
 
 
柏原市立歴史資料館等運営協議会 

 
 資   料 

 
 
 
 
 
 
 
 

日  時    平成２１年 ５月２６日（火） 

        午後３時～４時３０分 

場  所    柏原市立歴史資料館研修室 

 

 



目   次 

 
１ 平成２０年度事業報告 
（１）歴史資料館関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
（２）横穴管理運営関係（文化財係）・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

 
２ 平成２１年度事業計画 
（１）歴史資料館関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 
（２）横穴管理運営関係（文化財係）・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 
 
資料 
 アンケートの結果 
 柏原市立歴史資料館等運営協議会委員名簿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 平成２０年度事業報告 
 
（１）歴史資料館関係 
 (ア)【常設展】 
 貸し出しや企画展開催に伴って、展示資料の入れ替えを実施。 
ａ．高井田山古墳出土品に「柏原市指定文化財」のキャプション設置（４月）。 
ｂ．夏季企画展で展示のために太平寺８号横穴出土品を高井田横穴群出土品に

展示替え（７月）。 
ｃ．農機具の展示コーナーに「さわってみよう！むかしの道具」のコーナーを

新設。五つ玉そろばん、枡、ダイヤル式電話を展示（７月）。 
ｄ．常設展示に「これは何だ？」など、こども向けキャプションを設置（７月）。 
ｅ．遺跡の位置がわかる地図の要望があり、位置図 10点設置（７月）。 
ｆ．太子町立竹内街道歴史資料館に貸し出しのため大県遺跡出土石剣を撤去（９

月）。 
ｇ．「大和川の付け替え」解説パネルを新設（９月）。 
ｈ．八尾市立歴史民俗資料館に貸し出しのため、高井田山古墳・平尾山古墳群・

大県遺跡出土品の一部を撤去。大阪府立近つ飛鳥博物館に貸し出しのため、

茶臼塚古墳出土品を撤去（10月）。 
ｉ．資料貸し出しに伴い、瑞花蝶鳥文鏡（大阪府指定文化財）、玉手山７号墳・

茶臼塚古墳・高井田山古墳・大県遺跡出土品を展示（10月）。 
ｊ．八尾市立歴史民俗資料館・大阪府立近つ飛鳥博物館から資料返却に伴い、

瑞花蝶鳥文鏡、茶臼塚古墳出土品、平尾山古墳群雁多尾畑第 49支群出土品を
高井田山古墳・平尾山古墳群・大県遺跡・茶臼塚古墳出土品に展示替え（12
月）。 
ｋ．太子町立竹内街道歴史資料館より資料返却に伴い、大県遺跡出土石剣を常

設展示に復帰（12月）。 
ｌ．大阪府立弥生文化博物館に貸し出しのため平尾山古墳群出土環頭、高井田

山古墳出土銅鏡を撤去（１月）。 
ｍ．１月 16日付けで大阪府民俗文化財に指定された法善寺の壷井寺鉦講につい
ての解説パネルを設置（２月）。 

ｎ．大阪府立弥生文化博物館より資料返却に伴い、平尾山古墳群出土環頭を常

設展示に復帰。春季企画展に展示のため高井田山古墳出土品を撤去、瑞花蝶

鳥文鏡（大阪府指定文化財）を展示（３月）。 
ｏ．高井田山古墳展示スペースに、玉手山遺跡出土埴輪棺を展示。「さわってみ

よう！むかしの道具」のコーナーに、「枡で一合をはかる」を設置（３月）。 



（イ）【企画展】 
 例年どおり、年４回の企画展を開催。なお、企画展開催中にアンケートを実

施。結果については別紙参照。 
a．「大和川付け替えと新田開発」（平成 19年度事業） 
  平成 20年３月 22日～６月 15日 
  観覧者数 3,229名（個人 2,667名、団体 562名） 
b．「裴世清の見た風景」 
  平成 20年７月 12日～９月 14日 
  観覧者数  2,399名（個人 2,237名、団体 162名）  
c．「大和川つけかえとその後」 
  平成 20年９月 30日～12月 14日 
  観覧者数 10,830名（個人 2,062名、団体 8,768名） 
d．「ちょっと昔の道具たち－はかる道具－」 
  平成 21年１月 10日～３月８日 
  観覧者数  3,075名（個人 1,596名、団体 1,479名） 
e．「すべて見せます高井田山古墳」 
  平成 21年３月 28日～６月 14日 
  
