
平成22年度事業計画

１　企画展　 
　
（１）幕末の志士　遠藤七郎と曽我簡堂展
 4/10～ 5/16
　新しい時代を求めて幕末に活躍した北区出身の

遠藤七郎、曽我簡堂の書画作品を展示

　講演会：５/１、５/９

（２）こども博物館 ’09－’10展 5/22～ 30
　平成21年度こども博物館事業成果報告展示

（３）郷土作家シリーズ　指頭画家　味方海山展
 6/5～ 27
　晩年を北区で過ごした、北区ゆかりの放浪の指

頭画家　味方海山の作品を展示

　講演会：６/１２、６/１３

（４）第27回 菱湖会書展 7/14～ 19
（５）第13回 松蔭賞書道展 7/24～ 8/29
　対象：新潟市内小学３年～中学生

　入賞作品238点を展示 募集〆切：７/２

（６）第4回 新潟市北区こども科学展 9/11～ 23
　対象：北区小中学生

　出品部門：模型､発明工夫､標本､自然科学写真

（７）新春企画　小黒五稜展 Ｈ23.１/4～ 30
　北区出身で県書道協会顧問の氏の書作品を展示

（８）第4回　新潟市北区ジュニア絵画展
 2/5～ 20
　対象：北区小中学生 募集〆切：12月中旬

（９）こども博物館 ’10－’11展 3月下旬
　平成22年度こども博物館事業成果報告展示

２　講座・教室ほか 
　
（１）こども博物館（年10回活動） 通年
　対象：市内小学４年～中学生

　完全学校週５日制に伴い、体験学習の場を提供

（２）松蔭賞書道展　課題練習会 6/5
　対象：市内小学３年～中学生

（３）こども写生会 10月
　対象：中学生以下

（４）第20回 博物館まつり 11/3
　見る・聞く・触れるなどの体験・実演コーナー

を設置し、北区の伝統・文化を学ぶ

（５）ハンコで遊ぼう！ 12月上旬
　対象：小学４年生以上

　石印材に干支などを彫りオリジナル作品を作る

（６）常設展示解説会 2月中旬
　展示品入れ替えにともなう解説会
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（６）常設展示解説会 2月中旬
　展示品入れ替えにともなう解説会

（７）横井の丘ふるさと資料館管理運営事業 通年
　学校教育のふるさと学習や地域づくりなどでの

利用を図る

　開　館　日：月曜日～土曜日

　開館時間：午前９時～午後４時30分

（８）博物館実習生受け入れ 8/24～ 31
　博物館課程履修の大学生受け入れ

（９）内島見倉庫整理事業 通年
　民俗資料を分類整理し、学校教育への貸出や将

来の公開に備える

（10）学校・研究者等情報提供 通年
（11）豊栄市史等刊行物販売 通年

３　新潟市北区文化財保護事業
　
　◎調査

　・歴史資料等整理事業（委託）

　◎公開・活用

　・文化財説明板修理

　・郷土芸能発表会（博物館まつり　11/３）

　◎保護・育成

４　美術品購入事業
　
　新潟市北区にゆかりの深い美術品の購入・公開

をとおして、市民の芸術文化活動の振興を図る。

　購入にあたっては、博物館協議会と協議しなが

ら計画的に実施する。

５　自然･歴史･文化資料収蔵施設建設事業
　
　平成21年度に行なった実施設計をもとに、建設

工事を行う（平成23年度開館予定）。

６　豊栄博物館改修事業
　
　昭和55年に建設され、30年が経過した現在の

建物の設備等が老朽化したため、建設当初に設置

した設備を中心に改修を行う（10月）。

　・特殊ガス消火設備工事

　・受変電設備工事（キュービクル更新）

　・弱電設備工事（非常放送設備､自火報等更新）

　・照明設備工事（館内照明取替）

　・地形模型改修

　　（開館当時の地形模型を現況に合わせて修正）

－ 10 － － 11 －

平成21年度入館状況

寄贈資料紹介
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12/28～1/4まで年末年始のため休館

寄贈のお願い 博物館では、資料の充実を図るため収集活動を行っています。
ご寄贈いただける資料がありましたらお知らせください。

こども博物館’08－’09展（4/1～4/18）、新収蔵品展 北区ゆかりの美術展 (4/25～5/31)

新収蔵品展 北区ゆかりの美術展 (4/25～5/31)　

第26回菱湖会書展（7/15～20）

第３回新潟市北区こども科学展（9/12～23）、こども写生会（9/19）

第12回松蔭賞書道展（7/25～8/23）

写真で見る  水と土と人々展（10/3～25）、ミュージアムトーク（10/11）

ハンコで遊ぼう！（12/6）

新春企画 光と影のふるさと賛歌 月岡徳恵水彩画展（1/5～31）

見て！聞いて！北区のお宝発表会（3/7)

博物館まつり・チャリティー骨董市（11/3)

松蔭賞書道展課題練習会（6/6）

第３回新潟市北区ジュニア絵画展（2/6～21）

平成20・21年度、次の方々より貴重な資料の寄贈を受けました。厚くお礼申し上げます。
（20年度は『40周年記念誌』を刊行し、博物館だよりは休刊したため、20年度分もあわせて紹介いたします。）

