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平成 24 年度特別展「館林藩を支えた領地－越智松平家と播州三木の歴史－」

平成 22 年度～平成 24 年度



企画展「かるた－遊びと学びのコラボ－」

特別展・企画展
平成 22 年度

主な展示資料間期示展・名示展

　企画展

かるた
―遊びと学びのコラボ―

　　　　平成22年9月25日 ～ 11月7日
　　　　会場：館林市第一資料館

　特別展

むかしのくらし

　　　　平成22年12月1日 ～
平成23年2月6日

　　　　会場：館林市第一資料館

百人一首　貝合せ　東郷小かるた　宮郷かるた　北橘村かるた　
川越市文化財かるた　建部町ふるさとカルタ　横濱歴史イロハカルタ
すくすくカルタ　群馬県戦争犠牲者福祉増進県民大会ポスター
同胞救護会ポスター（はらから飴）　他

電気冷蔵庫　電気洗濯機　手回し洗濯機　さんすうセット　給食掛図
歴史年表　木製コンパス　ガリ板セット　モンチッチ人形　キューピー人
形　福田啓作日誌　ブリキのロボット　ちゃぶ台　真空管ラジオ　氷冷蔵
庫　蓄音機　ラッパ型スピーカー　ブーフーウーかるた　カルチベー
ター　足踏み脱穀機　テープレコーダー　灯油ランプ　そろばん　お手
玉　スペースシャトル模型　他
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特別展・企画展
平成 23 年度

企画展「館林市の文化財」

特別展「たてばやしの伝説～キツネとタヌキの化かしあい～」

主な展示資料間期示展・名示展

　企画展

館林市の文化財

　　　　平成23年5月21日 ～ 7月31日
　　　　会場：館林市第一資料館

　特別展

たてばやしの伝説
～キツネとタヌキの化かしあい～

　　　　平成23年8月13日 ～ 11月6日
　　　　会場：館林市第一資料館

　企画展

雛人形のしくみ

　　　　平成24年2月4日 ～ 5月13日
　　　　会場：館林市第一資料館

狐の絵馬　狢書守鶴名号　狢書六字名号縁起　狸の掛軸　大島岡里神
代神楽道具類　狐のはく製　狸のはく製　ぽんちゃんパネル　他

秋元家の雛人形　お道具　貝合せ　奏者番手控　他

北条氏「虎印」制札　生田萬の書跡　館林城下町絵図　榊原康政禁制
ジョン・ウィルヘルム・ウェイマン著 植物彩色図　旧上毛モスリン事務所附
棟札  千匹ムカデ絵馬  ムカデと梅樹絵馬　松平武元書状（山椒)　
秋元泰朝所用具足　他
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特別展・企画展
平成 24 年度

主な展示資料間期示展・名示展

特別展

館館林藩を支えた領地
　－越智松平家と
　　　　　　播州三木の歴史－

　　　　平成24年9月22日 ～ 11月11日
　　　　会場：館林市第一資料館

　　　　会場：館林市第一資料館

　関博協共同企画展

川がもたらしたもの

　　　　平成24年11月23日 ～
平成25年3月10日

上州館林御手前城図　甲府支族松平家記録　松平清武書状
松平斉厚書幅　松平家備立図　松平斉厚褒詞状（木戸村百姓善次郎宛）
紺糸威二枚胴具足烏帽子形兜（藩士着用）　松平家明細分限帳
松平家紋（葵紋）入西御殿軒平瓦　鶴田藩印入英語辞典
大学章句（道学館使用）　浜田藩藩札　館林藩御家中絵図　江戸湾防備図
ロシア船渡来出陣守備図　御所替御家中路用清勘窺御定　松倉家記録
御家中より仰出抜書并見出　御紋服御紋附類取調　松倉家覚書
館林城千貫橋擬宝珠胴体　生田萬の書跡　三木町地子免許願書
松平右近将監地子免許状　本要寺ニ相納候御高札写并御証文写　領
主累代控　家臣俸禄覚書　三木陣屋詰役人歴名　切手札拝借証文　都
筑十平書状　三木町絵図　播州三木郡前田町絵図　切手会所棟札（文
政９年）　三木の伝統工芸品　金床　鍛冶鋏　打出金槌　並木村旗川通
斉川通御普請仕用帳　他

館林市航空写真　上毛館林城沼所産水草図
館林城絵図（徳川綱吉時代）　五郡水配鑑　封内経界図誌　清龍神社
掛軸　富士見十三州與地全図　北大島村水害図　揚舟　ウケ　ハズ
ビク　ウナギカキ　田舟　引き桶　他

