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１ 平成２７年度事業報告 

 
（１）歴史資料館関係 
 (ア)【常設展示】 
ａ．平成 25年度より、常設展示室内に特集展示コーナーを設置。27年度は、３回の展 
 示替えを実施。 
ｂ．常設展示室出口部分の壁面を利用して写真パネル展示「訪ねてみよう夏の陣」「又 
 兵衛ゆかりの地」「大和川の風景」を実施。 
ｃ．民具の展示コーナーを４回展示替え。 
ｄ．近世の展示コーナーを、大和川付け替え関連史料を中心に３か月程度で展示替え。 
ｅ．企画展、資料貸し出し等に伴って展示資料を入れ替え。 
 
（イ）【企画展】 
a．「亀の瀬の歴史」（平成 26年度事業、王寺町・三郷町との共催） 
  平成 27年３月 28日～６月 14日 
  観覧者数 2,326名（個人 1,686名、団体 640名） 
b．「木簡紀行」 
  平成 27年７月４日～８月 30日 

  観覧者数 1,604名（個人 1,494名、団体 110名）  

c．「知恵と技術－大和川のつけかえ工事－」 

  平成 27年９月 15日～12月６日 

  観覧者数 11,501名（個人 1,848名、団体 9,653 名） 

d．「ちょっと昔の道具たち－食のふうけい－」 

  平成 28年１月５日～３月６日 

  観覧者数 2,285名（個人 1,159名、団体 1,126 名） 

e．「江戸時代の国分村」 

  平成 28年３月 26日～６月 12日 

  

（ウ）【特集展示】 

ａ．「大坂夏の陣と柏原」 

  平成 27年３月 31日～９月 13日 

ｂ．「川を守る」 

  平成 27年９月 15日～12月 20日 

ｃ．「おひなさん」 

  平成 28年１月５日～平成 28年４月 24日 



（エ）【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ヶ月ごとに展示替え。平成 27 年２

月末から４月中旬にかけては、ひな人形を展示。９～10 月の展示は博物館実習生に

よる展示。11～12月の展示は職業体験の中学生による展示。なお、平成 28年３～４

月は、宮澤賢治の来柏 100年を記念して、「宮澤賢治が見た『100 年前の柏原』」を開

催した。 

ａ．御殿雛・雛道具（寄贈 1993-3） 

  平成 27年３月～４月 

ｂ．草取器、ガラス乾板（寄贈 2009-4） 

  平成 27年５月～６月 

ｃ．英文タイプライター、英文・ひらがなタイプライター（寄贈 2009-10） 

  平成 27年７月～８月 

ｄ．編機、綛繰器、糸巻（寄贈 2009-10） 

  平成 27年９月～10月 

ｅ．電熱火鉢、画帖（寄贈 2009-10） 

  平成 27年 11月～12 月 

ｆ．築留分水関係史料（寄贈 2009-14）、棹秤（寄贈 2009-17） 

  平成 28年１月～２月 

ｇ．「宮澤賢治が見た『100 年前の柏原』」柏原旧駅舎のれんが・レール、農商務省農事 

  試験場畿内支場の写真・絵はがき  

  平成 28年３月～４月 

 

（オ）【出張展示】 

 平成 27年９月 22日から 10月７日まで、柏原市市民歴史クラブ、大阪府立中央図書 

館との共催事業として、府立中央図書館にて出張展示「大坂夏の陣 小松山・道明寺の 

戦い」を開催。中央図書館１階展示コーナーにて、歴史クラブが製作した小松山周辺の 

地形模型、道明寺の戦い経過のスライドショーとパネルによる展示。それに伴って講演 

会「後藤又兵衛の最後」を開催。 

 

（カ）【共催事業】 

ａ．王寺町、三郷町と共催で、「亀の瀬の歴史」を巡回展示。 

  ６月 20日～７月５日  三郷町文化センター 

   ６月 27日 「竜田道の移り変わり」安村講演 

  ７月 18日～８月５日  王寺町地域交流センター 

   ７月 25日 「歴史を語るトンネルと絵はがき」石田講演 

 



