुअ

भَਆُधَঽேُ
َؚযرभථैखُप५এॵॺ॑

खदখॼभਛ

ਊथेअधઅइथःऽघ؛ऒऒदमؚಀपਬऌਢऌؚ

धऩॉऽघ؛

ઁृऩੌ়भ্رपेढथैोॊখॼقਧઁك

७ॖॱ४ও

पणःथງஂखऽघ؛

ؙখॼभਛऽ

َপऌऩढ़०ُऋখॼभଅपآ

दँؚधुअख

タナスを一目一目編んでいきます。

 ؙಀदງஂख

धऩढञ  াৣഽؚ
َ७ॖॱ४ওُधళयोॊऋ

ञؚ
َপऌऩढ़०ُ

ँॉऽखञ؛७ॖॱमؚখॼभડभؚຂऋऊऊॊ

मؚ
َ ढ़ ० ق ك
ُ

ৃਚपॉહऐॊഓ౫दघ؛ऒभ७ॖॱ॑હऐॊऒध

ऽञमَ४কढ़०

दؚोिप୷ऋणऌؚિः॑णऐथॱॼ५

قჄك
ُधళयो

ীपຂ॑धघऒधऋदऌऽघ؛जभञीؚখॼ॑

थःऽघ؛ढ़०मؚ
ڱரథभপऌऔऋ

ॊੵஙभরदु
カゴを均等に並べていきます。

ਈुਏऩभ

ँॉऽघ؛जभअ

णदघ؛७ॖॱ

ठभ  ரథमؚઉྫྷ  ⋶ங২ؚৈऔ ؞؞؞

॑હऐॊখॼभઠ

 ⋶दؚখॼभଅधऩॉᐉଦ॑णऐॊञीभुभद

भৣपঔখधళ

घ؛ଋॉभ  ரథमઉྫྷ  ⋶ؚৈऔ  ⋶दؚখॼ

योॊහ॑ऊऽ

चऌ

ম৬प॑ૐीॊञीभཆधऩॉऽघ؛

चؚ३ট॑ഢऌؚ

ؙখॼभଅधघॊढ़०ؚ॑ਆभोपధষप  ഔؚ

७ॖॱ॑ॉહऐ

ႄઉप  ഔధसऽघ؛লਟऋॊখॼम்ؚ৺  ؚۜ

ऽघ؛

শऔ৺  ۜஙपऩॉऽघऋؚৰमؚখॼपमਝੑ

্ؙपमؚখॼऋ૮হदऌॊऒधधؚখॼऋਝऔ

ऋँॉऽच॒؛ॊ্رभऒोऽदभ৽ୡपेढथؚ

ोथःॊभ૮হऩनभ࿕ൢऋষॎोऽखञ؛७ॖ

ଦ઼ऋৠीैोؚফधऺऻगৃਚपؚगপऌ

ॱभपउઋඣ؞

औभখॼऋੌाऋढथःऎभदघ؛

ఛතभཅऩनभ

ؙढ़०॑ధसञؚલ॑ढ़०भরपোोथॉधखॻؚ

उइ઼॑ऌؚ

क़ॠधళयोॊ୬ःீ୬॑ढ़०भઌ॒রपৢखऽघ؛ऒ

খॼभ্॑उઋ

ोदؚਆभोप

ඣदीऽघ؛ऒ

ेढथখॼऋऔ

भ࿕ൢऋીॎॊ

ोॊऒधऋऩऎऩ

धؚখॼম৬प

ॉऽघ؛ढ़०भ

॑ૐीॊञीभ

पुॻक़ॠཱ॑

ཆ॑ਆभपऐथঁभஊ૾पॉؚখॼম৬प

ऐथःऌऽघ؛ज
भؚ
ःீ୬قখ

重機でセイタを持ち上げ、ヤナに取り付
けます。

セイタの上にお供え物を置き、祈願します。

॑णऐथणःपਛधऩॉऽघ؛
太い丸太（ドウギ）を並べていきます。

ؙ০ফभઁृऩम ؚা  ऊै  া  ऽदৄ

ॢॖ॑كਆभो

ॊऒधऋदऌऽघ؛ਆदຂ॑धॊधखथमؚਈु

पధষखथధसथ

পऌऩখॼؚ॑২ओ༮ऎटऔःقؙؙؙآਮఱك

ःऌؚখॼभ॑
ତइऽघ؛जखथؚ
খॢॖभप॑
ధसॼॱؚ५ྕق
॑كౣ॒दःऌ

タナスを並べていく様子

※前号（101 号）にて、矢作川本流で架設されているヤナ
の場所の一つを「下川口」と表記しましたが、正しくは「上
川口」でした。お詫びして訂正いたします。
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勘八峡へ墜ちてきた全日空機
ؙڭਏ