関博協共同企画展「川がもたらしたもの」
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入館者

※(　  )　内は内数で小中学生の数

年度 第　一　資　料　館 第　二　資　料　館 総　入　館　者　数

22

23

24

年度 展　　示　　名 期　　　　　　間 日数 入　館　者　数
02．3．22事行中年とりつまのしやばてた ～ 2,078　（　375）名　
52．9．22―ボラコのび学とび遊―たるか ～ 1,184　（　298）名　

名）346（733,20523. 2. 6～1．21．22しらくのしかむ
名）644（515,1957.31～12．5．32財化文の市林館

 たてばやしの伝説～キツネとタヌキの化かしあい～ 23． 8．13 ～ 70 1,592　（　392）名　
名）874（055,2185.13～4．2．42みくしの形人雛

～22．9．42地－越智松平家と播州三木の歴史－領たえ支を藩林館 11.11 1,406　（　152）名　
名）963（498,13825. 3.10～32．11.42のもたしらたもが川

22

23

24

事業費

事業名 （単位：円） 24年度

8,252,028574,720,87,128,439

）訳内（）訳内（）訳内（

・管理委託金 3,305,628
・光熱水費 373,148
・その他 ・その他 4,770,197 4,573,252

000,00200資料購入費

1,020,5000571,100,1

）訳内（）訳内（）訳内（

・修繕・保存費 0 ・修繕・保存費
・燻蒸委託費 829,500

343,889,1533,669278,397

かるた－遊びと学びのコラボ－ 館林藩を支えた領地
　－越智松平家と
            　播州三木の歴史－

むかしのくらし たてばやしの伝説
～キツネとタヌキの化かしあい～

川がもたらしたもの雛人形のしくみ

11,460,871018,399,88,923,486合　計

資料保存管理
事業費

館運営費

展示費

23年度22年度 （単位：円） （単位：円）

2,515,367 ・管理委託金 2,915,352 ・管理委託金
408,282 ・光熱水費 341,926 ・光熱水費

4,204,790 ・その他

94,500 ・修繕・保存費 191,000
906,675 ・燻蒸委託費 0 ・燻蒸委託費

館林市の文化財

9,501　（　2,426）名

6,813　（　1,505）名

6,209　（　1,410）名

14,309　（　1,591）名

17,068　（　3,468）名

12,874　（　1,509）名

23,810　（　4,017）名

23,881　（　4,973）名

18,874　（　2,919）名
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資料受入

資料の館外利用

年度  資　　料　　名

 小室翠雲扁額 翠湖号「日出鶴図」 1

点数

年度  資　　料　　名 点数

 小室翠雲扁額 翠湖号「花鳥図」 1

65
式１料資典祭塔申庚組東居寄

 福田啓作日誌（明治36年～昭和44年）
2料資係関家田福

 館林郷土叢 3
1

書
 郷土資料（号外）館林町先規之次第覚書
 会玉編大全　他 12
 黒龍潮音和尚年譜 1
 城沼耕地整理完成記念図 1
 大正大震災大火災 1
 野良着 1
 カラーテレビ 1

藤牧義夫「実る梅」 1

<寄贈資料>

23

24

小室翠雲「武者の図」 1
「書画鑑定指針 翠雲及び文晁」 1

24

<購入資料>

的目用使先出貸数点名料資度年

展示資料「親鸞と妙安寺-そして、知られざる上州の真宗門徒-」群馬県立歴史博物館1像尊三陀弥阿造石

展示資料「小室翠雲展」群馬県立館林美術館

群馬県立館林美術館

111小室翠雲「白雲紅樹図」　他

展示資料「りょうもうの美術館名品展」83岸浪柳渓「蓬莱仙閣図」　他

進軍ラッパ  他 1

1秋元家コレクション　文書類 川越市立博物館 展示資料「名手奥貫友山と寛保2年の大水害」

3小室翠雲「金碧楼閣山水図」　他 群馬県立近代美術館

3岸浪百草居「碧峯丹楓図」　他 栃木県立美術館
藤牧義夫  羽子板「少女像（菊)」 他 28 展示資料「生誕100年 藤牧義夫展」 

展示資料「金山城とその支城」太田市立新田荘歴史資料館84物遺土出内市林館
秋元久朝日光御名代御行列絵巻 他

展示資料「大名と藩」埼玉県立歴史と民俗の博物館2秋元家コレクション　書画類

41飯盒　他

その他

その他

71秋元家コレクション　雛人形他 ミュージアム都留

展示資料「譜代大名秋元家と川越藩」川越市立博物館72秋元家コレクション　他

41水筒　他

24

23

22

その他

群馬県立館林美術館

展示資料「総社秋元歴史まつり」8 前橋市総社資料館

展示資料「山水画？風景画？-自然表現の展開-」

展示資料「石川寒巌」

展示資料｢第4回 城下町つるの雛まつり展」
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資料の館内利用

