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 出水市歴史民俗資料館に日頃よりご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

今年度は新型コロナウイルスによる大きな影響もなく、行事など無事に開催できております。 

現在、出水歴史民俗資料館では鹿児島県有形文化財指定記念企画展「三十六歌仙絵扁額～繋がれて

きた文化～」を開催中です。当館で収蔵している 35 枚すべて展示する貴重な機会となります。 

445 年前から引き継がれてきた文化に想いを馳せながら、鮮やかに残る書と絵をお楽しみ下さい。 

引き続き感染予防対策を万全に行いながら、皆様方のお越しを心待ちにしております。出水の歴

史・文化を学ぶ拠点として、当館をご利用・ご活用いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 

高尾野郷土館・古城画伯コレクション館 

ミニ企画展「古城江観 版画展」 開催中！ 

【期 間】令和 4 年 11 月 1 日(火)～11 月 30 日(水)  ※12 月 28 日(水)まで延長決定！ 

現在、高尾野郷土館・古城画伯コレクション館にて「古城江観 版画展」を開催しています。 

木版画によるイタリアのローマ、ヴェニス、ドイツのベルリン郊外、アメリカ、インドのヒマラヤ、

仏教の聖地ベナレス、インドネシアなどの風景や人物画。さらに版画技法の一つシルクスクリーン

の原版を一堂に集めて展示しています。この機会に色鮮やかな版画の世界をお楽しみください。 

※古城画伯コレクション館では、高尾野町出身の日本画家である古城江観（こじょうこうかん）の

作品や世界各地を歴訪した際に入手した資料など展示しています。 

【お知らせ】 

現在、高尾野郷土館・古城画伯コレクション館では外壁補修工事を

行っておりますが、通常通り開館しております。駐車場をご利用の

際は、郷土館道路向かいの大駐車場（無料）をご利用下さい。 

※令和 5 年 2 月頃まで作業予定です。 

 



 

出水市歴史民俗資料館【株式会社図書館流通センター出水営業所】   

✿ご参加ありがとうございました✿ 

子ども体験講座 

「オリジナル土器をつくろう！」 

★開催日：令和４年８月７日(日)  

★開催場所：出水市立中央図書館テラス 

参加人数：29 人（子ども 16 人、大人 13 人） 

感染予防対策を行い、屋外で午前と午後の部の 2

部開催にしたことでたくさんの方に参加してい

ただき、無事に開催することができました。貝殻

や毛糸などを使用して、土器の表面に模様をつけ

たり、親子で力を合わせ、試行錯誤しながら世界

で一つだけの土器を完成させていました。ご参加

ありがとうございました‼ （※今回は乾燥させ

るだけで完成する粘土を使用しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古文書解読入門講座 
令和 4 年６月４日から毎週土曜日（全 5 回）中 

央図書館研修室にて古文書解読入門講座を開講 

しました。講師は出水史談会の肱岡隆夫氏で、参 

加者は 57 名（５回総計）となりました。今回の 

テキストは、天保 12 年(1841)藩に提出された「薩 

州出水郡出水高山大川神社佛閣名所旧跡産物帳」 

を使用しました。『出水名勝志』とも呼ばれる資 

料です。地元ならではの資料となります。講師の 

解説を受け、解読に挑戦しながら、出水の名所や 

歴代の地頭の名前など学びました。 

 

 

 

 

 

夏休み歴民館クイズ 

★期間：令和４年 7 月 25 日(月)～8 月 28 日（日）          

参加総数：121 人   景品：29 人 
 

歴民館クイズとは、小学生を対象とした館内の展

示資料に関するクイズです。週毎に問題が変わり、

全週正解すると景品をプレゼントします。昨年と

は違い、今年は５週間すべて開催することができ

ました。全週正解者の景品のくじも楽しく引いて

下さいました。参加して下さった児童の皆さん、

ありがとうございました‼  

 

 

 

 

 

 

📖中央図書館とのコラボ企画📖 

「タイムスリップ読みきかせ in歴民館」 

★開催日：令和４年 11 月２日(水) 午後 4 時～ 

★開催場所：出水歴史民俗資料館 民具室  

参加人数：3 家族９人（子ども５人、大人４人） 

「タイムスリップよみきかせ」企画は、以前、高

尾野図書館と高尾野郷土館で共催されていた人

気企画です。今回初めて中央図書館と歴民館での

共催となりました。民具室の中で昔ばなしの紙芝

居とパネルシアターの読み聞かせのあと、おはな

しに出てきた道具を実際に見て、触れて、使い方

など紹介しました。（※通常は触れることはでき

ません）おはなしと共に終始和やかな雰囲気で子

ども達にも喜んでいただけたようです。ご参加い

ただきありがとうございました‼ 

 

 

 

 



 

出水市歴史民俗資料館【株式会社図書館流通センター出水営業所】   

✿ご見学ありがとうございました✿ 

市内外の団体様にご来館いただきました。 

民具室では、けん玉・駒・万華鏡など昔のおもち

ゃが大変好まれ、楽しんでいただけるようです。 
 

 

★令和４年６月９日(木) 野田史料館 

野田小学校 2 年生  31 人（引率含） 
 

★令和４年６月 10 日（金）出水歴史民俗資料館 

上場小学校 1～４年生 ８人（引率含） 
 

★令和４年６月 24 日(金) 野田史料館 

野田中学校３年生  31 人（引率含） 
 

★令和４年７月 21 日(木) 出水歴史民俗資料館 

出水小学校読書指導部 19 人（引率含） 
 

★令和４年７月 22 日(金)  

