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月遅れのひな祭り

押絵雛の女性たち

みでなく､往古の人々の精神性をうかがうことの
できる民俗資料なのです｡今年の展示では､館蔵
コレクションの中から女性の姿の押絵雛を中心に

松本地方では､かつては4月3日に月遅れのひな
祭りを行う家庭が多く､まさに春を告げる風物詩

3館で展示します｡春の訪れを感じるとともに､

のひとつでした｡明治9年(1876) 4月1日の『信飛

せんか｡

描かれた押絵雛の姿から歴史の息吹を感じてみま
(松本市立博物庶)

新聞』第131号には､ ｢松本生安寺小路は従来雛市

とて節句前は大きう賑ひましたが新暦御発行依頼
頓と止みに成たのがどう云訳か本年は又再発して
四五日前まで昼夜大変賑ひました｣と､新暦の採
用によりこの地方で一端下火となった月遅れのひな
祭りが､再び盛んとなったことが記されています｡
この月遅れのひな祭りに加えて､特徴的であっ

■‑ご王喜一j‑ Tel･0263‑36‑1 1 91

町屋で楽しむひな祭り

創業百年を越える老舗店も多い中町には､かつ
ては4月3日のひな祭りに段飾りの人形雛と一緒に

たものがあります｡それは､ ｢押絵雛｣といわれ

幾つかの押絵雛を飾ったお宅がありました｡人形

るおひな様を飾ったことです｡押絵雛とは､人形

を扱う店(高砂通り)が近くだったこともあって､

の姿を描いた厚紙を布で包んで､中に綿を入れ立

中町の商家では代々､明治時代が最盛期だった
｢松本押絵雛｣を大切に保管していたようです｡
商家の子どもたちの楽しみのひとつであった伝
統行事､押絵雛のひな祭りを､明治時代の土蔵造

体的にしたものです｡
押絵雛づくりは､幕末から明治にかけて全国で
盛んに行われました｡京都が発祥とされ､ここで
技術を知った人々が各地に広めたといわれます｡
松本における押絵雛づくりについての沿革などは､

りの町屋､はかり資料館でご覧ください｡
(はかり資料館)

詳しいことはわかっていません｡しかし､すでに

天保年間には盛んに製作され､各地に出荷されて
いた記録があります｡始まりは､藩主が殖産のため

に奨励したともいわれます｡明治維新後は､家計
を支える内職のひとつとなり､特に旧士族の生計
を支えたほか､町屋にも広がりました｡前述の生安
寺小路(高砂通り)にも､多くの押絵雛が並んだ
とされます｡しかし､明治時代後半から大正時代に
かけて今日見られる雛人形が広く普及し､押絵雛は
次第に姿を消していきました｡
現在､松本市立博物館は約800点の押絵雛を所蔵
しています｡華やかな服飾の男雛や女雛が多数見
られるほか､七福神や歴史上の人物なども見られ

■‑田Et‑‑ Tel･0263‑85‑5070

古民家で楽しむひな祭り
江戸時代末期に建てられた重要文化財馬場家住
宅｡昔の生活空間である古民家の室内で雛人形を
鑑質できるのが醍醐味といえます｡まさに150年前
にタイムスリップしたかのよう｡

松本市立博物館の所蔵品の他､市内人形店の協
力も得て､明治時代を中心に製作された押絵雛
と､近年に復元された押絵雛を対比してご覧いた
だけます｡華やかな段飾りや額入りのものなど､
様々な形態の押絵雛もお楽しみいただけます｡

ます｡なかでも､描かれ

(馬場家住宅)

た女性の姿は様々で､女
の子に寄せた人々の思い
をかいま見ることができ
ます｡特に松の幹を抱え
て､黒馬にまたがる巴御
前の姿は､健やかに育っ
てもらいたいという思い

がにじみ出ているかのよ
うです｡

このように押絵雛は､

かつての特産物であるの
華やかな段EL3り
2

旧制高等学校肥念館Tel.0263‑35‑6226

金高展｢松高生の青泰日記3‑信州に学んだこと‑｣
旧制高等学校記念館は､旧制松本高校の学生寮
｢思誠寮｣の寮生が昭和17年から19年にかけてつ
づった寮生日誌10冊を所蔵しています｡
本展は､平成21年から22年にかけてこれらの日

