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秋田県立博物館ニュース

企画展「秋田の手しごと

その弐」実演六題

企画展の関連事業として開催した「秋田の手しごと」の実演や製作体験の様子です。
（写真上段左上から）
12/９(日)･16(日)川連漆器の実演（沈金彫）、1/5(土)･6(日)秋田杉桶樽の実演、
１/13(日)･20(日)銀の指輪製作体験
（写真下段左から）
１/13(日)･20(日)塗箸製作体験、２/10(日)加飾卵殻技法の実演、
12/12(水)･19(水)･1/9(水)･1/16(水)･1/23(水)ゼロからはじめるワラ仕事
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企画展展示紹介

「あきたの街道を歩く」
４月２６日（土）～６月２２日（日）
入場無料
本展では、江戸時代の秋田の街道と人々の関わりを歴史的背景や民俗的な信仰の面から紹介します。街道を歩いた昔の
人々は、どんな姿で歩き、道すがら何を見たのでしょうか。道中の風景や参勤交代の様子を描いた江戸時代の絵巻、一里塚
や番所の資料などから、道と私たちの関わりの歴史をたどります。歴史のなかの「道」を追体験してみませんか。

◇道のネットワーク
江戸時代の秋田には羽州街道、大間越街道など多
くの街道があり、領主は交通の便をはかるため、宿
駅制度をととのえ宿場や一里塚を設けました。江戸
時代の絵図からは、領内に張り巡らされた道路網の
様子が窺えます。
「秋田領六郡絵図」(館蔵)
領内の村々や石高等の情報と
共に、集落を結ぶ道路網が描
かれている。

◇ゆきかう人と物
街道は人が往来する道であるとともに、様々な商品や情報を運ぶ道で
もありました。街道の光景を描いた図絵などに、当時の人々が見た町の
様子、川の渡し場の光景、荷物の継ぎ立て場の光景などを見ることがで
きます。

「秋田風俗絵巻（部分）」(館蔵)
城下町の市の賑わい、城下の道路
が木戸で区切られている様子が分
かる。

◇参勤交代と武士の道中
参勤交代は、大名が将軍に対してつとめるべき役儀であるとともに、
領民に威勢を示すデモンストレーションでもありました。参勤の様子を
描いた絵巻からは、大名行列の威儀を正した壮麗さが窺えます。
「駕籠」( 館蔵 )

秋田藩の武家所用のもの。
（歴史部門

「佐竹侯江戸御登之図（部分）」
（館蔵）幕末の秋田藩の参勤交代の様子を描いている。
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新堀道生）

資料紹介

根本通明の写した『佐竹義睦御容體書』
お

根本通明は仙北郡刈和野村に生まれ
た儒者です。明治19年御講書始の儀で、
明治 天皇への御進講を命じられるな
ど、易学でもって天下に知られた人物
でした。秋田県人として初めての博士
でもあります。
通明が藩校明徳館の教授手傳であっ
た安政４年（1857年）、第11代藩主佐竹
義睦公が７月１日に死去しました。享
年19歳。法号を憲諒院文岳仁裕といい
ます。
実は、このときの経緯が、通明が書
いた「履歴」に記されています。御側
醫による「御容體書」という体裁です。
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どうやら、秋田の御側医から江戸の御
側医へ、６月末に送られた数通の通知を
まとめたもののようです。
そこには、義睦の病状として、御足脛
御水腫（足やすねのむくみ）、御小水追〃
御減少（尿量の減少）、御虚里御騒敷（動
悸）、御衝心・御息迫（呼吸困難）などと
書かれています。そして、御煩悶（苦しみ）
や御疲がつのり、軽からざる御容體とな
っていったとあります。
このような病状に対して、はっきりと
読み取れるものとして、次のような漢方
薬が処方されています。カッコ内には、
効能・効果を記しました。
胃苓湯（下痢・嘔吐・口の渇き・尿量
減少などに用いる）、沈香（鎮痛・鎮
静・抗菌などのために用いる）、分消湯
（むくみ・尿量減少などに用いる）、呉
茱萸湯（頭痛・吐き気などに用いる）、
茯苓（利尿・健胃・鎮静などのために用
いる）、降気（気血を巡らすために用い
る）、豁胸湯（呼吸困難に用いる）、大
柴胡湯（鎮痛・利尿などのために用い
る）、甘遂（鎮痛のために用いる）、朝
鮮人参（強心のため、また嘔吐・下痢な
あしすね
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『佐竹義睦御容體書』
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（先覚部門