（ウ）【スポット展示】 
  「こんなモノをいただきました」をテーマに２ヶ月ごとに展示品を入れ替

え。平成 21年３～４月のみ、国分寺跡発掘調査の速報展を実施。 
ａ．草取器（寄贈 2005-7）、古地図（寄贈 2005-14）  

 平成 20年３月～４月 
ｂ．卓袱台（寄贈 2005-10）、古地図（寄贈 2005-14） 

平成 20年５月～６月 
ｃ．蚊帳（寄贈 2005-10）、古地図（寄贈 2005-14） 

平成 20年７月～８月 
ｅ．漆塗行李（寄贈 2005-12）、古紙幣・古銭（寄贈 2005-15） 

平成 20年９月～10月 
ｆ．和洋兼用裁縫台（寄贈 2005-12）、河内国若江郡下若江村明細帳（寄贈

2005-18）                   平成 20年 11月～12月 
ｇ．手斧（寄贈 2005-13）、こて・電気アイロン（寄贈 2006-１） 

平成 21年１月～２月 
ｈ．「見えてきた！国分寺」平成 20年度発掘調査速報展 

平成 21年３月～４月 
 



（エ）【文化財講演会】 定員 90名 
a．平成 20年７月 19日（土）  
 「1,400年前の難波津」 講師 積山 洋氏（大阪歴史博物館） 
 「古大和川の流路変遷」 講師 阪田育功氏（大阪府教育委員会） 
 聴講者数 62名 

b．平成 20年７月 26日（土）  
 「法隆寺論争は決着したか」 講師 平田政彦氏（斑鳩町教育委員会） 
  「裴世清の見た倭国の王宮」 

 講師 林部 均氏（奈良県立橿原考古学研究所） 
  聴講者数 41名 
ｃ．平成 20年８月 30日（土） 
 「裴世清の来日」 講師 和田 萃氏（京都教育大学名誉教授） 
 聴講者数 129名 

 
 （オ）【市民歴史大学】 定員 90名 
  年間テーマ「大和川と水運」（文化財講座例会と兼ねる） 

a．平成 20年８月 9日（土） 
  「朝鮮半島から河内へ」    講師 亀田修一氏（岡山理科大学教授） 
  聴講者数 109名 
 ｂ．平成 20年９月６日（土） 
  「古代の瀬戸内海交通」    講師 松原弘宣氏（愛媛大学教授） 
  聴講者数 94名 
 ｃ．平成 21年１月 10日（土） 
  「大和川と流域の中世」    講師 綿貫友子氏（大阪教育大学教授） 
  聴講者数 55名 
 ｄ．平成 21年２月 14日（土） 
「近世の物流と柏原船」    講師 岡田光代氏（大阪府立大学准教授） 
聴講者数 67名 

 
 （カ）【体験教室】 
 a．平成 20年 12月７日（日） 定員 20名 

「しめなわを作ろう」  講師 横尾卓治氏（市内雁多尾畑在住） 
参加者数 21名 

 ｂ．平成 2１年２月１日（日） 定員 15名 
  「わらぞうりを作ろう」 講師 横尾卓治氏 
  参加者数 19名 



 （キ）【文化財講座】 年間 12回  受講者数 69名（定員 60名） 
  年間テーマ「大和川の歴史をたどる」 

a．平成 20年 5月 10日  「大和川の歴史をたどる」（講義・安村） 
 ｂ．平成 20年 6月 14日   大和川を歩く・安堂～恩智（見学会） 
 ｃ．平成 20年 7月 12日  「裴世清の見た風景」（講義と展示解説・安村） 
 ｄ．平成 20年 8月 ９日  市民歴史大学 aの聴講 
ｅ．平成 20年 9月 ６日  市民歴史大学 bの聴講 
 ｆ．平成 20年 10月 11日 大和川を歩く・山本～吉田（見学会） 
 ｇ．平成 20年 11月 ８日 大和川を歩く・八尾～小阪（見学会） 
 ｈ．平成 20年 12月 13日 大和川を歩く・深野池～新開池（見学会） 
  i．平成 21年 1月 10日  市民歴史大学 cの聴講 
 ｊ．平成 21年 2月 14日  市民歴史大学 dの聴講 
 ｋ．平成 21年 3月 14日  大和川を歩く・加賀屋新田～旧堺港（見学会） 
 ｌ．平成 21 年 3 月 28 日 「どこまで大和川の歴史をたどれたか？」（講義
とまとめ・安村） 