（キ）【文化財講演会】 定員 80名 

a．平成 27年４月 25日（土）  

 「剣先船から魚梁船への荷継ぎ」 

 講師 岡島永昌氏（王寺町教育委員会） 

  聴講者数 95名 

ｂ．平成 27年７月 18日（土） 

  「木簡聞こう－塩のお話し－」 

     講師 馬場 基氏（奈良文化財研究所） 

  「木簡からみた難波宮と大坂城」 

     講師 江浦 洋氏（大阪府文化財センター） 

  聴講者数 44名 

ｃ．平成 27年８月 29日（土） 

  「木簡の文字をたずねて」 

     講師 井上 幸氏（奈良文化財研究所） 

  「安堂遺跡出土木簡の歴史的意義」 

     講師 塚口義信氏（堺女子短期大学名誉学長・名誉教授） 

  聴講者数 62名 

 

 （ク）【市民歴史大学】 定員 100名 

  年間テーマ「大坂夏の陣と柏原」（文化財講座例会と兼ねる。） 

a．平成 27年７月 11日（土） 

  「大坂の陣と後藤又兵衛」    

 講師 福田千鶴氏（九州大学教授） 

   聴講者数 90名 

 ｂ．平成 27年８月８日（土） 

  「藤堂高虎と大坂夏の陣」   

講師 藤田達生氏（三重大学教授） 

   聴講者数 93名 

 ｃ．平成 28年１月 17日（日） 

  「豊臣大坂城と真田丸－その構造を探る－」   

講師 中井 均氏（滋賀県立大学教授） 

   聴講者数 84名 

 ｄ．平成 28年２月 13日（土） 

  「大坂夏の陣後日譚－道明寺合戦のその後」 

   講師 北川 央氏（大阪城天守閣館長） 

   聴講者数 105名 



 （ケ）【体験教室】 

 a．平成 27年 12月 13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  22名 

 ｂ．平成 28年２月 14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  10名 

 

 （コ）【文化財講座】 年間 11回  受講者数 60名 

 （定員 60名、応募者 70名のため抽選） 

  年間テーマ「大坂夏の陣と柏原」 

ａ．平成 27年 ５月 ９日 「大坂夏の陣とは何だったのか」（講義・天野） 

 ｂ．平成 27年 ６月 13日 「小松山の戦い」（講義・安村） 

 ｃ．平成 27年 ７月 11日  市民歴史大学ａの聴講 

 ｄ．平成 27年 ８月 ８日  市民歴史大学ｂの聴講  

ｅ．平成 27年 ９月 12日  見学会１・小松山周辺 

 ｆ．平成 27年 10月 10日  見学会２・八尾～平野 

 ｇ．平成 27年 11月 14日  見学会３・若江周辺 

 ｈ．平成 27年 12月 12日  見学会４・真田丸～茶臼山 

 ｉ．平成 28年 １月 17日  市民歴史大学 cの聴講 

 ｊ．平成 28年 ２月 13日  市民歴史大学 dの聴講 

 ｋ．平成 28年 ３月 12日  「『大坂夏の陣と柏原』を振り返って」（講義・天野） 

 

 （サ）【古文書入門講座】 年間 10回  受講者数 26名（定員 25名） 

  大坂夏の陣関連文書の解読と解説 

講師 天野忠幸 

平成 27年６月から平成 28年３月まで 10回開催。 

 

 （シ）【博物館実習】 

 ａ．平成 27年８月 25日～30 日     ６日間 

  大阪教育大学１名、近畿大学２名、武庫川女子大学１名 計４名 

  内容 館内施設の説明と見学、考古資料の扱い、民俗資料の整理、文書史料の整理、

写真の撮影、スポット展示の実施 

 

 

 



 （ス）【職業体験】 

ａ．平成 27年 10月 27日～29 日      ３日間 

  柏原市立堅上中学校２年生 １名 

ｂ．平成 27年 11月４日～６日       ３日間 

  柏原市立玉手中学校２年生 ３名 

  内容 資料の整理、スポット展示の実施など 

 

（セ）【大学との連携】 

ａ．平成 27年５月 16日   

 関西福祉科学大学 総合教養Ⅰ「河内学」の学外体験学習。 

 「柏原の古墳文化」を山根が講義、その後３班に分かれて資料館・横穴案内。 

ｂ．平成 27年 10月～平成 28年３月 

 大阪教育大学 後期・一般教育科目「地域史からみた考古学」、山根非常勤講師。 

 

