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ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
よすみちゃん

(2011 年 10 月)

★★イインンフフォォメメーーシショョンン
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●●当当館館ママススココッットトキキャャララククタターー
﹁﹁よよすすみみちちゃゃんん﹂﹂
ミミュューージジアアムムキキャャララククタターー
アアワワーードドでで日日本本一一にに輝輝くく！！
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９月に出雲大社勢溜りで開催された観光
客をお迎えするイベントにも登場！

９３５票

「日本一」のＰＲたすきを身に着
け，これからもがんばります！

（http://www.museum.or.jp/museum-chara/2011）

８月 日︑当館のマスコットキ
ャラクター﹁よすみちゃん﹂が︑
全国の博物館・美術館のキャラク
ター人気投票﹁キャラクターアワ
ード２０１１﹂で日本一の栄誉を
いただきました！
この人気投票は全国の博物
館・美術館を紹介するサイト﹁イ
ンターネットミュージアム﹂が主
催されたもので︑２回目となる今
年のアワードは全国約７︐８００
施 設 か ら 無作 為 に 選ば れた 施
設のキャラクターで行われました︒
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12

30

●●ミミニニ企企画画展展
﹁﹁出出雲雲をを掘掘るる 第第二二話話
井井戸戸かかららののぞぞくく古古志志ののくくららしし﹂﹂
たただだいいまま開開催催中中！！
／
土
月( )
( 〜) ／
９時〜 時 入(館 時 分まで )
︵火曜休館︶＊観覧無料

ケヤキをくりぬいた井戸

24

たくさんのご声援
ありがとうござい
ました！
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井戸は︑私たちの生活に不可欠
な水を得るための設備です︒
その歴史は古く︑日本では弥生
時代から掘られ始めます︒出雲市
内の古志遺跡群からも︑弥生時代
から近代におよぶ井戸が多数発見
されています︒
このミニ企画展では︑実際に出
土した木製の井戸の枠や出土品を
約 点展示します︒今回の展示を
通して︑古志地区︑ひいては出雲
市の昔の人々の暮らしをかいま見
ていただければ幸いです︒
（下古志遺跡・鎌倉時代）
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70

ミュージアムキャラクターアワード
２０１１結果

優勝 よすみちゃん（出雲弥生の森博物館）

１，５２１票

２位 ジンジャくん（小杉放菴記念日光美術館）

１，０４６票

３位 さがわん三兄弟（佐川美術館）
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◇参加料︵当日持参︶
一般
５００円
高校生以下 １００円
◇コース 約 ㌔
★豚汁・おにぎりサービスあり
★参加賞︑クイズ賞品あり
◇準備品 箸とお椀︑
帽子︑
水筒︑
タオルなど ※雨天は雨具
◇申込期限
／ ︵火︶
11
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▼第 回出雲市無形文化財発表会
無 形 民俗 文化 財に 指定 され て
いる市内の神楽︑
獅子舞等の上演︒
飲食・特産品コーナーあり︒
◇日時
／４ 日( )
時〜 時
◇会場 スサノオホール

■申込方法
職員リレー講座︑ミステリーウ
オークは出雲弥生の森博物館まで
電話でお申込みください︒
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電(話 ０)８５３︲２１︲６８９３

■問合せ 出雲市文化財課

◇入場料５００円
︵前売４００円︶
※中学生以下無料
◇プレイガイド
出雲弥生の森博物館︑荒神谷博物
館︑市役所各支所地域振興課ほか

︵出雲市佐田町反辺１７４７︲４︶

12

博博物物館館講講座座・・イイベベンントトののごご案案内内
▼出雲弥生の森博物館
職員リレー講座 秋(の陣 )
◎第１回
﹁
﹃古事記﹄序を読む
〜神話と編纂の背景を考える〜﹂
／６ 日( ) 時〜 時
︻講師︼髙橋 周 ︵博物館研究員︶
◎第２回
﹁井戸からのぞく古代の出雲﹂
／
日( ) 時〜 時
︻講師︼三原一将 ︵博物館主任︶
◎第３回
﹁イギリス人もびっくり！
〜上塩冶築山古墳発見秘話〜﹂
／
日( ) 時〜 時
︻講師︼渡邊貞幸︵館長︶
14

▼２０１１古代出雲歴史探訪
ミステリーウオーク参加者募集
斐 川 町の 荒神 谷史 跡公 園ス タ
ート後︑神庭岩船山古墳︑御井神
社︑荒神谷博物館などのチェック
ポイントを巡り︑クイズを解きな
がら楽しくウオーキング︒
◇日時
／ ︵土︶
９時〜 時頃︵雨天決行︶
◇集合 荒神谷史跡公園 管理棟
︵受付９時〜 時︶
＊受付後各自スタート