大正11年に国の天然記念物に、さらに昭
和27年に特別天然記念物に指定され保護さ
れています。

佐々木人美）
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AKPM724-26
AKPM724-53-18
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AKPM724-53-16
AKPM724-53-09
AKPM724-53-11
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58.1
82.1
54.6
48.1
46.6
29.1
49.6
52.1
49.6
30.1

13.3
6.3
3.8
5.8
5.0
4.7
3.4
4.6
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1.034
0.323
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0.237
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0.181
0.206
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0.140
0.139
0.181
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5.2
5.1
6.1
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3.4
3.9
3.9
3.7
4.4
2.9
2.7
2.6
3.4

グラフの右上のプロット(AKPM72426)は、バックグランドの約13倍と、収
蔵資料の中では一番強い放射能があり
ました。
エチルアルコールの過飽和状態中に
北投石(AKPM資料1)を置くと、放射線の

1.000

線量当量 μSv/h

ＧＭ式放射線測定器と線量計｢はかる
くんⅡ｣を用いて、北投石の放射能(壊
変毎分cpm)と単位時間あたりの線量当
量(μSv/h)を測定しました。
表の値は、それぞれの測定値より
バックグランド分を減じた値で、
[1/BG]欄は、バックグランドに対する
倍率です。

北投石の測定値
AKPM724-26(整理番号１)

えい

つめやく

特別天然記念物｢北投石Hokutolite｣

北投石

とう

しょうみゃくさん

資料紹介
北投石は明治39年に地質学者の岡本
要八郎が台湾の北投温泉で発見した鉱
物です。玉川温泉から見つかった鉱物
も同じものであると報告されました。
学術的には含鉛重晶石と呼ばれていま
す。
北投石の主組成はBaSO4とPbSO4で、そ
の他に微量のストロンチウム、カルシ
ウム、鉄、放射性同位元素のラジウム
などを含んでいます。
斜方晶系に属し、結晶は少なく繊維
状集合体からなり、表面は皮殻状、内
部は褐色と白色の類帯構造になってい
ます。

ぶ

どに用いる）、真附湯（尿量減少・下
痢などに用いる）、生脈散（嘔吐・下
痢などに用いる）。これらの中には、
現代でも耳にするものがあります。当
時としてはあらゆる手を施したことで
しょうから、医療の実際がどのような
ものであったかを教えてくれる資料で
もあります。
なお、通明の「履歴」は、嘉永５年
(1852年 )に明徳館の詰役と教授手傳を
仰せつけられたところまでは、その名
の通り、彼の履歴が記されたものです。
しかし、安政４年７月１日をもって、
突然、藩主の病気から逝去、葬儀等の
記事となります。そして、義堯公へと
藩主の交代が一段落すると、再び通明
の履歴が記されていきます。つまり、
通明の履歴、すなわち人生に、藩主の
存在が割り込んできているのです。こ
の資料の内容とその構成は、当時の藩
士にとって、藩主がいかに重要な存在
であったかを明示しているものともい
えるでしょう。
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霧箱 白い糸状の部分が放射線の飛跡

飛跡を間断なく観察することができま
す。
北投石に含まれるラジウムはアルカ
リ土類金属の一つで、化学的性質はバ
リウムに似ています。質量数226の同位
体は半減期1602年でα崩壊をして異な
る核種に壊変します。
(地質部門 成田榮樹)

3

学芸ノート

ワラ仕事の日々
ワラ製品作りは農家で行われた普通
の生活技術でした。ワラ製品は使われ
た後、コエヅカ(肥塚)に積まれ、堆肥
となり土にかえされました。
ワラ製品が現在の生活の中で実際に
使えるかどうかは別問題として、かつ
て今より遙かに環境負荷の小さい資源
循環型の生活文化があったことを思い
出させてくれることは確かです。

