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秋田県立博物館ニュース

１回の利用から、一生の利用へ
館 長

沢井 範夫

５月に入って、セカンドスクー
ルで当館に訪れる学校が増えてき
ています。
先日、由利本荘市の中学校１年
生が来館しました。館内を歩いて
いると、男子生徒が元気に「こんにちは」と声をかけてくれ
ました。よい気分になったと同時に、先に声をかけなかっ
たことを後悔しました。
菅江真澄資料センターから自然展示室に向かう途中で、
二人の男子生徒とすれ違いました。今度は、こちらから挨
拶をしました。明るい、元気な声が二人から返ってきまし
た。その日一日、私の気持ちは晴れやかでした。
今年度の当館のスローガンは、
「ふるさとを伝え、育み、
学びあう、秋田県立博物館」です。ふるさとに生き、ふるさ
とに愛着を持ち、ふるさとを誇りに思える子ども達の育成
に、少しでもお役に立ちたいという気持ちをこのスローガ
ンに込めました。
私に声をかけてくれた男子生徒、逆に、私が声をかけた
男子生徒の顔はもう思い出せませんが、ふるさと秋田を実
感し、当館にまた来たいと思っていてくれたらありがたい
と、今、思っております。
そして、１回の利用が、一生の利用につながる、そのよう
な博物館づくりに努めねばとも思っているところです。
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「軒の山吹」の再現
山吹の飾り付けの準備をする博物館ボランティア
「アイリスの会」の皆さん
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第２回北東北三県共同展

特別展紹介

北東北自然史博物館
～大地と生きものふしぎ旅行～
平成19年７月27日（金）～ ９月２日（日）

北東北三県共同展は、北東北三県の結びつきが強まる中で、各県立博物館においても互いの研究成果や所蔵品を持ち寄
り北東北の共通性と多様性を探ることを目的に企画されました。平成 16 年の第１回共同展「描かれた北東北」から３年、
第２回の共同展は三県の自然史系の資料を選りすぐり、北東北の数億年に及ぶ大地の歴史と豊かな自然に生きる生物を約
1,000 点におよぶ貴重な標本や写真で紹介する展示です。この展示が、ご覧になった方々自身が自然を直接体験するきっ
かけになることを期待しています。
北上山地はきわめて古い岩石からなり、その歴史は５億年以上
前までさかのぼることができます。展示には古生代の生物である
三葉虫などの化石や、日本で最初に見つかった恐竜「モシリュウ」
の前脚の骨の化石が登場します。それ以外の北東北の大部分は、
はるかに後の時代まで海の底にあり、新しい地層に覆われていま
す。海の底だった時代を物語るクジラの化石などを展示します。

◆マエサワクジラの骨格復元

岩手県立博物館蔵

◆三葉虫化石
岩手県立博物館蔵

◆モシリュウの上腕骨（複製）
岩手県立博物館蔵

生物はそれぞれ限られた範囲に生息しています。北東北
が北限となる生物、日本海側と太平洋側の違い、限られた
場所にだけ生息する生物など、生物の分布にまつわる話題
を紹介します。

◆ニホンオオカミ（剥製）
東京大学大学院農学生命科学研究科蔵

現在、絶滅を心配される生物が多くなっています。また、
外来の生物が悪影響をおよぼす例も目立ってきました。
◆北東北に生息するクワガタ全種

関連行事

今日、生きものたちに起きている変化を取り上げます。

■ギャラリートーク ７月 27 日（金） ８月 18 日（土） ９月２日（日）
８月 11 日（土） 14:00 ～ 16:00 当館講堂《申込必要》
各回とも 13:30 ～ 14:30 企画展示室《観覧料必要》
講師 秋田大学名誉教授 小笠原暠 氏
■展示スポット解説 昆 虫：７月 29 日（日） 地 質：８月４日（土）
演題 「北東北の貴重な生きものたち」
鳥･魚：８月 25 日（土） 植 物：９月１日（土）
各回とも 13:30 ～ 14:30 企画展示室《観覧料必要》
■化石採集 《申込必要》①７月７日（土）または７月 28 日（土）
採集 男鹿市安田海岸現地集合）
②８月４日（土）クリーニング 当館実験教室
月曜日休館 ただし、８月６日（月）と８月 13 日（月）は臨時開館
■夜間昆虫採集 ８月 11 日（土）18:30 ～ 20:30 当館周辺《申込必要》 特別展観覧料 一般：300 円 大学・高校生：200 円 中学生以下無料
■植物のさく葉標本づくり ８月 15 日（水） 当館実験教室《申込必要》
（20 名以上は団体割引） ※常設展のみの観覧は無料です
■講演会
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企画展紹介