★★特特集集 研研究究ノノーートト③③
いにしえから続く
ライフライン﹁井戸﹂
出雲市内を歩いていると︑今で
もたまに井戸を見かけることがあ
ります︒水道が普及するまでは︑
井戸はライフラインの主役でした︒
神 戸 川に かか る古 志大 橋か ら
出雲西高校にかけての平地部︑そ
こに広がる古志遺跡群では︑これ
までの発掘調査で︑約１６０基も
の井戸跡が発見されています︒掘
られた時期も弥生時代から近代に
および︑これらをつぶさに見てい
くと︑古志地区における井戸利用
の歴史がわかります︒
井戸は︑地面に穴を掘って地下
水を汲み取れるようにした設備で
す︒汚水の流入を防ぐため地上に
設ける井桁︵いげた︶
︑穴の崩壊を
防ぐために設ける井戸側︵いどが
わ︶
︑地下水を溜める水溜︵みずだ
め︶
の三つの部分で構成されます︒
発掘調査では地下部分の井戸側や
水溜が出土しますが︑その種類は
木組︑
丸太くりぬき︑
石組など様々
です︒
今回のミニ企画展では︑実際に

出土した木製の井戸側などを展示
するほか︑使い終わった井戸を埋
める際のマツリなどを︑発掘調査
時の写真を交えて分かりやすく解
説します︒
１９１８年 大(正七 に)︑来原水
源地から今市町に引水したのが市
内で初めての水道です︒それから
年が経過した２００８年 平(成
二〇 現)在︑出雲市の水道普及率は
九七．六％︒今でもなお二．四％
の方々は井戸などから生活用水を
得ているようです︒弥生時代から
利用され続けている井戸は︑現在
においてもライフラインとしてそ
の役目を担っているのです︒

90

︵出雲市文化財課 三原一将︶

縦板を組み合わせた井戸
（下古志遺跡・中世）
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★★発発掘掘調調査査のの現現場場かからら②②
とうじゅいん

﹁鰐淵寺︵等澍院南地区︶
﹂

５ 月 か ら 月 に か け て発 掘調 査
しました︒
結果︑十数か所の柱の痕跡が見
つかり︑何らかの建物があったこ
とがわかりました︒また︑少なく
とも３度にわたって造成され︑南
側の斜面に石垣が積まれているこ
ともわかりました︒

建物の柱の痕跡

︵出雲市文化財課 石原 聡︶

青磁や青白磁の出土状況

★★出出雲雲市市ののおお宝宝紹紹介介②②
︵︵指指定定文文化化財財︶︶
し ほ ん ぼ く が りゅ うずふすま

しほんちゃくさい こ

ず ふすま

﹁紙本墨画龍図 襖 ﹂
︵市指定︶
﹁紙本著彩虎図 襖 ﹂
︵市指定︶
出 雲 市大 社町 杵築 西に 浄土 宗
松林山誓願寺︵せいがんじ︶
︵三一
世住職・原量範︶があります︒
この本堂には︑左に猛虎︑右に
雲龍が二面で描かれた迫力のある
大襖絵があり︑堂内を荘厳に飾っ
ています︒作者は江戸後期〜明治
の絵師・堀江友聲︵ほりえゆうせ
い︶
︒花鳥画を得意とし︑その華麗
で庶民的な作品は当時の世相に受
入れられ︑地方画壇を隆盛に導き
ました︒
この襖絵は︑出雲を訪れた友聲
が誓願寺に泊り込んで描き残した
とされる大作で︑天保年間︵一八
三〇〜一八四四︶の製作と考えら
れています︒墨質による濃淡の表
現が巧みです︒
︻堀江友聲 ︵一八〇二〜一八七三︶
︼
現在の雲南市大東町生まれ︒雅
号は雲峰︑友声など︒京都で山本
探淵︵ たんえん︶に師事する︒
狩野派を学び︑中国の宋・元・
明の名画や日本の諸名家の筆法を
研鑽︑各地を遊歴した︒

紙本墨画龍図襖

紙本著彩虎図襖
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中国製の天目茶碗︑青磁︑青白
磁など陶磁器が多量に見つかりま
した︒ 世紀以降 世紀まで境
内地として使用されていたようで
す︒
16