 
 （ク）【古文書入門講座】 年間 10回  受講者数 25名（定員 25名） 
  国分村南西尾家文書の解読と解説 
講師 山崎竜洋（当館学芸補助員） 
平成 20年５月から平成 21年２月まで 10回開催。 

 
 （ケ）【博物館実習】 
  平成 20年８月 23日～31日     実質７日間 
   大阪教育大学１名、近畿大学１名  計２名 
  内容 館内・館外施設の説明と見学、考古資料の整理、民俗資料の整理、 

文書史料の整理、写真の撮影・焼付け、スポット展示の実施 
 
 （コ）【資料調査・整理】 
  a．藤井寺市船橋・松永家文書の調査。 
ｂ．今町・寺田家文書の調査・整理（『寺田家文書目録Ⅰ』） 
ｃ．国分本町・西尾寛一家（南西尾家）文書の調査。 
 ｄ．マイクロフィルム撮影事業。柏元家文書史料。昨年度から実施し、20 年
度は 1,800カットの撮影。 

 ｅ．写真撮影事業。南西尾家文書の絵図を中心に、大型カメラで写真撮影を

委託。３年計画の３年目。 
 



 （サ）【所蔵・保管資料の貸し出し】             計９件 
 a．大阪府立近つ飛鳥博物館 
  特別展「考古学からみた古代の女性」 平成 20年 10月 3日～12月 10日 
  茶臼塚古墳：石釧・車輪石・鍬形石・四獣鏡・三角縁神獣鏡        

計 53点  
 ｂ．八尾市立歴史民俗資料館 
  特別展「八尾の渡来文化」 平成 20年 10月 3日～12月 12日 
  高井田山古墳：熨斗・金製耳環・ガラス玉・神人龍虎画像鏡、平尾山古墳

群：かんざし・銀製指輪・ミニチュア炊飯具・金環、大県遺跡：韓式系土

器・鞴羽口・鉄滓・砥石                  計 299点 
 ｃ．柏原市市民生活部人権推進課 
  柏原市主催の「平和展」 平成 20年 7月 30日～8月 11日 
  鉄兜・靴・手袋・水筒・防毒マスク・防空電球・腰掛小物入・軍隊手帳・

寄書き・襷・支那事変出兵記念                計 18点 
 ｄ．大阪府立弥生文化博物館 
  企画展「鉄道発掘物語」 平成 20年８月 14日～10月 31日 
  ＪＲ柏原駅：古レール・軒金具・ビス・建物財産票       計７点 
ｅ．太子町立竹内街道歴史資料館 
  企画展「変貌するサヌカイト～その隆盛と終焉～」  
平成 20年９月 10日～12月 18日 
奥山遺跡：石剣未製品、大県遺跡：石剣未製品・土坑接合資料  計４点 

 ｆ．大阪府教育委員会文化財保護課 
  大阪府立八尾翠翔高等学校における日本文化史の授業 
  平成 20年 10月 29日～10月 31日 
  大県南廃寺：軒丸瓦・軒平瓦                 計 4点 
 ｇ．八尾市立歴史民俗資料館 
  企画展「昔の生活－着る・履く・装う－」  
平成 20年 11月 22日～平成 21年３月 22日 
国民服儀礼章・靴（兵隊用）                 計２点 

 ｈ．大阪府立弥生文化博物館 
  特別展「倭人がみた龍－龍の絵とかたち－」  
平成 21年１月５日～３月 31日 
平尾山古墳群：単龍文環頭柄頭、高井田山古墳：神人龍虎画像鏡 計２点 