（ソ）【資料調査・整理】 

 ａ．国分本町・西尾寛一家（南西尾家）文書の目録（『南西尾家文書目録Ⅲ』）作成。 

 ｂ．今町・寺田家文書の整理。 

 ｃ．今町・三田家文書の整理。 

 ｄ．本郷・柏元家文書の整理。 

 ｅ．国分・堅山家文書の整理。 

 ｆ．大県・山崎家文書の整理。 

 ｇ．平野区・末吉康三郎氏所蔵文書の調査。 

 ｈ．国分村検地帳のデータ入力作業。入力完了。 

 ｉ．マイクロフィルム撮影事業。平成 19年度から実施し、27年度は 2,000カットの

撮影。柏原市古文書調査報告５『柏元家文書目録Ⅲ』を実施。 

 

 （タ）【所蔵・保管資料の貸し出し】                  計 14件 

 a．大阪府立近つ飛鳥博物館 

  常設展示。 

  平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

  大県遺跡：鉄滓６点・鞴羽口７点・砥石２点             計 15点 

 ｂ．㈱島田組 

   本社ロビーで展示。  

   平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

   鳥坂寺解説パネル                          計７点 

 ｃ．八代市立博物館未来の森ミュージアム 



   特別展覧会「交流する弥生人～邪馬台国の時代のやつしろ～」に展示 
   平成 27 年 10 月１日～12 月 20 日 
   本郷遺跡：小銅鐸（市指定文化財）                   １点 

 ｄ．生駒市教育委員会 
   生駒ふるさとミュージアム歴史講演会「船形埴輪出現の歴史的意義」に伴う展示 
   平成 27 年８月４日～９月２日 
   玉手山遺跡：船形埴輪                         １点 
 ｅ．柏原市市民部人権推進課 
   柏原市平和展に展示 
   平成 27 年８月５日～８月 10 日  
   軍用スコップ、水筒、兵隊用の靴、軍隊手帳、鉄かぶと、兵帽、銃剣、軍服上下、    
    ヤカン、水さし、ゲートル、たすき、皇軍萬歳双六、軍事絵葉書６点   計 20 点 
 ｆ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
   特別展「ワカタケル大王の時代―ヤマト王権の成熟と革新―」に展示 
   平成 27 年９月８日～12 月 18 日 
   大県遺跡：獣骨 10 点 大県南遺跡：須恵器９点、土師器２点、製塩土器６点、鉄滓、 
   鞴羽口 高井田山古墳：土師器、須恵器 10 点、玉類５連、耳環３点、熨斗、神人龍 
   虎画像鏡、衝角付冑、小札３点、鉄鏃６点、鉄釘４点、鎹（市指定文化財）計 65 点 
 ｇ．藤井寺市立道明寺南小学校 
   社会科授業における体験活動 
   平成 27 年 10 月６日～12 月 24 日 
   鍬、鋤、畚                             計３点 
 ｈ．大和高田市生涯学習課 
   「夢咲塾発 大和高田魅力再発見 近代化遺産と建築展」に展示 
   平成 27 年 10 月 27 日～12 月２日 
   ＪＲ関西本線柏原駅旧駅舎出土煉瓦                   ３点 
 ｉ．柏原市市民歴史クラブ 
   講演会に伴う展示 
   平成 27 年 11 月８日 
   智識寺伽藍模型                            １式 
 ｊ．個人 
   柏原市立堅下南小学校「子どもひろば 2015」で使用 
   平成 27 年 11 月７日～11 月９日 
   綿繰機                                １点 
 ｋ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
   特別展「歴史発掘 おおさか２０１５」に展示 



   平成 27 年 12 月 15 日～平成 28 年４月 15 日 
   安堂遺跡：木簡６点（市指定文化財）、木簡レプリカ３点、パネル１式  計 10 点 
 ｌ．柏原市立堅上小学校 
   収穫した綿の綿繰り体験学習に使用 
   平成 28 年１月７日～３月９日 
   綿繰機                                ２点 
 ｍ．柏原市立玉手小学校 
   １年生の国語学習教材として使用 
   平成 28 年１月 20 日～28 日 
   糸車                                 ２点 
 ｎ．柏原市立堅下小学校 
   ５年生の国語学習教材として使用 
   平成 28 年２月 19 日～28 日 
   わらぐつ                               １点 
 