◆ゼロからはじめるワラ仕事
このような思いが去来するなかで、
ワラ仕事に取り組んでみたいという思
いが募り、「ゼロからはじめるワラ仕
事」という講座を開設しました。原案
では「甘えちゃダメよ！徹底的にやる
ぜワラ仕事！」というものでしたが、
あまりにも正直で参加希望者が現れな
い恐れがあるのでトーンダウンしまし
た。その結果、うまい具合に希望者が
集まりました。でも、引っ張っていこ
うという私自身がワラ仕事の経験が全
くなく、あるのは好奇心と、やればで
きるという根拠の無い自信だけという
状態なので、困難は目に見えていまし
た。しかし幸いなことに、当館にはボ
ランティアの佐藤さんというワラ仕事
の大先達がいました。
講座では最初に、横槌を作ります。
横槌は細工に使うワラを叩いて柔らか
くするための道具です。次に、ワラシ
ベを取り去って使うワラを選るすべを
学びます。そしてワラを打って柔らか
くします。その次に縄綯いをします。
縄は右縄と左縄、２本撚りと３本撚り
ができるようにします。縄ができるよ
うになったら、ゾウリ、ワラジ、クツ
と製作を進めます。何とかクツができ
るところまでこぎ着けたいというのが
願いでした。
参加者のためには、製作技術のテキ
ストを準備することにしました。その
ために佐藤さんの仕事を観察してムー
ビーで記録をとり、配布用にＤＶＤに
しました。
しかしテキストはテキストで、実際
にやってみなければわからないことが
ほとんどでした。ワラを選る作業にし
ても、どこまでシベを除いてよいのか
は、モノを作ってみなければわかりま
せん。それもかなりきちんと作れるよ
うになってみないとわからないので
す。作るものによっても違ってきま
す。ワラ打ちも同じです。どの程度叩
けばよいのか。製作中にワラが折れ
る、ちぎれる等の困難に行き会って初
めてワラの叩き方に気を遣うことがで
きるようになります。
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縄綯いはそれほど難しい技術ではあ
りませんが、丈夫で美しい縄を作るに
はかなりの修行が必要です。ゾウリや
ワラジを編む芯に用いる縄は特に吟味
が必要です。あまり太くなく均一強靱
で滑らかな縄を綯う必要があります。
縄の良し悪しはゾウリなどを作ってみ
なければわかりません。ゾウリは編ん
でから芯縄を強く引き締めて尻を丸く
形作りますが、初めての人はたいてい
引き締め途中に縄を引き切ってしまい
ます。完成直前の喜びの中で悲劇が起
こるのです。切れてみないとわからな
いのです。そこで初めて、切れない縄
に執念を燃やすことになります。会心
の作の縄ができたときは拝みたくなり
ます。

◆ゾウリとワラジ、クツにシベ
ゾウリ、ワラジは技術的にはほとん
ど同じですが、ゾウリは鼻緒をすげる
ところ、ワラジは踵を編むところが異
なります。クツは甲を網代に編むとこ
ろが複雑で、何度やっても惑乱が生じ
ます。ワラを足の甲で交互に編むと
き、どれがどのワラなのか見誤らない
ように順序よく編みますが、たいてい
は順序がわからなくなります。編める
ようになってもなかなか形良くできな
いのです。私がクツ編みで悪戦苦闘し
ているのを見ていたお婆さんから「ヘ
タクソだ、それだばダミグツだ」とい
う御託宣を賜りました。クツは網代に
編んだ甲の脇をさらにワラで綴って仕
上げるのですが、脇をつづらない粗末
な作りのクツをダミグツといいます。
ダミグツはお弔いで埋葬のときに履い
ていき、帰りには捨ててくるクツで、
わざと粗相に作ります。私のクツはダ
ミグツにしか見えない粗末さだったの
です。