︵出雲市別所町︶
鰐淵寺は︑古代以来︑浮浪の滝
を中心とする修験の道場として発
展してきました︒創建は︑５９４
年 推(古二 ︑)智春︵ちしゅん︶上
人の祈願により推古天皇の眼の病
気が治ったことから︑同天皇によ
り建立されたと伝わっています︒
中世の文書には︑
鰐淵寺が 国｢中第
一之伽藍 と｣称される一方︑
出雲大
社は 国｢中第一之霊神 と｣呼ばれ︑
両者が対を成して出雲国を代表す
る存在であったことがうかがえま
す︒
２ ０ ０９ 年度 より 島根 大学 を
中心に文献史学・建築史学・美術
史学・地質学・考古学など各分野
からの総合的な調査・研究が実施
されており︑その関連として昨年
度から出雲市文化財課が境内地の
発掘調査を実施しています︒
今年度調査しているのは︑鰐淵
寺境内地南側の等澍院南地区です︒
これまで僧坊などについて︑文献
的な記録のない平らな面を今年の
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★★博博物物館館アアテテンンダダンントトココーーナナーー

や

テテーーママ﹁﹁博博物物館館のの魅魅力力伝伝ええまますす②②﹂﹂
く

岡田さん

いつも元気いっぱいで︑みんなのお
母さん的存在︒話をしていると︑こ
っちまで元気になりますよ！

ま が 玉も 弥生 の森 の王 墓か ら
出土したオリジナル︒やわらかい
石で︑ピンクと白を用意していま
す︒一見難しそうですが︑線にそ
って削って磨いていくときれいに
仕上がります︒私たちスタッフが
お手伝いします︒
ぜひ体験してね︒
︵団体要予約︶

●前号のよすみちゃんクイズの答え

Ｑ．よすみちゃんの好きな食べものは？

︵答え︶どんぐり

＊秋の弥生の森には７種類のどんぐり

http://www.city.izumo.shimane.jp/yayoinomori
●入館料／無料（特別展等観覧料を除く）
●開館時間／9:00〜17：00(入館 16：30 まで)
●休館日／火曜日(祝日の場合翌日)・年末年始

が落ちています︒色々な形のどんぐりを

〒693‑0011 島根県出雲市大津町 2760
(TEL)0853-25-1841 (FAX)0853-21-6617
(e-mail) yayoi@city.izumo.shimane.jp

集めるのも楽しいですよ！

(発行)出雲弥生の森博物館 2011 年 10 月

☆古代鏡とまが玉作りで
ものづくり体験はいかが？
久( 次)に紹介したいのがこれ︑お
客様に人気の古代鏡作り︵５００
円︶
︑
まが玉作り
︵３００円︶
です︒
鏡づくりは低い温度で溶ける専
用の金属を型に流して︑その後は
ひたすら﹁磨く﹂という作業をし
ていきます︒地味な作業と思われ
るかもしれませんが︑だんだん自
分の顔が映ってくると︑皆さん大
変喜ばれます︒
この鏡︑実は出雲市の山地古墳
神(西沖町︶
から出土した鏡をモチ
ーフにしたオリジナルのものです︒

※各種講座・講演会は、当館へ電話・ＦＡＸでお
申込みください。
（講座・氏名・住所・連絡先）
※申込多数の場合お断りすることがあります。

山田さん

上 品 さと 大胆 さ を兼 ね備え た 心優
しいムードメーカー︒笑顔の絶えな
いＰＲ上手さんです！

片岡さん

当博物館の癒し系で︑子ども達の人
気者︒ その笑顔に癒されること間
違いなし！︒

古代鏡は、顔が映るほどピカ
ピカに輝きます。手鏡にされ
てはいかがでしょう。

久(家 み)なさんこんにちは！
前 号 から 始ま りま した 博物 館
アテンダントコーナー︒
今 回 のテ ーマ は前 回に 引き 続
き﹁博物館の魅力伝えます﹂の第
２弾です︒前回だけでは語りつく
せなかった博物館の魅力を紹介し
ていきたいと思います︒
進 行 は引 き続 き久 家が 担当 い
たします︒
☆個性あふれるアテンダントをご
紹介します！
久( 博)物館の魅力といえば︑やは
りお客さまをお迎えするスタッフ︒
ここで博物館を陰で支えるアテン
ダントを紹介していきます︒
全員は無理なので３人までかな⁝︒
アテンダントのみなさん︑個性あ
ふれる３人といえば？
ア( Ｏ)Ｋ！久家さん︒この３人が
みんなで選んだ︑個性あふれるア
テンダントです︒
似顔絵で紹介していますので︑
博物館で本人を当てていただくと
嬉しいですね！

まが玉はピンクと白
それぞれ濃淡があ
り、模様が入っている
ものもあります。
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