 ｉ．柏原市立堅上小学校 
  国語「たぬきの糸車」の教材として 平成 21年２月 12日～22日 
 綿繰機・ハンドカーダー・糸車                計 3点 



 （シ）【所蔵・保管資料の撮影等】               計 22件 
 a．㈱イチゴクリエイト 
国土交通省発行の『郷を創った人たち』に掲載   
写真提供：築留二番樋                     １点 

 ｂ．産経新聞社営業局 
  国土交通省発行の『郷を創った人たち』に掲載（写真貸出） 
  写真提供：大和川付替摂河絵図・堤切所付箋図・新川と計画川筋比較図・

中甚兵衛肖像画（中好幸氏所蔵資料）             計４点 
 ｃ．クリエイティブアダック㈱ 
  国土交通省発行の「大和川クエストカード」に掲載 
  写真提供：高井田横穴群第３支群５号横穴線刻壁画・寺田家屋敷 計２点 
 ｄ．福島朋子 
  論文への掲載 
  写真提供：高井田横穴群第３支群５号横穴線刻壁画       計 19点 
 e．大東市立歴史民俗資料館 
  常設展展示パネル・解説パンフレット・解説ビデオへの掲載 
  写真提供：大和川付替摂河絵図（中好幸氏所蔵資料）       １点 
 ｆ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
  特別展「考古学からみた古代の女性」図録・パネル・チラシ・リーフレッ

ト・ホームページ等への掲載 
  写真提供：茶臼塚古墳出土三角縁神獣鏡・四獣鏡・石室全景・石室内遺物

出土状況                          計４点 
ｇ．八尾市立歴史民俗資料館 
  特別展「八尾の渡来文化」図録・チラシ・ポスター等への掲載 
写真撮影：高井田山古墳出土手玉・足玉・頸飾り、平尾山古墳群出土かん

ざし                            計７点 
写真提供：高井田山古墳石室・神人龍虎画像鏡・熨斗・金製耳環、平尾山

古墳群雁多尾畑第 49 支群Ｃ・Ｄ地区全景・７～10 号墳・２・７・８号墳
出土金環、平尾山古墳群出土かんざし・銀製指輪・ミニチュア炊飯具、大

県遺跡 85-2次調査区全景・鍛冶炉・土坑出土遺物一括・鉄滓・砥石・鞴羽
口・韓式系土器・イラスト                  計 21点 
                             合計28点 
ｈ．大阪府立弥生文化博物館 
 企画展「鉄道発掘物語」ポスター・チラシ・ホームページ・報道提供資料

に掲載 
 写真提供：ＪＲ柏原駅の古レール・軒金具・ビス・建物財産票  計７点 



ｉ．太子町立竹内街道歴史資料館 
 企画展「変貌するサヌカイト」図録に掲載 
 写真提供：大県遺跡弥生時代の土坑とサヌカイト石片出土状態、奥山遺跡

礫層と風化土の境・サヌカイト採掘跡              計３点 
ｊ．㈱至文堂 
 月刊誌日本の美術『出土銭貨』に掲載 
 写真提供：平尾山古墳群雁多尾畑第 49 支群１号墓石囲いと蔵骨器検出状
況・出土土器１～３・出土銭貨１～３             計７点 
ｋ．大阪府立弥生文化博物館 
 特別展「倭人がみた龍」図録・チラシ・ホームページ等に掲載 
 写真提供：平尾山古墳群平野・大県第 20 支群３号墳出土単龍文環頭柄頭、
高井田山古墳出土神人龍虎画像鏡               計２点 
ｌ．㈱ジーニアスエデュケーション 
 進学教室サピックス塾内教材『デイリーサピックス小学６年社会』に掲載 
 写真転載：向井山茶臼塚古墳出土三角縁神獣鏡（国分神社所蔵）  １点 
ｍ．学校法人河合塾 
 大学受験用テキスト『日本史写真資料集』に掲載 
 写真転載：茶臼塚古墳出土円筒埴輪               １点 
ｎ．鳥取県教育委員会妻木晩田遺跡事務所 
 第９回弥生文化シンポジウム予稿集に掲載 
 写真提供：平野遺跡出土絵画土器                １点 
ｏ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
 特別展「百舌鳥・古市大古墳群展」図録に掲載 
 写真転載：玉手山 10号墳出土勾玉・管玉（関西大学所蔵資料）  計 2点 
ｐ．河内長野市教育委員会 
 市民向けの文化財普及啓発図書に掲載 
 写真提供：河内国分寺塔跡 
ｑ．竹内亮 
 論文「五十戸と知識寺院」に掲載 
 図版転載：展示図録『河内六寺の輝き』掲載の河内六寺推定地   １点 
ｒ．学校法人玉手山学園 
 玉手山学園発行の冊子に掲載予定 
 写真撮影：北西尾家文書立教館関係史料            計 5点 
ｓ．藤井寺市教育委員会 
 藤井寺市公式ホームページに掲載 
 写真転載：大県遺跡鍛冶工房・復元した鍛冶工房・鉄滓     計３点 