クツ

次にシベにチャレンジしました。ど
うということもなく、すんなりとでき
たのですが、どうしても甲の編み目が
逆になります。何度やっても網代の編
み目が逆になります。夢の中でまで考
えましたが理由がわかりませんでし
た。それが、佐藤さんのシベ作りの
ＤＶＤを見返している内にようやくそ
の理由がわかりました。佐藤さんはつ
ま先を向こうに向けて編んでいます
が、私は爪先と向かい合って編んでい
ました。クツと同じように編もうとす
ると、どうしても爪先から見て編む形
になります。爪先を向こうに向けて編
むと、クツ編みの網代を裏返しに編む
ことになり、その違いで編み目が逆に
なったのでした。ここで得た教訓は、
「手仕事を学ぶ者は、先ず師匠の形を
なぞれ」ということです。苦難のワラ
仕事の日々はどこまで続くのでしょう
か。とりあえずワラの履き物全品目を
制覇して一段落するところまではやり
たいと思います。

シベ

ゾウリ
ヘドロ

◆ワラ仕事の日々

ワラジ

ワラ仕事の日々を過ごす内に、この
ような無形文化である民俗技術はどの
ようにすれば保存できるのだろうかと
考えることが多くなりました。資料を
集め技術記録を作るだけではダメなの
ではないだろうかというのが、この頃
の思いです。
（工芸部門 宮本康男）
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秋田市下浜八田のヤマハゲ行事
秋田市下浜八田のヤマハゲ行事
ナマハゲは秋田県の代表的な行事と
いってもよいほど、全国的に有名な行事
ですが、今年は別の話題でも、しばしば
ニュース画面をにぎわせることになって
しまいました。
その名誉挽回、というわけではありま
せんが、今年、秋田市下浜八田で行われ
たヤマハゲ行事をご紹介します。
ニュースなどでは、「ナマハゲ」とい
う言葉が一般的になっていますが、各集
落では「ヤマハゲ」「アマハゲ」「ナゴ
メハギ」など、さまざまな呼び方があり
ます。
①ヤマハゲはいつ来る？
平成12年にハッピーマンデー法が制定
されてからは、１月第２週の日曜日に行
われますが、それまでは１月15日の夜に
行われていました。この日は家の人たち
が皆、家をきれいにして、ヤマハゲたち
を迎える準備をします。

④ヤマハゲの役目
ヤマハゲは、集落に豊
作と健康をもたらしてく
れる神様です。それと同
時に、悪いことをする子
どもをしかったり、昨年
結婚した嫁や婿に、集落
でのしきたりなどを教え
ヤマハゲ 幣束をもって各家をまわります
たりする役目を担ってい
ます。
ただし、前の年に不幸のあった家には
ヤマハゲは訪れません。また、ヤマハゲ
のケラから落ちたワラは、家の繁栄をも
たらすと言い伝えられています。ヤマハ
ゲが来るということは、一年間何事もな
く無事に過ごせ、またこれから迎える一
年も平和に過ごせることを約束している
のです。

家の人がヤマハゲをねぎらってお酒をすす
めます

暴れるヤマハゲ

②ヤマハゲはどこから来る？
ヤマハゲなので、普段は山に住んでいる
そうです。以前は集落に、「オスギと松」
と呼ばれる松が生えていて、家の主人が
「おめえどっから来た？」と、ヤマハゲに
尋ねると、「オスギの松から来た」と答え
ていました。数年前にこの松が枯れてし
まってからは、「山から来た」と答えてい
るそうです。
③忙しいヤマハゲ
下浜八田の集落は現在４８戸です。ヤマ
ハゲは日が暮れると集落を訪れますが、子
どもなどは早く寝てしまいます。そのた
め、９時頃までに全戸回らなければなら
ず、実はその日は大変忙しいのです。そこ
で現在では、ヤマハゲを３グループに分
け、集落の上町、中町、下町地域からそれ
ぞれ出発するようにしています。ヤマハゲ
が少なくても１回は家に来るようにするた
めです。