秋田美･人
平成19年９月８日（土）～ 11月25日（日）

秋田の風土に育まれた美と人といった観点から、先史時代から現代まで、美しく
捉えられてきた秋田の女性像を紹介します。
秋田の女性は、秋田県内外の芸術家によって絵画や版画などに描かれてきました。
また秋田の美しい四季折々の風景とともに、あるいは様々な伝統行事の中で写真に
写された女性像もあります。
この展示では絵画や版画に描かれたり、写真に写された秋田の女性像を紹介しま
す。さらに、
「秋田美人」の代名詞とも言うべき小野小町にまつわる「小町伝説」や、縄 秋田おばこ
花四題・夏・ハス
横山津恵
文時代に豊饒への祈りのために作られたといわれている秋田県内出土の土偶などを （秋田市立日新小学
勝平得之
（県立近代美術館蔵）とり上げ、
校蔵）
様々な女性像の表現から「秋田美人」のルーツをさぐってみます。

秋田おばこコンクール
（昭和 30 年代秋田市・秋
田市役所広報課提供）

秋田美人コンテスト
（昭和 52 年秋田市・秋田市役所
広報課提供）

また、秋田の女性を美しく飾り、女性達に使われ、実用化され
てきた秋田の工芸品や衣類・生活用具などの実資料も合わせ
て展示します。
展示で紹介する秋田の女性像や、工芸品・衣類・生活用具な
どを通して、秋田の風土・自然、文化について、より一層認識を
深めるきっかけとなれば幸いです。
是非、博物館にお越し頂き、
「秋田の美」について考えてみま
せんか？
（展示担当 庄内昭男・石井志徳）

企画展紹介

秋田国体の軌跡
平成19年９月８日（土）～ 11月25日（日）
国体が46年ぶりに秋田を会場に行われることになりました。
そこで、46年前の昭和36年に開催された秋田国体当時の写真資料や映像資料、県内に残る昭和30年代の生活用具など
の実資料を紹介します。

秋田国体記念切手（いずれも館蔵）

秋田国体開会式招待券（館蔵）

また、昭和３６年の秋田国体当時の公募写真展も開催します。
募集する写真のテーマは、
「炬火リレー」・「開会式と公開演技」・「競技
の応援」・「国体を迎えた町や村の景色」の４つです。
詳しい応募要領は、当館のホームページや応募のチラシをご覧下さい。
多数の応募をお待ちしております。
（展示担当 庄内昭男・石井志徳）

写真左：秋田国体開会式での一コマ
写真右：選手との交流（いずれも館蔵）

※10月22日（月）～10月26日（金）は全館くんじょう消毒のため休館いたします。
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「菅江真澄資料センター」企画コーナー展
「菅江真澄資料センター」企画コーナー展

地誌拾い読み雄勝郡
7月14日（土）～8月26日（日）
7月14日（土）～
8月26日（日）
文化８年 (1811) 以降、城下久保田近
辺に落ち着くようになった菅江真澄
は、秋田藩領六郡の地誌編纂に取り組
みました。最初に地誌編纂の巡村調査
を行ったのが、雄勝郡（現在の湯沢市・
雄勝郡）であったと考えられています。
しかし、その地誌は完成したものとは
ならず、文政５年 (1822) の著作の藩校
明徳館献納にも含まれていません。
現在、真澄の自筆本は一冊を除き全
て失われたため、雄勝郡の地誌の全体
像を知ることができる資料は、四冊の
写本（館蔵）だけとなりました。
地誌『雪の出羽路雄勝郡』は、真澄が
その後に著した平鹿郡・仙北郡の地誌
のように、図絵を伴っていません。しか
し、巡村調査時に描かれたと考えられ
る『勝地臨毫雄勝郡』には 100 図に上る
図絵があり、一部ではありますが、当時
の土地のようすや遺物などを知ること
ができます。また、書簡などの遺墨資料
からは、真澄の足取りを知ることがで
きます。
お