 （チ）【所蔵・保管資料の撮影等】                   計 19件 

  a．八代市立博物館未来の森ミュージアム 
   特別展「交流する弥生人～邪馬台国の時代のやつしろ～」の図録・広報関係に掲載。 

   写真貸出：本郷遺跡出土小銅鐸                     １点 

 ｂ．八尾市立埋蔵文化財調査センター指定管理者公益財団法人八尾市文化財調査研究会 
   企画展「やおの古墳時代（中期～後期）」にパネル展示及び小冊子に掲載。 

   写真貸出：大県遺跡鍛冶炉検出状況、鍛冶工房復元図          計２点 

 ｃ．生駒市教育委員会 
   生駒ふるさとミュージアム歴史講演会「船形埴輪出現の歴史的意義」広報活動 

  写真撮影：玉手山遺跡出土船形埴輪                    １点 

 ｄ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
   特別展「ワカタケル大王の時代―ヤマト王権の成熟と革新―」の図録に掲載。 

   写真貸出：大県遺跡出土獣骨、大県南遺跡炉検出状況、高井田山古墳横穴式石室・   

   遺物出土状況・神人龍虎画像鏡・熨斗・耳環・東棺内遺物出土状況・頸飾り・足玉・ 

   手玉                                計 11点 

  e．㈱新泉社 
   『和泉黄金塚古墳と銅鏡』に掲載。 

   写真貸出：高井田山古墳出土熨斗                     １点 

 ｆ．大阪府立狭山池博物館 
   企画展「片桐且元展」にパネル展示、広報、ホームページ等に掲載。 

   写真貸出：東野家文書、新野家文書                  計２点 



 ｇ．融通念仏宗 西光寺 
   宗派教化活動による冊子に掲載。 

   写真貸出：生安寺                           １点 

 ｈ．大阪大学出版会 
   『むかしの家に学ぶ』に掲載。 

   写真貸出：玉手橋                           １点 

 ｉ．㈱創元社 
   『古市古墳群を歩く』に掲載。 

   写真転載：茶臼塚古墳出土石釧・車輪石・鍬形石、松岳山古墳出土鰭付楕円筒埴輪 

                                     計２点 

 ｊ．集英社 
   『学習まんが 日本の歴史』１巻に掲載。 

   写真貸出：茶臼塚古墳出土車輪石・石釧                計２点 

 ｋ．個人 
   『日本古代の寺院と社会』に掲載。 

   図転載：河内六寺と交通路（『柏原の古代寺院址』）、河内六寺推定地（『河内六寺の 

   輝き』）                               計２点 

 ｌ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
   特別展「歴史発掘 おおさか２０１５」の図録に掲載。 

   写真・図貸出：安堂遺跡周辺図・平面図・土坑・出土木簡        計４点 

 ｍ．奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 
   春季特別展「やまとのみやけと女性司祭者－史跡 島の山古墳発掘 20 年－」の図録  
   掲載およびポスター・ちらし等の広報用写真。 
   写真貸出：茶臼塚古墳出土腕輪形石製品                 １点 

 ｎ．学校法人河合塾 
   2016 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 

 ｏ．大東市教育委員会 
   パネル展「大東の遺産をめぐる 平野屋新田会所跡と新田開発」で展示 
   写真貸出：中家文書「堤切所之覚附箋図」「大和川附換摂河絵図」     計２点 

 ｐ．奈良県地域振興部文化資源活用課 
   冊子「（仮）古代を創った人びと 行基」に掲載。 
   写真貸出：智識寺東塔心礎・重弁蓮華文軒丸瓦・複弁蓮華文軒丸瓦    計３点 

 ｑ．大阪府立近つ飛鳥博物館 
   春季特別展「古墳とは何か」の図録・広報に使用。 
   写真貸出：高井田山古墳横穴式石室・遺物出土状況・神人龍虎画像鏡・熨斗・耳環・ 



   ガラス玉                              計 10点 

 ｒ．個人 
   『藩物語シリーズ 刈谷藩物語』に掲載。 

   写真転載：東野家文書、国分村周辺絵図                計２点 

 ｓ．葛城市歴史博物館 
   春季企画展「大和と河内・堺の往来－江戸時代の竹内街道と大和川－」図録に掲載。 
   写真貸出：中家文書「乍恐御訴訟」「乍恐御訴訟」「中甚兵衛画像」「河内国絵図」「堤 
   切所之覚附箋図」「中甚兵衛着用の鹿皮陣羽織」「新川計画川筋比較図」、新野家文書： 
   「亀の瀬絵図」                           計８点                                      

 