今年、ナマハゲが世間を騒がせたお
りに、あるニュースで、事件の原因に
は、普段集落を離れている若者が、行
事の日だけ帰ってきてナマハゲを演じ
るため、ナマハゲ行事の伝統が正しく
伝えられていないことがあると報道さ
れていました。けれど、下浜八田のよ
うに、普段集落を離れている若者たち
が久しぶりに戻ってきて、「じいさん
元気だか？」と言いながら各家を訪れ
ヤマハゲが配る札
て酒飲み話をするという場面も、現在
のナマハゲ行事の姿だと思います。下
⑤融通のきくヤマハゲ
浜八田だけに限らず、ナマハゲ行事
ヤマハゲに扮する人は、集落で生まれ
は、昔も今も、変わらず集落の大切な
た男性と決められています。以前から、
行事として伝えられていることを知っ
集落の青年会の男性がヤマハゲをつとめ
ていただければ幸いです。
ています。ヤマハゲは通常二人一組です
が、青年会の人が多かった時には、大勢
（民俗部門 丸谷仁美）
で一軒の家を訪れたそうです。
現在は残念ながら青年会の人数が少な
く、この日は市内などから、集落出身の
若者が帰ってきてヤマハゲに扮します。
そして、老夫婦だけの家庭も多くなった
ので、ヤマハゲは自分たちの両親や祖父
母のところへ行くことにもなります。
せっかく行っても、「今、朝青龍の試合
見てるから、早く帰ってけれ」と家の人
に言われたので、すぐに次の家に行っ
た、ということもあります。子どもや初
婿初嫁を戒めるヤマハゲですが、両親な
ヤマハゲから落ちたワラ。今年一年の家の
どにはどうも立場は弱いようです。
繁栄を約束します。
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主な材料は、調査しながら拾い集めた
ものです。集めた実やタネは汚れを取り
除き、乾かします。中から虫が出ること
もあり、時々点検しました。
身近な野菜や果物のタネ、貝や石など
を使っても面白い作品ができるのではな
いかと考えています。

⑬「木の実でアート」
冬休み限定アイテムとして、木の実で
思い思いに作品を作ってもらいました。
作り方は、まず木の実などの形を生か
し、創造力を膨らませて組み合わせを考
えます。次におおよその形ができたとこ
ろで、加熱されてのり状になった接着剤
でつけます。小さい木の実ならあっとい
う間に、大きくても接着剤を多めにする
としっかりつきます。接着用器具から出
たばかりの接着剤は熱いのでやけどしな
いように注意して使います。

「クリスマスケーキ」
市川裕大さん

「たき火」
関谷美子さん

「サンタクロースとトナカイ」
こまつしおんちゃん

（わくわくたんけん室

木の実などの材料

甘粛省だより
甘粛省だより～第４回～
～第４回～

甘粛省の剪紙
甘粛省の剪紙
今回は甘粛省の民間工芸である剪紙
（せんし）を紹介します。剪紙は中国
全土にみられる切り紙細工です。その
歴史は長く、６世紀にはじまると言わ
れ、各地の剪紙が中国の無形文化財に
指定されています。作り手はおもに農
村の女性で、母から子へと技術が伝え
られてきました。かつては死者ととも
に葬ったり、様々なまじないにも使用
しましたが、現在は主として窓、壁、
灯籠などに貼りつける装飾品となって
います。都市では剪紙の使用が徐々に
減少していますが、今なお街なかで剪
紙を貼った家をみることができます。
めでたい図柄を描いた吉祥図案が多
く、そのほか人物、動物、京劇の面、
「水滸伝」など文学の登場人物、まじ
ないのための特殊な図案や、専門作家
が作成した現代的な図案の剪紙もあり
ます。
甘粛省の剪紙の特徴は、農村生活を
描いた素朴で簡素な図案が多いことで
す。また、伏羲(ふくぎ・ふっき)と
いった祖先神や「人首魚身」「人首竜
身」のごとくトーテムの痕跡を残すも