しょう ち

がち ぐん

展示では、
『雪の出羽路雄勝郡』という未
完成本がどのように翻刻紹介されてきた
かを書誌的な側面から紹介した上で、『雪
の出羽路雄勝郡』の特色ある記述につい
て、
『勝地臨毫雄勝郡』の図絵や遺墨資料を
絡めながら紹介します。
真澄の地誌は現代語訳されていないた
めに一般にはなじみのないものですが、親
しみやすい伝説や昔話なども書かれてい
ます。それらについても紹介します。
（菅江真澄資料センター

松山

『雪の出羽路雄勝郡』写本（館蔵）

修）
駒形山歌集（館蔵）
本資料の内容は、真澄が雄勝郡を
巡村調査した際の「駒形日記」
（『雪の
出羽路雄勝郡』の一部）と合致しま
す。
「駒形日記」は、かつて断簡一丁だ
けが残っていたものです（現在は不
明）。第六首から第十首はその断簡に
は記されていない部分となるため、
真澄の足跡を知る上でも貴重です。

りん ごう

「秋田の先覚記念室」企画コーナー展

「歌人 後藤逸女
～和歌に生きた生涯～」
6月23日（土）～ 8月5日（日）
今回の企画コーナー展では、歌人・
後藤逸女(ごとういつじょ)を紹介しま
す。
後藤逸女は、幕末から明治にかけて和
歌の才能によって、広く知られた女性
でしたが、現在その名はほとんど知ら
れていません。これは、近代以降、伝
統的な形式にそった和歌は古いものと
され、逸女の和歌もきちんとした評価
がなされていないことと関係していま
す。
しかし、逸女の和歌の魅力と知識の
一端を知ることの出来る資料がありま
す。写真の扇子は暦を詠み入れた和歌
「大小吟」が書かれています。明治5年
(1872)まで使用されていた太陰暦で
は、１ヵ月が30日の月を「大の月」、
29日の月を「小の月」と呼んでいまし
た。また、2～3年に1度は閏月を設けて
13ヵ月ある年を作り調節しました。慶
応元（1865）年は干支が「乙丑」で閏
五月のある年で、この扇子には13首あ
ります。また暦には「年」だけでなく
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慶応元年各月一日の干支
一月一日…丁酉
→
二月一日…丁卯
→
三月一日…丙申
→

逸女の和歌
大空は歳の内なるはるなからはるそと告る鳥のはつ声
小倉山またきさらきの空さむみつきの兎も霞まさりけり
小塩山さえのの沼の月ならて花にましらの何をとるらむ

「日」にも干支が割り振られており、
ここには慶応元年の月の大小と一緒に
各月の一日の十二支が詠み込まれてい
ます。和歌に暦と干支を詠み入れてい
る技巧的な面もおもしろいのですが、
逸女のくずし字には特徴があり、その
作品に魅力を加えています。この作品
の由来や、逸女がどのような生涯を

送った女性なのか、またその美しいく
ずし字については限られた紙面では説
明し切れません。是非展示をご覧に
なって逸女の魅力を感じて頂ければと
思います。
（秋田の先覚記念室

中村美也子）

資料紹介
資料紹介

スミレの仲間の
スミレの仲間の
アクリル樹脂封入標本
アクリル樹脂封入標本

アクリル樹脂封入標本は花や葉の立
体的な形が保持され、色も残っている
ので展示に向きます。スミレの仲間は
小型の植物が多く、全草を封入するこ
とができるので当館では身近に見られ
るスミレの仲間を数多く作りました。
今年度、第２回北東北三県共同展「北
東北自然史博物館～大地と生きものふ
しぎ旅行～」が、７月 27 日～９月２日
に行われます。展示のひとつとして「北
東北三県に生育しているスミレの仲
間」のコーナーがあり、一部をアクリル