特別展・企画展の関連事業

年度

1品製鉄土出墳古上ノ渕

9簡書ンョシクレコ門衛右多塚飯1図絵町下城林館
1秋元家領内村落図誌集1図絵城林館

1二曲屏風（松林桂月画「紅葉図」）

1キガハ絵造正中田
女工募集案内（上毛モスリン）

5料資係関雲翠室小
6
4

天神二子古墳出土埴輪、埴輪片
1

館林町乃栞　（御大典記念) 1
4東武鉄道事業報告書

間堀遺跡出土 縄文土器 4

榊原康勝墓出土伊万里小壷(複製) 1
高根外和田遺跡出土 縄文土器 1

武家文書 2

2

板碑 9
加法師遺跡出土 縄文土器 7

長田家コレクション 文書類 1

4
6

誌図界経内封
北近藤・南近藤出土土器 1

邑楽郡館林躑躅ヶ岡公園之図 1

飯塚多右衛門コレクション  アルバム
大原道跡出土石器

3料資係関家元秋
1 8等影撮内館他のそ
1

1

像尊三陀弥阿造石
5物遺ンョシクレコ門衛右多塚飯

1

1

子類冊ンョシクレコ家元秋2書文家村中

13飯塚多右衛門コレクション　アルバム
飯塚多右衛門コレクション  土器類

5書文家武

8
3

簡書ンョシクレコ門衛右多塚飯

秋元家コレクション  文書類 7

渕ノ上古墳出土 鉄製品、石製模造品

小室翠雲「金碧楼閣山水図」 1

小室翠雲「白雲紅樹図」 1
小室翠雲「山水図」 六曲一双屏風 1

羽州漆山陣屋遭難記録 1

小室翠雲印譜 1
南条家コレクション  文書類 2

2図将六十川徳
小室翠雲画帖 4

5

岸浪百草居「碧峯丹楓図」 1
大原道東遺跡 貝輪土製品 3

3

仕事着他 3 岸浪百草居「画帖」 1
大出家文書  書簡 147

醤油樽他 岸浪百草居「西園清人樹」六曲一双屏風 1
封内経界図誌

91等影撮内館他のそ

9

2

書文方地・方町1

4飾服
21ン 文書類ョシクレコ家田岩

4品土出跡遺東道原大
1本拓

3ン 文書類ョシクレコ家田権
14等器恵須、器土

封内経界図誌 7書文家平松智越
4ン 文書類ョシクレコ家口関

3
1図之具武及器軍

2ン 文書類ョシクレコ家田長
8等物帯携

1書文方地・方町
984ン 文書類ョシクレコ家条南 111料資係関合組物織

8
294

形人雛の家元秋

3ドーコレ頭音林館6書文家武
秋元家コレクション 文書類

5図古・図絵 農機具 5
9具民02録記・記日

1
4
3
3

秋元久朝日光御名代御行列絵巻
秋元家コレクション 冊子類
秋元家コレクション 書画類
秋元家レクション 刀剣類

秋元家コレクション 調度品

2等影撮内館他のそ5鑑秘頭武

22

23

24

資　　料　　名 点数 資　　料　　名 点数 資　　料　　名 点数

1
1大袋Ⅱ遺跡出土 縄文土器

岸浪百草居「碧峯丹楓図」
岸浪柳渓「蓬莱仙閣図」

110

秋元家領内村落図誌集 秋元家コレクション  書画類

館林城本丸出土遺物

北近藤第一地点遺跡出土品

かるた実演
平成22年度（「かるた－遊びと学びのコラボ－」展） 平成24年度（「館林藩を支えた領地－越智松平家と播州三木の歴史－」展）

マイ箸づくり体験工房
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施設案内

館料資二第市林館館料資一第市林館

号3番2町城市林館号1番3町城市林館置位

構　　　　造 鉄筋コンクリート2階建
（管理棟）鉄筋平屋建
（旧上毛モスリン事務所）木造瓦葺2階建
（田山花袋旧居）木造茅葺平屋建

規　　　　模
敷地面積　        311.19㎡
建物延面積　     514.40㎡

敷地面積　　                     　3,702.70㎡
（管理棟）　　                         　52.0 ㎡
（旧上毛モスリン事務所）（延）   470.41㎡
（田山花袋旧居）　                　 71.94㎡

工　　　　期
着工　　昭和52年10月12日
完工　　昭和53年 3月10日

着工　　昭和54年11月27日
完工　　昭和56年11月28日

日1月21年65和昭日1月11年35和昭日月年館開

建　 設 　費 91,667,000円（県費補助　2,000,000円） 149,274,000円（県費補助　35,169,000円）

発行年月日　平成26年12月

館林市教育委員会文化振興課　〒374-0018　群馬県館林市城町3-1　℡：0276-74-4111

　　　　　　　　　　（第二資料館）　 〒374-0018　群馬県館林市城町2-3　℡：0276-74-9665

8