ｔ．八尾市教育委員会 
 高安千塚シンポジウム記録集に掲載 
 写真提供：高田山古墳横穴式石室 
ｕ．㈱山川出版社 
 『日本史リブレット 93 近世の淀川治水』に掲載 
 写真提供：大和川付替摂河絵図（中好幸氏所蔵資料）       １点 
ｖ．学校法人河合塾 
 2009年度前期「日本史写真資料集」に掲載 
 写真転載：茶臼塚古墳出土円筒埴輪               １点 
 
（ス）【所蔵・保管資料の調査・見学等】                 10件 
 a．学生（京都府立大学） 
  高井田山古墳出土短甲・小札 
 ｂ．個人 
  南西尾家文書絵図 
 ｃ．個人（学校法人玉手山学園） 
  北西尾家文書（立教館関係史料） 
 ｄ．大阪府教育委員会 
  大県南廃寺出土軒瓦 
 ｅ．個人（往生院民具供養館） 
  水車 
 ｆ．八尾市立歴史民俗資料館 
  当館所蔵衣服関係資料 
 ｇ．学生（大阪大学） 
  玉手山古墳群出土埴輪 
 ｈ．個人 
  高井田遺跡出土下駄 
 ｉ．個人 
  南西尾家文書 
 ｊ．個人（八尾市教育委員会）ほか２名 
  平尾山古墳群・高井田横穴群出土ミニチュア炊飯具・須恵器 
   
（セ）【寄贈資料】                       計９件 
ａ．棹秤                             １点 
ｂ．北斎漫画、大和名所図会等近世の刊本            計 12点 
ｃ．拾円札、五銭札                       計３点        



ｄ．噴霧器、草取器、境縄、ジャッキ、焼印、枝切鋸、折尺、かき棒  
計９点        

ｅ．謄写版一式、堤燈一対、箆台、算盤、風鎮          計６点 
ｆ．日の丸寄書き                        1点        

ｇ．机                             １点 
ｈ．地辷見學記念絵葉書                      1点 
ｉ．万石とおし、棹秤、草取器                  計３点 
 
（ソ）【寄託資料】                        １件 
ａ．国分本町・南西尾家文書（平成 21年 3月 31日まで）     数千点 
 
（タ）【刊行物】 
ａ．『裴世清の見た風景』 
 一部カラー32ページ、平成 20年７月発行 
ｂ．『柏原市立歴史資料館館報』第 20号・2007年度 
 75ページ、平成 20年９月発行 
ｃ．ゴンドラ第５号 
 ４ページ、平成 20年９月発行 
ｄ．『河内国志紀郡柏原村寺田家文書目録Ⅰ』 
   86ページ、平成 21年３月発行 
 
（チ）【大和川関連の事業】 

 松原市民ふるさとぴあプラザの秋季企画展「新田開発と松原」に協力。歴
史講座講師や見学会案内、広報などで互いに協力。 
 

（ツ）【市民歴史クラブ】 会員 1６名 
  歴史に関心のある人が集まり、資料館を拠点にクラブとして自主的に活

動。平成 20年度は、鳥坂寺の伽藍をＣＧや絵画で復元、河内大橋や裴世清
が大和川を遡る光景も絵画や文章で表現。その成果を平成 20年度夏季企画
展「裴世清の見た風景」でパネル展示・解説。 
  また、冬季企画展見学の小学生の「なわない」体験の準備や補助、河内