⋈ؙ௹িभॢছথॻ॑ಮखञড়ਚരभঊজ॥

 ؙೣ ਮফكقা ؚ௹ ি  قਊ ৎ म ਧ ਸ

উॱشঃॖটॵॺऋؚৎীपಮॢছথॻ

ൄၘྠكழᄂહष৸ম૬ୟ⌆ਚരभڰ

ऊै⋷ڲोञਡदۜऺनऽदয়ठಊॊహ

ॱشউটॵউਃ9LFNHUV 9LVFRXQWఃஈ੶ಀ

॑৯ொ

-$ऋဥखऽखञ؛
ؙڮూବ

⋉ؙৎമႃؚ௹িয়੩৵৾ૅभઇపृుญ
যऋઈৃदఄষਃभဥखथःऎ॑৯ொ

ؙೣਮফਊৎमূؚड़জথআॵॡ৫ಈ॑ڮফ

ؙਰ॑౷ऽइथؚဥमৎীႃदमऩऊढञ

पඓइञূਲৗୌभઈ৷दँॉؚఫ૬ୟଛभ

ऊधखथःऽघ؛

ਏऋቬాदखञ؛৸ম૬ୟ⌆मؚड़ছথॲभ)ULHQG

ؙڰਫ਼दऌञऒध

6KLS॑ਯਃ఼৷खؚ
َঅشছॖথُधูखथব

ؙऒभఫ૬হमؚહরৗୂपဥਃभ

भఄষৃधূবقಭিك૬॑वଡ଼ତఁ

ઌधુपൕൗऔोऽखञ؛ৈૅেटढञଽોકभ

ऒध

6

॑ਤीथःऽखञ؛पୌभಭি؞టືभୟଛप

ൿमወपৄॊ
َఄষਃऌُदॅैँؚॊఫ૬੶হभ

मৌឆघॊমఫ૬⌆धभୟଛৡੜਘ଼॑ढथःञর

જॉ௷ऌ॑५ॡছॵউपቦॉणऐथःऽखञ؛

दؚଭਯੜध५আॵ॔ॻشউ్॑ढथॖॠজ५ऊै

ؙফؚ॑੭थ௹িਨष॑ଡइञວपَྠ

ਈৗོभ9LVFRXQWਃभো॑ढथःञञीؚजभ

ழᄂُऋॊऒधधནফभ५ॡছॵউधऋलणः

ඝອঃॖটॵॺभുਛमਜधऩढथःऽखञ؛
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いところです。諸説のいくつかをあげてみましょう。