（ツ）【所蔵・保管資料の調査・見学等】                     15件 

  a．個人 

   高井田横穴群出土陶棺 

 ｂ．大阪府立近つ飛鳥博物館学芸員２名 

   大県遺跡出土獣骨、大県南遺跡炉４・出土遺物、高井田山古墳出土遺物 

 ｃ．個人 

   南西尾家文書 

 ｄ．生駒ふるさとミュージアム学芸員 

   玉手山遺跡出土船形埴輪 

 ｅ．学生（大阪大学） 

   南西尾家文書、柏元家文書 

 ｆ．個人 

   亀の瀬隧道・旧柏原駅のれんが 

 ｇ．学生（一橋大学） 

   柏元家文書 

 ｈ．国立歴史民俗博物館学芸員 

   大県遺跡出土鞴羽口・鉄滓・砥石 

 ｉ．個人 

   平尾山古墳群平野・大県支群 20支群３号墳出土須恵器・土師器 

 ｊ．大阪府立近つ飛鳥博物館学芸員 

   高井田山古墳出土資料 

 ｋ．奈良県立橿原考古学研究所附属博物館学芸員 

   茶臼塚古墳出土腕輪形石製品 

 ｌ．松原市教育委員会職員 

   青谷遺跡出土瓦 

 ｍ．大東市教育委員会職員ほか２名 



   中家文書 

 ｎ．葛城市歴史博物館学芸員 

   中家文書 

 ｏ．個人 

   安福寺横穴群・玉手山東横穴群出土陶棺 

   

（テ）【寄贈資料】                          計 16件 

 ａ．木製台、綿繰機、篩、釜の蓋、蚊帳                  計６点     

 ｂ．綿繰機、糸車、織機、ハンドカーダ―                 計４点 

 ｃ．写真・モノクロプリント                       計 47 点 

 ｄ．遺物模型、電動タイプライター、ラジオ、火おこし道具一式       計６点 
 ｅ．８ミリテープ９点、８ミリ音声テープ２点、８ミリ空リール１点、カセットテープ 
   ２点                                計 14点 
 ｆ．棹秤                                 １点 

 ｇ．文机                                 １点 
 ｈ．英文タイプライター                          １点 
 ｉ．置時計、マッチ、電気ソケット、綛車、アイロン台、ヘラ台、赤鉛筆、鉛筆、レコ 
   ード、自習用全科辞典                        計 16 点 
 ｊ．長持、麻雀牌、裁縫箱、熱燗器、煙草盆、擂鉢、棹秤、算盤、工具一式、掛時計、 
  火消壺、飯櫃、籠、篩、下駄、盃・盃台、古銭、長火鉢、五徳、煙草盆、櫛、キセル、 
  筒差し煙草入れ                            計 80点 
 ｋ．牛用頸木、鞍、尻枷２組、湯たんぽ                  計５点 
 ｌ．砲弾弾頭構造模型、用途不明木製品                  計２点 

 ｍ．電気炊飯ジャー                            １点 
 ｎ．「柏原村検地水帳（延宝７年）」「地租改正地引絵図（明治８年）」「柏原村地籍図（部 
   分）」                                計３点 
 ｏ．帆船版画                                １点 
 ｐ．鋸                                   １点 

 

（ト）【寄託資料】                          計５件 

ａ．国分・南西尾文書 （平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日）  8,000点 

ｂ．本郷・柏元家文書                         250点 

ｃ．亀の瀬地すべり絵はがき                      １組 

ｄ．国分村地番図                           １点 

ｅ．今町・三田家文書（平成 28年３月 12日～平成 29年３月 31日）   

                             箪笥引き出し２箱 



（ナ）【刊行物等】 

 ａ．『木簡紀行』夏季企画展に伴う展示図録 

   カラー30 ページ、平成 27 年７月発行、300円 

 ｂ．『柏原市立歴史資料館館報』第 27号・2014年度 

   64ページ、平成 27 年９月発行、300円 

 ｃ．柏原市古文書調査報告書第 11集『河内国安宿部郡国分村 南西尾家文書目録Ⅲ』 

   92ページ、平成 28 年２月発行、400円 

 ｄ．『江戸時代の国分村』 

   32ページ、平成 28 年３月発行、300円 

 ｅ．『ゴンドラ』第 12号 

   ４ページ、平成 27年９月発行、無料 

 ｆ．ひのしペーパークラフト 

   平成 28年３月発売、100円 

 