樹脂封入標本で紹介します。
スミレの仲間は、世界では温帯を中
心に分布し、400 種類以上も知られて
います。日本では全域に分布し、海岸か
ら高山のお花畑まで広く生育していま
す。変化が多く、色変わりなども含める
と 200 種類以上にもなります。秋田、青
森、岩手の北東北三県では、雑種や色変
わりなどを除いて 48 種類が生育して
いると考えられています。最近では、園
芸種のアメリカスミレサイシン Viola
sororia やクワガタスミレ（キクバスミ
レ）Viola palmata など外国産スミレが
野外に逸出して生育しているのが確認
されています。

北東北三県は隣県どうしですが、青
森県や岩手県では生育しているのに、
秋田県には分布が確認されていないと
いう種類もあります。どんな種類か見
に来て、「身近にあったよ」など新たな
分布情報をお知らせ下さい。
（生物部門 阿部裕紀子）

ナガハシスミレ
Viola rostrata var. japonica

ヒメスミレ
Viola minor

資料紹介
資料紹介

加賀圓相撲
－横手に伝わる相撲文化－
－横手に伝わる相撲文化－
相撲は明治時代の末から「日本の国
技」とよばれていますが、その歴史は古
く、古代から農耕儀礼として豊凶を占う
神事として相撲が行われていました。中
世には武士の間で実戦用の武術として
相撲が行われ、江戸時代は神社・仏閣の
建立・修築の浄財を集めるための勧進相
撲として全国に流行していきました。秋
田県内でも神事として、また娯楽として
各地で相撲が行われました。現在も毎年
９月になると秋祭りにあわせて奉納相
撲が行われています。
県内南部において相撲が盛んであっ

たことは、次の写真からもうかがえます。 が明け荷に入って保存されています。
え ぼ し
この他にも行事が使用した烏帽子や軍
これは昭和 34年 11月、横手市の神明
社境内で行われた、横手市平鹿郡相撲大 配、番付などは、当時相撲が盛んであった
会に参加した役員と力士の記念撮影で ことを伝えてくれます。なお、この地は今
でも学童相撲や学生相撲が盛んで、加賀圓
す。
横手市四日町の旧家加賀谷家の当主 相撲の伝統は綿々と続いています。
（民俗部門 高橋 正）
圓右衛門は、明治から昭和にかけてこの
地に相撲を普及させた人物です。自宅近
くに土俵をつくり、横手市・平鹿郡内の

番付
か

が えん

力自慢を集めて相撲を行い「加賀圓相
撲」と呼ばれていました。
写真の化粧まわしは「加賀圓」が当時
求めたものの一つで、渋紙で作られた包
こ もちきっこうさん じ いりつや ぼ たんいろまわし
紙には「子持亀甲三字入艶牡丹色廻」と
記されています。現在 20本の化粧まわし