誌のデータベース化に取り組んだ､信州大学人文
学部日本文学分野の学生有志の協力により開催す

の姿を追います｡
.f.Fうじ

園戦時の信州にて一旧制高校生としての幹持一
戦時下にあって平穏を保つ信州の地を見つめな
がら､国家の現状を憂い､来たるべき国家指導者
と

しての自分たち

皮)､ ｢寮生活に忍び寄る戦争の影｣ (第2回･23年

が､いかに今を過ご
さねばならないかを

皮)に続き､ 3回目の開催です｡

真剣に問いかける寮

今回は､全国各地から集まった松高生たちが､
初めて経験する信州の気候や街並み､風景を通し
てどのようなことを学んだのか､日誌の内容に基
づき､当時の写真や資料などを展示します｡

生の姿を追います｡

るもので､｢記念祭にかける情熱｣ (第1回･22年

f

全国から集った若
者たちが､信州の風
土に何を感じ､学ん

嘉蒜:芸壷議長解,亨j

Eコヨ移ろう季節と高校生活

ちのふるさとを見つ

移り変わる信州の四季の中で､新生活への決意
や反省など種々の気持ちに揺れ動く寮生の姿を追

め直す一助になれば
幸いです｡

います｡

大正池に映る糟茄適し喜

(旧制高等学校記念館)

E≡Ea信州の山に思う
ある時はそびえたつアルプスの山々を見つめ､
ある時は高原に遊びながら､自らを顧み､学業の
こと､寮生活のことなど様々な思索にふける寮生

企画展r松高生の青春日記3 ‑信州に学んだこと‑｣
3月1日0‑5月6日○㊨

[会場]旧制高等学校記念館ギャラリー[料金]無料

馬場東住宅Tel.0263‑85‑5070

名書屋大学との研究交流会〜有形遺産の魅力〜
昨年3月に松本市教育委員会と名古屋大学重要
文化財馬場家住宅研究センターは｢文化･学術活
動及び地域貢献に係る連携に関する覚書｣を締結
しました｡それを受け､学術研究成果の共有と交
流を目的に､去る1月21日に名古屋大学において

｢研究交流会〜有形避産の魅力〜｣が開催されま
した｡

まず､名古屋大学より堀田典裕助教が｢近代松
本をめぐる鳥隙図について:山岳都市とその風景｣
と題して発表し､吉田初三郎などの鳥轍図を紹介

また､会場内

名古r=大学での研究交流会

しながら､名古屋との比較を通じ｢山水都市｣

には｢松本まるごと博物館｣の紹介パネルが展示
され､博物館が取り組んでいる事業を紹介しま

松本を捉え直しました｡松本市からは博物館協議会

した｡

委員の桝揮孝夫さんが､ ｢近代絵葉書･地図から
みた松本の魅力｣と遺し､景観･生活の変化などを､

の成果を展示などで紹介していきます｡

貸重な数千点の収集品から視覚的に紹介しました｡

重文馬場家住宅では今後､名古屋大学との交流
(馬場家住宅)
3
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新規事業のお知らせ

特別展崇教館の歴史を探る〜松本にあった藩学〜
記念講演会rg三l朝弧lE1‑I

歴史の里では､平成26年4月

から新たな事業として各種の実

特別展の開催に際して､藩校の崇敦館について関係資
料を調査しましたが､まだまだこの藩校についての沿革や
出来事がわかっていないことが多いということを知りま

演と体験講座を行います｡

実演では､横織りと松本の代
表的な竹細工であるみすず細工
忘如した布

した｡このことを調査に先立って教示くださいましたのは､

山本英二先生(信州大学人文学部教授)です｡山本先生
は､長年､禁教館で儒者をつとめた多湖家の文書を研究な

の製作を行います.実演は､江

戸時代に建てられた工女宿宝来屋で行いますの
で､古い建物と伝統的な技とが織りなす光景を感

さっておられま1.