 （ニ）【市民歴史クラブ】 会員 14名 

  資料館を拠点にクラブとして自主的に活動。平成 27年度は、「大坂夏の陣 小松

山・道明寺の戦い」の地形模型と戦いの経過を示すスライドショーを製作し、当館の

特集展示「大坂夏の陣と柏原」で展示した。大阪府立中央図書館でも、歴史資料館・

府立中央図書館と共催で、模型を中心とした大坂夏の陣の展示を行った。また、大

阪府立近つ飛鳥博物館でも同様な展示を行った。 

  大阪歴史博物館における「東大寺とビルシャナ仏」講演に伴って、智識寺の模型

を展示し、「智識寺再現模型製作への思い」を報告。 

  平成 27 年度春季企画展「江戸時代の国分村」開催に伴い、国分村地形模型、田

輪樋模型、田輪樋構造模型、立教館模型、河内国分寺塔模型と田輪樋のスライドシ

ョーを作製して展示に参加。 

  これ以外にも、冬季企画展に伴うなわないの準備・体験の補助、横穴公開の解説、

堅下小学校でのしめなわ作り出前授業等にもボランティアとして協力。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 （ヌ）利用状況 

 

平成 27年度歴史資料館利用状況（入館者数） 

月 入館者数 開館日数 1日平均入館者数 土日祝日平均入館者数 

4 953 26 36.7 71.6 

5 976 28 34.9 42.2 

6 579 25 23.2 26.9 

7 690 28 24.6 41.6 

8 926 26 35.6 36.5 

9 2,210 27 81.9 46.3 

10 5,230 28 186.8 55.5 

11 3,893 26 149.7 54.3 

12 887 24 37 33.2 

1 754 25 30.2 26.6 

2 1,271 24 53 46.2 

3 872 28 31.2 44.1 

合 計 19,241 315 61.1 44.1 

 

 

平成 23～27年度・利用状況の変化 

年度 入館者数 開館日数 １日平均入館者数 土日祝日平均入館者数 

23 18,648 308 60.5 42.7 

24 16,897 306 55.2 38 

25 17,853 305 58.5 40 

26 18,135 315 57.6 35.4 

27 19,241 315 61.1 44.1 

 

企画展別入館者数 

「亀の瀬の歴史」  2,326 名（個人 1,686 名、11 団体 640名） 

「木簡紀行」 1,604名（個人 1,494名、５団体 110 名） 

「知恵と技術～大和川つけかえ工事～」11,501名（個人 1,848名、130団体 9,653 名） 

「ちょっと昔の道具たち～食のふうけい～」2,285 名（個人 1,159名、15団体 1,126 名） 

 



 （ネ）高井田文化教室「柏陽庵」利用状況 
  ５人以上の一般の貸室と定期的なクラブ等の団体への貸室とに区別して有料で開  
 放。茶道・華道・筝曲・俳句・川柳・短歌・詩吟・和裁・押し花・ビーズ工芸・将棋・ 
 学生のクラブなどの文化活動の場として利用を呼び掛け。 
   
 
柏陽庵利用状況 

       

        

                                  平成２７年４月～平成２８年３月 

月別 クラブ利用者 一般利用者 合計 月別 クラブ利用者 一般利用者 合計 

４月 73 150 223 10月 62 7 69 

５月 73 2 75 11月 73 200 273 

６月 78 0 78 12月 51 200 251 

７月 78 150 228 １月 74 150 224 

８月 54 8 62 ２月 82 0 82 

９月 63 150 213 ３月 78 15 93 

      

 

総計 839 1,032 1,871 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）横穴管理運営関係 
 平成２７年４月から平成２８年３月までの事業報告。 
（ア）【史跡高井田横穴特別公開】 

ａ 春季  ５月１６日（土）午前１０時～午後３時          ９２名 
ｂ 秋季 １０月１７日（土）午前１０時～午後３時         １０５名 
・市民歴史クラブの方々が参加・協力。 
・春季については関西福祉科学大学の「総合教養Ⅰ－河内学－」の学外体験講義と

して位置付けられ、学生５２人が歴史資料館で講義を受講後、横穴を見学した。 
（イ）【横穴公園等案内】 

史跡見学会等における高井田横穴の案内。 
（ウ）【維持管理】 

ａ 保存工事を実施した第３支群５号横穴の経過観察を定期的に実施（毎月）。 
温・湿度観測、目視、写真撮影、他 

ｂ 横穴公園内景観の維持管理。 
枯木等の伐採、他 

（エ）その他【柏原市文化財保護条例】 
ａ 柏原市文化財保護条例に基づく審議会の開催（８月５日、２８年３月２３日）。 
ｂ 柏原市文化財保護条例に基づく文化財の市指定（２８年５月５日付け）。 