国分寺跡の発掘調査などにもボランティアとして協力してもらう。 
 
（テ）【古文書クラブ】 会員５名 
   古文書講座受講生の有志によって結成。毎週１回、国分村検地帳の翻刻

を実施中。 



秋季企画展「大和川つけかえとその後」団体見学小学校数 
 
柏原市   ４校       八尾市      ４校        堺市      17校 
大阪市   12校       松原市      ４校        高石市     ２校 
四條畷市   １校       藤井寺市    １校        和泉市     １校 
大東市     ２校       羽曳野市    ９校        泉大津市   ２校 
東大阪市  15校       富田林市    ２校        岸和田市   ５校 
 
合計  ８１校、   ７，７８９名 
  
 
 
 
冬季企画展「ちょっと昔の道具たち」団体見学小学校 
 
柏原市   8校    大阪市   ２校    八尾市   ４校 
藤井寺市  １校 
    
合計 １５校、  １，４４８名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）横穴管理運営関係（文化財係担当分） 
 平成 20年度４月から平成 21年度３月までの事業報告 
（ア）【史跡高井田横穴特別公開】 
  a ５月 17日（土）午前 10時～午後３時 
   b 10月 18日（土）午前 10時～午後３時 
  ＊市民歴史クラブの方々が案内ボランティアとして参加・協力 
（イ）【横穴公園等案内】 
  ・７月 31日（木） 指導課初任者研修として市内史跡案内 
  ・10月 12日（日） 関大校友会 「歴史資料館と横穴案内」 
  ・10月 15日（水） 中部９市社会教育委員連絡協議会 

「大和川の歴史と文化」 
  ・10月 23日（木） 全史協見学「高井田横穴公園」 
（ウ）【維持管理】 
  a  史跡高井田横穴保存検討委員会開催 
  ｂ 第３支群５号横穴周辺の樹木伐採・剪定事業 
  ｃ 横穴公園内の枯木等伐採を実施し、維持管理に努めた。 
（エ）【柏原市文化財保護条例】 
  柏原市文化財保護条例に基づく審議会の開催（２回） 
  ・松岳山古墳出土遺物の市指定（平成 20年８月 21日） 
  ・茶臼塚古墳出土遺物の市指定（平成 20年８月 21日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



２ 平成２１年度事業計画 

 
（１）歴史資料館関係 
（ア）【常設展示】 
  資料貸し出し等に伴い、少しずつ展示資料を入れ替え 

 
 （イ）【企画展示】 
 ａ．「松岳山古墳群を探る」 
  平成 21年７月 11日（土）～９月 6日（日） 
 ｂ．「大和川つけかえ」 
  平成 21年９月 22日（火）～12月 13日（日） 
 ｃ．「ちょっと昔の道具たち」 
  平成 22年１月 9日（土）～３月 7日（日） 
 ｄ．「絵図に描かれた柏原の村々」 
  平成 22年３月 27日（土）～６月 20日（日） 
 
 （ウ）【スポット展示】 
  「こんなモノをいただきました」 
  最近の寄贈資料を 2ヶ月ごとに展示替え 
 
 （エ）【文化財講演会】 
ａ．平成 21年７月 25日（土） 
 講師 河内一浩氏（羽曳野市教育委員会）「南河内の前期古墳」 
 講師 鐘方正樹氏（奈良市教育委員会）「古墳時代前期における松岳山古墳」 
ｂ．平成 21年８月１日（土） 
 講師 阪口英毅氏（京都大学助教）「紫金山古墳の調査」 
 講師 奥田尚氏（奈良県立橿原考古学研究所研究員）「前期古墳の石材」 

 
 （オ）【市民歴史大学】 
  「古墳時代の幕開け」をテーマに４回の特別講演会を開催（文化財講座例

会を兼ねる） 
a．平成 21年８月８日（土） 
  講師 石野博信氏（香芝市二上山博物館館長）「古墳と邪馬台国」 
ｂ．平成 21年９月５日（土） 
 未定 



ｃ．平成 22年１月 9日（土） 予定 
ｄ．平成 22年２月 13日（土） 予定 
  
（カ）【体験教室】 
 ａ．「しめなわを作ろう」定員 20名 
  平成 2１年 12月 6日（日） 
 ｂ．「わらぞうりを作ろう」定員 15名 
  平成 2２年２月 7日（日） 
 