軍配

烏帽子
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学芸ノート

「真澄とまじない」余話
～呪文「万歳楽万歳楽」について～
たみ

秋田魁新報に連載していた「真澄と
まじない」（平成19年1月26日～5月4
日、全15回、丸谷仁美学芸主事と分担
執筆）は、平成18年度の企画コーナー
展「まじないとねがいごとの諸相」を
契機に始まったものでした。連載コラ
ムについては、菅江真澄資料センター
のスタディルームで閲覧していただき
たいと思います。
ここでは、まじないの仕方を直接的
に扱った図絵がないため、新聞で紹介
することができなかった呪文「万歳楽
万歳楽」について、真澄の記述に寄り
添って考えてみることにします。
地震時の呪文「万歳楽万歳楽」
日記『小野のふるさと』の天明５年
(1785)３月11日に、次のような記述が
あります。「庚申講で夜を明かし、鶏
が夜明けを告げたのでさて寝ようとし
たその時、強い地震があった。物忌み
をしていた人々は、声をそろえて『万
歳楽万歳楽』と唱えた」（大意）。
万歳楽を「ばんざいらく」と読むの
か、「まんざいらく」と読むのか迷う
ところですが、真澄の下北での日記
『牧の冬枯』には、舟のように揺れる
大きな地震に際して「まんざいらくま
んざいらく」と「声どよむまで（声が
鳴り響くまで）」唱えたとあります。
また、『日本国語大辞典』（小学館）
によると、「ばんざい」は万歳（ばん
ぜい）の新しい慣用的な読み方で、
「近代にはいってからのものと考えら
れる」とあります。これらのことか
ら、近世までは万歳を「ばんぜい」あ
るいは「まんざい」と読み、万歳楽に
なると、一般に「まんざいらく」と読
むことがわかりました。少なくとも真
澄は「まんざいらく」の呪文を耳にし
たのです。
千年万年を本来の意味とする「千秋
万歳（せんしゅうばんぜい）」の言葉
があるように、万歳は、人やものを言
祝ぐ言葉として古くから使われていま
す。神楽歌の「千歳 千歳 千歳や
千年の 千歳や」「万歳 万歳 万歳
や 万代の 万歳や」も神上げのため
の呪文と考えられています。
万歳楽は当然、万歳の意味の延長線
上にあり、謡曲「高砂」の「千秋楽は
ち

とせ

よろず よ
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な

いのち

の

民を撫で、万歳楽には命を延ぶ」
（「千秋楽」を奏しては民の安全を
願い、「万歳楽」を舞うことによっ
て君の長寿を念ずる…訳は小学館
「日本古典文学全集」）は、舞楽の
万歳楽が君（天皇）の長寿を言祝ぐ
ために舞われたことを示していま
す。
真澄のとらえ方
言祝ぎの言葉としての「万歳楽」
が地震などの際に唱えられた例は、
東北地方を中心に報告され（八木洋
行「地震と万歳楽」、『真澄学』第
二号所収）、またその解釈について
は、安政の地震の際に版行された鯰
絵から試みられたりもしています
が、ここでは、人々が唱える「万歳
楽万歳楽」について真澄がどうとら
えたかを考えてみたいと思います。
真澄の随筆『筆のまにまに』三巻
「うごかぬ御代」には、「関東大地
震のとき通茂卿の御詠に、神津国千
代のいはほをゆりすゑてうごかぬ御
代のためしにぞひく、とぞ聞こえた
る」と書いています。
元禄16年(1703)に起こった元禄大
地震は、元号を宝永に変えるほど関
東に大きな被害をもたらしました。
その地震に際して、後水尾天皇から
古今伝授を受けるほどの歌人であっ
た中院通茂が、「天皇が治めるこの

なまず

え

ご

なかのいん みち しげ

みずのお

てん

のう

国にある千代の岩を動かし据えて、
そして変わらない御治世の例として
動かしているのだ」（訳は松山）の
意味の歌を詠んだと紹介しているの
です。さらに、「万歳楽と御代を祝
ふ意の御歌に能かなへり」と結び、
「万歳楽万歳楽」と人々が唱えるの
は、天皇の御治世を祝福する通茂の
詠歌に意味が良く似ているとしてい
ます。
地震によって、人々が営々と築いて
きたものを失ったり、時には命まで落
としたりするほどの危険にさらされ
るのに、言祝ぎの意味だけでは「万歳
楽」などと叫べるはずもありません。
しかし、
「雨降って地固まる」の諺の如
く、また、岩を揺り動かしたからこそ
盤石になったのだとする通茂の歌の
如く、悪事を好事に転化して考える庶
民の力強さを、真澄は「万歳楽万歳楽」
の言葉の中に感じたのではないで
しょうか。だからこそ、真澄は通茂の
歌を想起したのでしょう。
その「万歳楽万歳楽」を人々が「声ど
よむまで」唱えたとする『牧の冬枯』の
記述は、人々の強い願いを表出するの
が声の大きさであり、皆が一緒に声を
合わせるならばなおさらその願いが
実現するだろうという、現代のスポー
ツ応援にも通じる心理を示している
のではないかと思います。
呪文「万歳楽万歳楽」に関する記録
は、真澄が記録したものを真澄の目を
通して考察できる好例といえます。
（菅江真澄資料センター