有形文化財： 三田家所蔵水野家文書 １９点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 平成２８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。 
  近世・民具の展示コーナーは、季節感等も考慮して資料を入れ替えながら展示。 

 
 （イ）【企画展示】 
 ａ．「まじなう」 

  平成 28年７月２日（土）～８月 28日（日） 

 ｂ．「大和川つけかえ工事」 

  平成 28年９月 13日（火）～12月 11日（日） 

 ｃ．「ちょっと昔の道具たち」 

  平成 29年１月７日（土）～３月５日（日） 

 ｄ．「竹原井頓宮」 

  平成 29年３月 25日（土）～６月 11日（日） 

 

 （ウ）【特集展示】 

 ａ．「玉手山古墳群」      平成 28年４月～９月 

 ｂ．「大和川のおいたち」   平成 28年９月～12月 

 ｃ．「柏原船」          平成 29年１月～４月 

 

 （エ）【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か月ごとに展示替え。 

 

 （オ）【出張展示】 

 ａ．市民歴史クラブとの共催で、国分の問屋場亭にて「大坂夏の陣 小松山・道明寺 

   の戦い」の出張展示。 

   平成 28年５月 14・15日 

 ｂ．市民歴史クラブ・大阪府立中央図書館と共催で、府立中央図書館にて「謎の松岳 

   山古墳」の出張展示。墳丘復元模型を中心に、パネル等を展示。 

   平成 28年９月 13日～10 月 10日 

    

 



 （カ）【文化財講演会】 

  ａ．平成 28年７月 30日（土） 

  講師 大庭重信氏（大阪文化財研究所 ）「長原遺跡での祭祀について」  

  講師 長戸満男氏（京都市埋蔵文化財研究所）「讃良郡条里遺構と絵馬について」 

 ｂ．平成 28年８月 27日（土） 

  講師 森川 実氏（奈良文化財研究所）「都城での祭祀について」 

  講師 榎村寛之氏（斎宮歴史博物館）「奈良時代の祭祀について」 

  

 （キ）【市民歴史大学】 

  「古代人のこころ」をテーマに４回の講演会を開催（文化財講座例会を兼ねる）。 

a．平成 28年７月９日（土） 

   講師 辰巳和弘氏（元同志社大学教授） 

      「古代をみる眼－“かたち”の“こころ”－」 

ｂ．平成 28年８月 20日（土） 

  講師 山中 章氏（三重大学名誉教授）「都城のまつり」 

ｃ．平成 29年１月 14日（土） 

  講師 未定 

ｄ．平成 29年２月 11日（土）  

    講師 未定 

 

（ク）【体験教室】 

 ａ．「しめなわを作ろう」定員 20名 

  平成 28年 12月４日（日） 

 ｂ．「わらぞうりを作ろう」定員 15名 

  平成 29年２月５日（日） 

 

 （ケ）【文化財講座】 

  テーマ「古代人のこころ」 

 定員 60名  受講者数 55名 

  日 時  原則として毎月第２土曜日 年間 11回の予定 

    参加費  年間 2,000円 

  担 当  山根 

 平成 28年 

   5 月 14日 「古代人のこころ」（講義 山根） 

  ６月 11日  「柏原にみる古代人の思い」（講義 山根） 

  ７月 ９日   市民歴史大学ａ 



  ８月 20日  市民歴史大学ｂ 

  ９月 10日 「安堂遺跡・智識寺跡ほか 」（見学会） 

  10 月 ８日 「纏向遺跡・三輪山周辺ほか」（見学会） 

  11 月 12日 「平城京跡ほか」（見学会） 

  12 月 10日 「清明神社・住吉大社ほか」（見学会） 

 平成 29年 

  １月 14日  市民歴史大学ｃ 

  ２月 11日  市民歴史大学ｄ 

  ３月 11日  まとめ（山根） 

   

 （コ）【古文書入門講座】 

  テーマ「国分村堅山家文書を読む」 

  定 員  25 名  受講者数 31名  参加費 年間 1,000 円 

  日 時  原則として６月から３月までの毎月第３土曜日 10回の予定 

  担 当  川元 

 