のなど、古い形態の剪紙が残ってお
り、そのため研究界では「生きた化
石」と表現されることもあります。伏
羲や「人首竜身」の図案は、春秋・戦
国時代の古墳壁画や副葬品にもみら
れ、伝承の古さを物語っています。
そこで、甘粛省滞在中、あちこちの
店をまわって「伏羲や人首竜身の剪紙
は無いか」と聞いてまわりましたが、
いっこうに見つかりません。そうした
甘粛省独特の図案は、あまり売れない
ので市場には出回らないようなので
す。結局、蘭州市の作家の人に頼み、
作成してもらったのが写真の伏羲・女
媧の剪紙です。
剪紙は中国の無形文化財に指定され
ていますが、都市部では使用する人が
減少し、剪紙の伝承が課題となってい
るそうです。
（秋田県交流員

伏羲と女媧（じょか）

新堀道生）

赤ん坊を背負う女性

剪紙の制作光景
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甘粛省の剪紙

女性と鶏

阿部裕紀子）

博物館イベントダイジェスト
博物館の一年を写真で振り返ってみました

企画展「結婚・出産・お葬式」ギャラリートーク

企画展「秋田美・人」おばこが歌う秋田おばこ

特別展「北東北自然史博物館」オープニングセレモニー

博物館教室「アイの生葉で染める」

博物館教室「古文書修復講座」

特別展「北東北自然史博物館」夜間昆虫採集

博物館教室「竹細工教室」

博物館いろいろ玉手箱
「小中学生のための展示解説」

企画展「秋田の手しごと その弐」ワラ仕事

特別展「北東北自然史博物館」ギャラリートーク

博物館教室「縄文土器をつくろう」

文化庁芸術拠点形成事業関連絵画展の
展示作業をするボランティア「アイリスの会」

～お知らせ～
○4月1日から秋田中央交通が運行しているバス路線のうち、堀内線が廃止になります。博物館へバスで
お越しの際は五城目線をご利用のうえ、金足農業高校入口で下車して下さい。
○平成20年8月30日（土）から9月5日（金）にかけて、全館燻蒸消毒を実施します。この期間は休館とさ
せていただきますので、ご了承下さい。
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平成20年度

企画展
4月 26日 土
▼

6月 22日

展示案内
あきたの街道を歩く
街道を歩いた昔の人々は、どんな姿で歩き、道すがら何を見たので
しょうか。道中の風景や参勤交代の様子を描いた江戸時代の絵巻、
一里塚や番所の資料などから、道と私たちの関わりの歴史をたどり
ます。歴史のなかの「道」を追体験してみませんか。

特別展
7月 5日

土

▼

8月 24日

企画展
9月▼13日
11月 3日

土

昆虫は知られているだけでも１００万種以上。他のどんな生きもの
より種類が多く、地球はまさに昆虫の惑星と言えます。熱帯を主と
した世界の昆虫と地元秋田の昆虫をとおして、多様性あふれる昆虫
の世界をのぞいてみましょう。

あきた遺産・菅江真澄
「菅江真澄遊覧記」は、秋田の歴史や文化を語る上で欠かせない記
録となっています。真澄の没後180年の節目にあたり、秋田が誇る
文化遺産として真澄の記録をとらえ、その内容を紹介します。

企画展
11月 22日

土

2009年 ▼

4月 12日

クラシ ノ チカラ
くらしの中で使われる道具類に潜む「美」や「技」、信仰の場面で
使われる道具に込められた「祈り」。道具の文様や技術からは、
人々の心情やくらしぶりの一端を垣間見ることができます。

菅江真澄資料センター
企画コーナー展

錦木雑葉集の世界
真澄の書写本
真澄、北への視角

6月27日 ～ 8月20日
9月13日 ～11月 3日
2009年

2月 6日 ～ 3月25日

秋田の先覚記念室
企画コーナー展

根本通明展

～幕末・維新を駆け抜けた武士学者～

7月12日 ～ 8月24日

ふるさとまつり広場
ひな人形・押し絵

4月 1日

天神人形
うちわ

4月15日 ～ 6月29日
7月 1日 ～ 8月29日

特別展をのぞいて
入館無料だよ！

～ 4月13日

9月 9日

こけし
ナマハゲ
ひな人形・押し絵

～10月31日
2009年

11月 1日 ～ 1月31日
2月 1日 ～ 4月12日
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