松山

修）

鳥海山の噴煙
歌枕として知られた象潟は、文化元年
(1804)6 月 4 日の象潟地震と鳥海山の噴火
で、島々が点在する景勝が一変して陸地と
なってしまいました。真澄は、『筆のまにま
に』一巻「なゐふりしきさかた」などにその
ことを記録しています。
図絵は、文化３年 (1807) の『かすむ月星』
（上図）と、文化７年の『氷魚の村君』
（下図）
に描かれた鳥海山の噴煙です。文化元年か
らの連続的な噴火なのか、それとも断続的
なものかは不明です。
象潟地震の時も、人々は「万歳楽万歳楽」
の呪文を唱えたのでしょうか。

⑩石臼

上臼（写真左）と下臼（写真右）に
ある６区画の刻み

わくわくたんけん室にある石臼

→

石臼は穀物などを挽いて粉にする道
具です。今ではもうほとんど目にしな
くなった道具ですが、昔の農家ではよ
く使われていた道具でした。
石臼は今から約２６００年前頃の中
央アジアで作られたのが始まりと言わ
れています。日本で一般的に使われる
ようになったのは江戸時代で、石工の
技術が進化して細かな目を刻めるよう
になったためといわれています。
石臼には上臼と下臼があり、これを
あわせて、上臼を反時計回りに回転さ
せるのが一般的です。ごく希に時計回
りに回転させる臼もありますが、新潟
県佐渡近辺などの一部の地域に限られ
ます。
上臼と下臼には刻みがあり、６区画
に分かれています。これは関東より北
の地域と九州に多く、東海から関西、四
国は８区画に分かれたものが多くあり
ます。
石臼の使い方は、上臼を回しながら
穴から少しずつ粉にする穀物を入れて
いきます。すると、上臼と下臼の合わせ
目から粉になった穀物が出てきます。
一度、挽いた粉も、再び挽くとさらに細
かい粉になります。

現代においては鋼鉄製の高速粉砕機
械が普及し、石臼を使う場面は失われ
ました。しかし、石臼の仕組みは現代の
粉砕機械の基本構造にも導入されてい
ますし、一般家庭でも小型の石臼を
使って、コーヒー豆や抹茶を挽いてお
茶の時間を楽しんだり、ソバ粉を挽い
て、自家製のソバを打ったりする人も
少なくないようです。
（わくわくたんけん室担当
鈴木 秀一）

石臼で挽く前の米

→
石臼で米を挽いています

石臼で挽いた後の米

平成19年度人事異動
転出者～お世話になりました～
・主任専門員
遠藤 茂磨（秋田西高校事務長へ）
・主任学芸主事 岸野 直彦（秋田中央高校教諭へ）
・主任学芸主事 菅原 明雅（大館桂高校教頭へ）
・学芸主事
大森
浩（生涯学習課学芸主事へ）
・非常勤職員
小野 謙治（退職）
・非常勤職員
伊藤 道二（退職）
・非常勤職員
根田 紘悦（退職）
・解 説 員
趙
成玉（退職）

転入者～よろしくお願いいたします～
・主任専門員
寺谷 隆志（総務課施設整備室副主幹より）
・主任学芸主事 佐々木人美（秋田南高校教諭より）
・主任学芸主事 古関 直衛（横手高校教諭より）
・学芸主事
成田 榮樹（大館鳳鳴高校教諭より）
・学芸主事
藤原 尚彦（県民文化政策課主査より）
・非常勤職員
吉田 文雄（採用）
・非常勤職員
進藤 繁男（採用）
・非常勤職員
石井 久則（採用）
・非常勤職員
高橋 眞夫（採用）
・解 説 員
三浦 慈子（採用）
（平成19年4月1日付）
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平成18年度 展示案内
７月～９月の行事案内
Information
７月～９月の行事案内
７月の行事案内
1 日 ●博物館教室「楽しいしぼり染め研究コース」