（サ）【館長と学ぶ大和川講座】 

 大和川の歴史について、館長とともに学び、考える講座を新しく開催する。 

 定員 40名、申込不要、無料 

 日 時  原則として６月から３月までの毎月第４土曜日、９回の予定 

 担 当  安村 

 

 （シ）【博物館実習】 

  平成 28年８月 23日（火）～28日（日） 

  ６名程度の受け入れ予定（大阪教育大学、近畿大学、京都女子大学、和歌山大学ほ 

 か） 

 

 （ス）【調査・整理】 

 ａ．国分・堅山家文書の目録刊行 

 ｂ．今町・三田家文書の整理 

 ｃ．大県・山崎家文書の整理 

 ｄ．平野区・末吉康三郎氏所蔵文書の調査・整理 

 ｅ．マイクロフィルム撮影事業。調査報告５『柏元家文書Ⅲ』の撮影 

  ｆ．マイクロフィルムの整理 

 

 



 （セ）【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っている。 

 

 （ソ）【寄贈・寄託】 

  広報等での呼びかけとともに、資料集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。 

 

 （タ）【予定刊行物】 

 ａ．夏季企画展図録『まじなう』      平成 28年７月刊行予定 

 ｂ．『柏原市立歴史資料館館報』第 28号    平成 28年９月刊行予定 

 ｃ．『ゴンドラ』第 13号           平成 28年９月刊行予定 

 ｄ．『安宿部郡国分村堅山家文書目録』    平成 29年１月刊行予定 

 ｅ．春季企画展図録『竹原井頓宮』     平成 29年３月刊行予定 

 

（チ）【市民歴史クラブ】 

  ５月 14・15日に、国分問屋場亭で「大坂夏の陣と柏原」の展示。 

  秋に府立中央図書館にて当館と共催で、「謎の松岳山古墳」の展示を計画。 

  春季企画展「竹原井頓宮」開催に伴い、青谷遺跡の平面模型などの製作を予定。 

 

 （ツ）【高井田文化教室（柏陽庵）】 

  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 

 平成２８年４月から平成２９年３月までの事業予定。 
（ア）【史跡高井田横穴特別公開】 

ａ 春季  ５月２１日（土）午前１０時～午後３時 
・市民歴史クラブの方々が参加・協力。 
・関西福祉科学大学「総合教養Ⅰ－河内学－」の学外体験講義。 
ｂ 秋季 １０月１５日（土）午前１０時～午後３時 
・市民歴史クラブの方々が参加・協力予定。 

（イ）【横穴公園等案内】 
資料館と調整を図り、地域の歴史と自然に親しめる公園として、多くの方々に見

学していただけるよう努める。 
（ウ）【維持管理】 

ａ 保存工事を実施した第３支群５号横穴の経過観察を定期的に実施（毎月）。今年

度も線刻壁画に対する日照や照明の影響について調べる予定。そのため、照明

については人感センサーを切っており、特別公開日を除き、玄室内部を覗くた

めに人が近づいても照明は点灯しない。 
ｂ 第３支群５号横穴については、特別公開においても、平常と同様に入口扉のガ

ラス越しに見学してもらう予定。 
ｃ 第３支群５号横穴以外の横穴の現況確認（年２回）。 
ｄ 横穴公園内景観の維持管理。 

（エ）その他【柏原市文化財保護条例】 
ａ 柏原市文化財保護条例に基づく審議会の開催（２回）。 
ｂ 柏原市文化財保護条例に基づく文化財の市指定。 

青谷石仏群（柏原市青谷地区、石棺仏・磨崖仏など、鎌倉・室町・江戸時

代）を検討中。 
 

 

 

 

 

 



       柏原市立歴史資料館等運営協議会委員名簿  

   
号   氏    名       備   考 

1 

１ 

 塚 口 義 信   

 木 下 百合子 

堺女子短期大学名誉学長・名誉教授 【会長】 

大阪教育大学名誉教授 

1  綿 貫 友 子 大阪教育大学教授 

2  荻 田 耕 司 柏原市校園長会・柏原市立堅下小学校校長 

2  水 元 誠 致 大阪府立柏原東高等学校校長 

4  岡 野 有 幸 市民代表 

4  中 野   武 市民代表 

   平成 30 年３月 31 日まで 
 

＊数字は設置規則第３条第２項各号の委員を指す。 

＊名簿掲載順は、各号委員別にアイウエオ順とした。 

 