高尾野郷土館・古城画伯コレクション館 

歴史民俗資料館等運営審議会  14 人 
 

★令和４年８月９日(火)  

出水歴史民俗資料館、高尾野郷土館・古城画伯コ

レクション館、野田史料館 

出水市フレッシュ研修 各 22 人（引率含） 
 

★令和４年９月 22 日(木) 出水歴史民俗資料館 

野田中学校２年生 43 人（引率含） 
 

★令和４年 10 月５日(水) 出水歴史民俗資料館 

すこやか虎い塾（さつま町） 19 人 
 

★令和４年10月21日(金) 出水歴史民俗資料館 

西出水小学校 2 年生 123 人（引率含） 
 

★令和４年10月27日(木) 出水歴史民俗資料館 

湯之元木よう会（さつま町） 15 人 
 

★令和４年10月28日(金) 出水歴史民俗資料館 

東出水小学校 3 年生  44 人（引率含） 
 

★令和４年10月28日(金) 出水歴史民俗資料館 

出水小学校２年生  65 人（引率含） 
 

★令和４年11月18日(金) 出水歴史民俗資料館 

出水高校 1 年生 128 人（引率含） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿出 前 講 座✿ 

～出水史談会 肱岡隆夫氏に依頼～  

★令和４年９月 30 日(金) 東出水小学校 

講義「山田昌巌は、どんな人？」 

東出水小学校４年生 41 人（引率含） 

 

 

 
 

 

✿当館所蔵刀剣錆止め処置✿ 

★令和４年 10 月４日(火)  

出水史談会 肱岡隆夫氏にご指導賜りました。 

 

 

 

歴民館見学の様子を

撮影させていただき

ました。ご協力ありが

とうございました 



 

出水市歴史民俗資料館【株式会社図書館流通センター出水営業所】   

✿企画展のご案内✿ 開催中‼ 

鹿児島県有形文化財指定記念企画展 

「三十六歌仙絵扁額～繋がれてきた文化～」 

★期間：令和 4 年 10 月 1 日(土) 

～令和５年２月 12 日(日) 

※12 月 29 日(木)～1 月 4 日(水)まで休館 

愛宕神社に残されていた「三十六歌仙絵扁額」を

一同に展示する貴重な機会です。ぜひご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

✿おさんぽビンゴ第２弾完成！✿ 

「おさんぽビンゴ」とは散策しながらチェックポイ

ントを見つけてビンゴを目指すゲームです。スタン

プラリーではないため、各チェックポイントにスタ

ンプはなく、自分自身でチェックをつけていただき

ます。第１弾は「出水麓おさんぽビンゴ」で出水麓

武家屋敷群を回るコース（所要時間は徒歩で 1 時間

半～２時間程度）。第 2 弾は範囲を広め「出水史跡

おさんぽビンゴ」となり、出水市内に点在する史跡

を巡るコースです（所要時間：車で 1 日程度）。ビ

ンゴを達成された方にはオリジナルグッズをプレ

ゼントしています。お散歩気分でお気軽にチャレン

ジしてみてはいかがでしょうか♪  

※ビンゴ用紙は出水歴史民俗資料館にあります。 

※プレゼントは先着順となります。 

 

 

 

 

 

✿くん蒸防虫防カビ処理完了✿ 

令和 4 年 10 月 19 日～21 日の期間、高尾野郷土館・

古城画伯コレクション館と野田史料館でくん蒸作

業が行われ、無事に終了いたしました。 

✿資料を新たに展示しました✿ 

近年ご寄贈いただいた資料３点を新たに展示し

ました。ご来館の際にはぜひご覧ください。 

 

 

 

 
 

✿歴史講座開催のお知らせ✿ 

令和４年度の歴史講座を開催します。 

【日 時】令和５年２月 12 日(日)午後 1 時 30 分 

【講座名】「三十六歌仙絵扁額について」 

【場 所】出水市立中央図書館 研修室 

【定 員】30 名（お申込み先着順） 

【内 容】「三十六歌仙絵扁額」の歴史について 

開催中の企画展と合わせて紹介します。 

【お申し込み期間】 

令和 5 年 1 月９日(月)～同２月 10日(金)までに、 

当館または中央図書館へお申し込み下さい。 
 

インターネットで検索 

当館ホームページでは最新情報をはじめ、古城江

観オンライン展覧会など随時更新しています。 

世界中を旅した古城画伯が残した作品をぜひ、ご

覧下さい。YouTube 公式チャンネルでは、「古城

江観スケッチ集」をはじめとし、土器作成動画や

高尾野民話の紙芝居、展示資料の説明動画なども

投稿しています。お好きな場所でお好きな時間に

好きなだけ観覧できることが一番のおすすめで

す。最新情報はこちらでチェック♪ 

ホームページ 

👉https://www.izumi-library.com/rekiminkan/

index.html 
 

インスタグラム 

👉reki.min.shiryoukan.izumi  

 

ＹｏｕＴｕｂｅ 

👉https://www.youtube.com 

 

アメリカ製ミシン 車輪を再利用した 

糸車 

海軍航空隊出水基地

の折り畳み椅子 

「出水市歴史民俗資料館」

で検索してください♪ 

https://www.izumi-library.com/rekimin
https://www.youtube.com/