 （キ）【文化財講座】 
  テーマ「古墳時代の幕開け」 
 募集人数 成人 60名  受講者数 66名 
  日 時  原則として毎月第２土曜日 年間 12回の予定 
    参加費  年間 2,000円 
 平成 21年 
  ５月 9日  「古墳時代の幕開け」（講義・安村） 
  ６月 13日  松岳山古墳群～玉手山古墳群（見学会） 
  ７月 11日  「松岳山古墳群を探る」（講義と展示解説 安村） 
  ８月８日   市民歴史大学Ⅰ（特別講演会） 
  ９月５日   市民歴史大学Ⅱ（特別講演会） 
  10月 10日 大和古墳群を歩く（見学会） 
  11月 14日 茶臼山古墳とメスリ山古墳を歩く（見学会） 
  12月 12日 乙訓の前期古墳を歩く（見学会） 
 平成 22年 
  １月 9日  市民歴史大学Ⅲ（特別講演会） 
  ２月 13日  市民歴史大学Ⅳ（特別講演会） 
  ３月 13日  北河内の前期古墳を歩く（見学会） 
  ３月 27日  「古墳時代の幕開け」まとめ（講義・安村） 
 
 （ク）【古文書入門講座】 
  テーマ「近世の国分村」 
  募集人数 成人 25名  受講者数 22名 
  日 時  原則として毎月第３土曜日 10回の予定 
  参加費  年間 1,000円 
 
 



 （ケ）【博物館実習】 
  平成 21年８月 22日（土）～30日（日） 
  ６名程度の受け入れ予定 
 
 （コ）【調査・整理】 
 ａ．国分本町・南西尾家文書の調査・整理 
 
 （サ）【所蔵・保管資料の貸出等】 
  これまでと同様に、積極的に公開・活用を図っていく。市文化財保護条例

の施行に伴い、市指定文化財については、通常の手続き以外に公開届が必

要となる。 
 
 （シ）【寄贈・寄託】 
  広報等での呼びかけとともに、目録の刊行やスポット展示などによって市

民の関心を喚起し、寄贈・寄託資料の増加を図る。 
 
 （ス）【予定刊行物】 
 ａ．夏季企画展図録『松岳山古墳群を探る』 平成 21年７月刊行予定 
 ｂ．『柏原市立歴史資料館館報』第 2１号   平成 2１年９月刊行予定 
 ｃ．『ゴンドラ』第６号           平成 21年９月刊行予定 
 ｄ．『絵図に描かれた柏原の村々』      平成 22年３月刊行予定 
 
（セ）【市民歴史クラブ】 
  田辺廃寺の研究に取り組んでいる。当館夏季企画展に展示参加の予定。 
 
 （ソ）【古文書クラブ】 
  国分村検地帳の解読を継続。 
 
 （タ）【高井田文化教室（柏陽庵）】 
  平成 18年度より講座を廃止し、クラブ制度を設け、クラブ登録をした団体

には利用料金を半額とし、期日前の申し込みを可能としている。クラブ制

度による定期的な利用者の増加を図るとともに、一般利用者の促進を図る。 
 
 
 
 



（２）横穴管理運営関係（文化財係担当分） 
（ア）【史跡高井田横穴特別公開】 
  a ５月 16日（土） 午前 10時～午後３時 
  ｂ 10月 17日（土） 横穴特別公開午前 10時～午後３時 
  ＊市民歴史クラブの方々が案内ボランティアとして参加・協力 
（イ）【横穴公園等案内】 
   資料館と調整を図り、自然に親しめる公園として多くの方々に見学して

頂けるよう図る。 
（ウ）【維持管理】 
   a 史跡高井田横穴保存検討委員会開催 
  ｂ 第３支群５号横穴周辺の保存整備工事の実施 
  ｃ 横穴公園内の枯木等伐採を実施し、維持管理に努める 
（エ）【柏原市文化財保護条例】 
   柏原市文化財保護条例に基づく審議会の開催（２回） 