９月の行事案内

８月の行事案内
1 水

2 月 休館日

●博物館教室 「楽しいしぼり染め中級コース
①～④」

1 土
2 日 特別展「北東北自然史博物館」閉展

3 火 ●博物館教室「楽しいしぼり染め中級コース③」

2 木 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」

3 月 休館日

4 水 ●博物館教室「楽しいしぼり染め中級コース②」

3 金 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」
●博物館教室「化石採集」①②
4 土 ◎特別展「北東北自然史博物館」
スポット解説（地質）
秋田の先覚記念室企画コーナー展
「歌人 後藤逸女」 閉展
5 日
●博物館教室「楽しいしぼり染め研究コース」
●博物館教室「奈良家住宅附属屋特別公開」

4 火

5 木 ●博物館教室「楽しいしぼり染め中級コース①」
6 金 ●名誉館長館話「秋田の先覚とその周辺」
●博物館教室「化石採集」①
7 土
◎「結婚出産お葬式」展示解説
8 日
9 月 休館日

5 水
6 木
7 金
8 土

企画展「秋田美・人」 「秋田国体の軌跡」
開展（11月25日まで）

9 日

10 火

6 月 臨時開館

10 月 休館日

11 水

7 火

11 火

12 木

8 水

12 水

13 金

9 木

13 木

菅江真澄資料センター企画コーナー展
「地誌拾い読み雄勝郡」 （８月26日まで）
14 土
●秋田の先覚記念室講演会
◎「結婚出産お葬式」展示解説
15 日
16 月

海の日
企画展「結婚・出産・お葬式」閉展

17 火 休館日

10 金

14 金 ●名誉館長館話 「菅江真澄からの連想」

●特別展「北東北自然史博物館」講演会
11 土 ●特別展「北東北自然史博物館」関連行事
「夜間昆虫採集」
◎夏休み
12 日
博物館
13 月 臨時開館
いろいろ玉手箱
14 火

15 土
16 日 ●博物館教室「奈良家住宅附属屋特別公開」
17 月 敬老の日
18 火 休館日
19 水
20 木

18 水
20 金 ●名誉館長館話「秋田の先覚とその周辺」

15 水 ●特別展「北東北自然史博物館」関連行事
「植物のさく葉標本作り」
16 木

21 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」

17 金

23 日 秋分の日

22 日 ●博物館教室「昆虫教室」

◎特別展「北東北自然史博物館」
18 土
ギャラリートーク
●博物館教室「昆虫教室」
19 日
●博物館教室「アイの生葉で染める」

24 月 振替休日

20 月 休館日

27 木

21 火

28 金 ●名誉館長館話 「菅江真澄からの連想」

22 水 ●博物館教室「縄文土器を作ろう」

29 土 ●博物館教室「里山の植物観察会」

23 木

30 日

19 木

23 月 休館日
24 火
25 水
26 木 ●博物館教室「銅板打ち出しのレリーフつくり」
特別展「北東北自然史博物館」開展
（９月２日まで）
27 金
◎特別展「北東北自然史博物館」
ギャラリートーク
28 土 ●博物館教室「化石採集」②

22 土 ●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講演会」

25 火 休館日
26 水

24 金

30 月 休館日

●博物館教室「真澄に学ぶ教室・講読会」
25 土 ◎特別展「北東北自然史博物館」
スポット解説（魚・鳥）
菅江真澄資料センター企画コーナー展
26 日
「地誌拾い読み雄勝郡」 閉展

31 火

27 月 休館日

●博物館教室「竹細工製作教室」
29 日 ◎特別展「北東北自然史博物館」
スポット解説（昆虫）

21 金

28 火
29 水
30 木
31 金

特別展・企画展などのお知らせ
◎特別展

第２回北東北三県共同展
「北東北自然史博物館 ～大地と生きものふしぎ旅行～」（7/27～9/2）
◎企画展「秋田美・人」「秋田国体の軌跡」 (9/8～11/25)
◎菅江真澄資料センター企画コーナー展「地誌拾い読み雄勝郡」（7/14～8/26）
◎秋田の先覚記念室企画コーナー展「歌人 後藤逸女 ～和歌に生きた生涯～」 (6/23～8/5）
◎ふるさとまつり広場「楽しいしぼり染め」作品展（7/7～8/6）
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