【弦巻松蔭関係資料】

森田　孝　様（西区）…松蔭よりの葉書３点

小池　一司様（北区）…松蔭揮毫　手本１点

斉藤　孝　様（聖籠町）…松蔭揮毫　幟１向

弦巻　昭次様（北区）…松蔭揮毫「間居幽事多」（軸装・本紙91×14.5㎝）

真田　亨　様（北区）…松蔭揮毫　のし袋29点　

【山口賢俊関係資料】

中野紀久代様（新発田市）…賢俊揮毫 書画作品18点（マクリ6・色紙7・短冊5）

富所　侃　様（北区）…賢俊揮毫「水五則」（額装・本紙34×63.6㎝）

【美術資料】

青木　亮介様（北区）…川瀬友治作「浜辺の風物詩」（額装・本紙90×116㎝）

柬理總一郎様（中央区）…味方海山作「富士図」（軸装・本紙42×55㎝）、

　　　　　　　　　　　「達磨大師画賛」（軸装・本紙115×41㎝）

齋藤　満栄様（川崎市）…「ドーム」（額装・150号）

月岡　徳恵様（北区）…明日は晴れるか（額装・全紙）など５点

【歴史資料】

曽我　桂介様（中央区）…曽我簡堂所蔵　螺鈿机（藩主より拝領）、簡堂

愛用の見台、大橋訥庵書「光霽楼」（額装・本紙

29.2×73.5㎝）、簡堂書「初到建寧賦詩」（軸装・

本紙134×64㎝）、高札（キリシタン訴人の制札）

【民俗資料】

横山　譲　様（北区）…トアミ

小林　尚　様（北区）…水道メーター（ASHIDA　OSAKA）一式、

　　　　　　　　　  「新潟市水道給水規則」書類一式

佐藤　正興様（北区）…ネンネコ３点

小林　義司様（北区）…軍服上下１組（「兵隊さんへ」の手紙付き）

中川　好　様（北区）…飯びつチグラ

楠　　幸作様（北区）…ワタイレ（男性用）１点

高野　広次様（北区）…指物職人の道具25点（道具箱入り）

帆苅　忠次様（北区）…桶屋道具（セン）５点

【写真・映像資料】

橋本　建男様（北区）…昭和63年木崎中学校火災関係ネガ28コマ、Ｌ判プリント５枚

落合　清司様（北区）…「太平洋戦争全史」ビデオテープ全８巻

菊地　宏行様（三条市）…内沼潟を撮影したビデオテープ及び写真（平成9年撮影）

【図書】

小池　一司様（北区）…上田桑鳩著「書の話」１～３巻など55点

小黒　忠　様（北区）…菱湖会編「第25回　菱湖会書展」など８冊

小柳　恵子様（北区）…小柳恵子著「凛として２　新発田藩主を支えた女性達」

猪木　武徳様（京都市）…猪木武徳編著「戦間期日本の社会集団とネット

　　　　　　　　　　　ワーク　デモクラシーと中間団体」

加藤　僖一様（中央区）…加藤僖一著「湛江詩情－中国湛江師範大学外国

　　　　　　　　　　　語学部日本語学科第一期の学生たち－」

関　　雅之様（新発田市）…｢頸城文化｣54号・55号

関口　忠邦様（北区）…関口忠邦著「新潟県の方言名」など６冊

桑原　孝　様（湯沢町）…桑原孝著「近世・越後の鳥猟と鳥の流通」

　　　　　　　　　　　（｢越佐研究66｣抜刷）など２冊

野口　幸雄様（北区）…野口幸雄著「新潟方言誌　蒲原の暮らしことば」

能城　秀喜様（君津市）…能城秀喜著「ジェームス・ノーマン著『Notes and a Report  

 on the Kazusa System of Deep Boring for Water』

 補注・解説」（「帝京平成大学紀要20(２)」抜刷）

上総掘りを記録する会様（君津市）…上総掘りを記録する会編「地下のめぐ

みと上総掘り１　上総掘りの過去・

現在・未来」など２冊

杉本　耕一様（北区）…十日町情報館編「十日町市郷土資料双書15　縮問屋  

　　　　　　　　　　  加賀屋の世界－古文書から読み解くふるさとの歴史－」

弦巻　光子様（新発田市）…上田桑鳩著「書道入門　創作編」など３冊

上松　鉄雄様（北区）…斉藤喜三著「挿絵が語る松浜のくらし」

岡村　浩　様（西蒲区）…越佐文人研究会編「新潟県文人研究　12号」など２冊

伊藤　昇　様（北区）…濁川中学校創立五十周年記念事業実行委員会編

　　　　　　　　　　「濁川中学校五十周年記念誌」

斉藤　均　様（胎内市）…斉藤均著「戊辰の役当時における岡方組正気隊

　　　　　　　　　　　 と郷土の先覚者達」

小柳　啓作様（北区）…加藤僖一著「新潟大学退官記念 加藤僖一論文集  

　　　　　　　　　   －良寛研究第15集－」

富所　侃　様（北区）…富所侃著「木場の四季～昭和二十年代」

天野　忠雄様（北区）…天野忠雄著「猫もつらいよ、フーテンのドラ」

原　千賀子様（新発田市）…近藤亨著「秘境に虹をかけた男　ネパールム

　　　　　　　　　　　　スタン物語」

宮﨑　芳春様（新発田市）…からむし工芸博物館編「運ばれゆくからむし展

　　　　　　　　　　　　流通①荷造り・本荷」など２冊

有田正四郎様（北区）…吉岡恂著「アーらったれネ　島見町の昔」

石川日出志様（東京都板橋区）…石川日出志著「「弥生時代」の発見－弥生

　　　　　　　　　　　　　　町遺跡」