斧と鉞 ヨキとマサカリ

［諸説−1］

刻み込まれた七本の筋とは

［諸説−2］

摩擦の軽減や脂抜きという機能上の理由。

「身（三）を 避（四）ける」といった魔除け説。
［諸説−3］
斧はオノ、ヨキと読みヨキは「与岐」とも書かれます。

三本の方を「ミキ」と言い、お神酒のこと。四本の方

鉞はマサカリと読み、幅の広い斧をいいます。斧には

を「ヨキ」といい、ヨキは「地水火風」の四大をさし、

木を伐るなど、木材を木目と垂直に切るための伐採用

四方山の山海の珍味をあらわす。筋の刻まれた道具を

の斧（キリヨキ）、薪割りなど木材の木目方向に分割す

木を伐る前に、その木に持たせ掛けて「これから木を

るための薪割り斧（ワリヨキ）があり、昔話に登場する

伐らしてもらいます」といって拝む。本来ならお神酒

金太郎が担いでいる刃幅が広いマサカリは刃広（ハビ

や五穀をお供えするのですが山中のことゆえ「ミキ」

よもやま

はつ

ロ）とかタヅキなどと呼ばれ、削り作業に使われる道

と「ヨキ」で代用した。

具です。

鉞に刻まれた筋

【キリヨキ】木の繊維を切断できるよう、刃は薄く鋭い。
W 41 H 2 5 1 D（ 刃 幅 ）8 0 柄 長 9 1 2

左側にある三本の筋。
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【ワリヨキ】刃は分厚くて重たく、くさびに近い形状。
W 39 H 2 0 7 D（ 刃 幅 ）6 5 柄 長 9 1 5

右側にある四本の筋。 Ȩ ਹ ȩは足助の広瀬鍛冶の陰刻。

豊田市内での収蔵品の中の多くには、左側の三本の
筋の仕様に特徴があり上掲の写真のように単なる三本
の筋ではなく真ん中の筋は矢印のように見えるなど、
三本の筋側になんらかの筋が加えられたものが見受け
られるということ。これは、七は条件充足の聖数であ
るので、神聖を伴い汚れの中に置くことの不注意や道
たた

具を紛失した際、祟りを呼ぶかもしれないといった恐
れのため、三筋側の一本にさらなる筋を加え聖数の条
件を敢えて不完全なものにしたものであると言われて
【ハビロヨキ】W 38 H9 0 D（ 刃 幅 ）2 2 3 柄 長 9 6 8

収蔵品の多くの斧や鉞には、振り下ろした状態で左
たがね

の面に三本、右の面に四本の鏨で刻まれた筋がありま
やに

す。この筋のことを「七つ目」
「流し目」
「脂ぬき」
「稲
妻」などと呼びますが、なぜこのような仕様になったの
か、その理由については様々な伝承があり大変興味深

います。
江戸時代に流行した判じ物文様に、
「良き こ
と 聞く」があります。斧と琴と万寿菊を添え
て、
「良い事が耳に入りますように」との意で
す。この絵の斧は鉞のような形をしています。
（東海民具学会

岡本大三郎）

ىޛ
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ؚ॑ऒऒदखງஂखऽघ؛
伊勢湾台風（昭和 34 年）の記憶

小坂町

当時３歳

四七・七災害（昭和 47 年）の記憶

まだ、幼児だったので、はっきりとは覚えていません

トヨタ町

当時 26 歳

が、雨戸に板を釘づけして家に閉じこもっていました。

当日は、トヨタの旧本館で残業をしていました。降り

次の日だったか、庭に出たら物置小屋が無くなっており、

続いていた雨は、夜になると一段と強くなりました。旧

のぼり

仕舞ってあった鯉幟も無くなってしまったのが、一番残

本館の裏手は低くなっており、そこに停まっていた車数

念な思い出です。

台が浮かんで流されていくのを見ました。
「車って簡単

伊勢湾台風は風がとても強く、家族で雨戸を押えてい
たという話をよく聞きました。市内でも多くの家屋が倒
壊し、挙母神社の大木も倒れました。

に水に浮くんだ」と感心（？）しました。当日は、通勤
のカローラを新婚の同僚に貸し、私は会社の会議室泊で
した。
昭和 47 年 7 月の集中豪雨は、小原・藤岡地区に山崩
れなどの大きな被害をもたらし、市の中心部でも多くの
家屋が浸水しました。
山崩れ、河川の洪水、低地の浸水は、江戸時代から現
代まで繰り返し起きています。自分の住んでいる地域に
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どのような災害の危険があるか知り、避難経路などを確
認しておくことが大切です。

投稿いただいた経験談の掲示

会場の様子

قিྒྷك

■豊田市郷土資料館利用案内■
開館時間 午前９時 〜 午後 5 時
休 館 日 毎週月曜日（祝祭日は開館）
入 館 料 無料（特別展開催中は有料）
交通案内 名鉄「梅坪駅」より南へ 徒歩 10 分
名鉄「豊田市駅」より北へ 徒歩 15 分
愛知環状線「新豊田駅」より 徒歩 15 分
とよたおいでんバス「陣中町一丁目」より西へ 徒歩５分
駐 車 場 約 20 台
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