近世から近代にかけて､松本平をリードする指導者を
育成し､また､初代文部次官の辻新次ら､近代国家を担う
人物を輩出した崇敦館の役割は､大きいものであったと確
信していまもまた､関係資料も膨大に残されており､今後

じ取っていただけま1.

体験講座では､機織りとみすず細工に加え､藍な
どを使って布を染める染色を実際に行うことがで
きます｡

この他､松本市内で活躍する建築士から歴史の

の研究成果に期待して､展示及び講演会を行いました｡

里に移築された建造物について学ぶ建築講座も行
いま1.いずれも､初心者を対象にした講座ですの

市内に残る文書の整理･読解が進むことは､崇敦館の
全容解明に一歩近づくことでもあるといえるでしょう｡

で､気軽に楽しむことができます｡ぜひ､歴史の里

今回の講演会をきっかけに､崇敦館に関る研究がさらな
る進捗を見せ､貴重な発見のあることが期待されますム

に足を運んでみてください｡

(松本市立博物館)

(歴史の里)

はんてんぼく

から

せ0263.32.01

tl0263･48･3440

33

L‑) +A

記念講演会

松本の子どもの短歌･2013入賞作品展

｢開智学校からはじまった松本の図書館

将来を糾う7･どもたちが伝統文化に親しみたかな感件

松本の春､見つけた!観覧料3虎割引

博物館で開催中の特別展｢Jlf:部松本の礎近世･近代､

会期中に連携実施3虎では､観光券の半券捷示

学びの均｣を.氾念して､博物館とlll央図.lF館のタイアップ

歌作品を井処し､今ful､全体で7.660人のご応募をいた
だきましたjその中から3.%門で入'Eでした280人の作品

で2館日以降はEiI体料金でごkいただけます｡

講座を開催します｡講唾終了後は､′芦芸Hの案IJJによ

〜開智書籍館〜｣

甘酒サービス
企両展開催の3館で甘柄の無料配布を行
います｡
日

時

会

日

時

3月13日(木)

会 場 津田空概記念館会議室
扱監科 作品展のみ無料

会

場

松本rr沖央眺咋館3階視聴党室

午後1時30分〜3時30分

定

f1 30名仲学生以上)

午前9時30分一

講

師

昨年の様子

をな卓示します｡ぜひご乾ください｡

る旧聞智};I:校ii};I:ツアーも行います〉

4月3日(木)

無くなり次第終√

をffむことをEI的に､松本FfJ'内の小IIJ'‑i:生を対象に知

期

3月20日(木)〜4月13日柑)

から

遠藤JE教(重文旧開智学校学芸n)

Z10263,36‑0969

参加料 無料
申

込

時計ネジ巻き見学会

枚本市rlT央岡ult館へ

pM･段は比ることができない開館i.LTJに時計技師が行って

(℡0263‑32‑0099)

いる古時計のネジをきゃ時刻合わせの様子を.解説を
まじえながら公開します=,
から

来館者に化石プレゼント
福布‑(.7:まつりの期fu中､化石館に来館された))'に

モロッコ産の約1500万年前のエイの歯の化石をプレ

℡0263.33.1 569

SPレコードコンサ‑ト
戒づくりの比芸館でSPレコードのなつかしいll'f･色を
お楽しみドきい=

ゼントします｡

日

時

3月29日(I:) ′｢後1時30分〜3時

会

会

場

松本民芸館

定

f1 40名

期

3月1日(上)〜3月23日(R)

(期間中無休)

E]

参加料

時

3F121日(金)‑3n23円(El)

会

場

下前9時〜10時
於本市時計博物館常設展示室(1･2階)

対

象

一般

延

11 20人

扱乾科

通常観取科

通常観毘料

あとがき
今回､あなたと博物館を編狐するにあたって､博物館のまわりの非を
探してみました=その結果､たくさんの春を感じる脱色があることに.%きま
したここうした魅力を船介できるよう､展示などを通じて発1.をしていきたい
と思いますこ

4
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