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令和３年度第２回 いいづな歴史ふれあい館協議会 

会議録要旨 

 

日時 ： 令和 3年（2021） ６月３０日（水） 

10：00～12：10 

場所 ： いいづな歴史ふれあい館 小ホール 

１ 開  会 

和田係長 これより第 2回いいづな歴史ふれあい館協議会を開催します。馬島教育長が所用 

により少し遅れ、小林雅彦委員はご欠席となっております。 

 

２ 開会のあいさつ 

高橋教育次長 前回欠席で、今回初めての出席となりました。教育長が遅れるとのことで、代わっ 

てご挨拶を申し上げます。梅雨に入り毎日のように雨があり災害等も心配されますが、

令和 3年度第 2回目となる協議会です。後ほどご紹介しますように新たに山下委員さん

に加わっていただきます。本日も、歴史ふれあい館の運営に関し、皆さんの忌憚のない

ご意見等をいただきますようお願いします。 

中村会長 窓を開けるといい風が入ってきて、さきほどまでウグイスがさえずっておりました。第 1回 

会議では、今年度事業計画と、合併 20年を記念した館のリニューアルや特別展開催計

画等について方針が協議され、今日もその具体的な中身や体制について話ができると

思います。これまで、二村合併後に、館の常設展示に三水地区のことを入れていく中で、

用水に関わりの深い方にも委員に加わってほしいという意見がありました。そうして今日、

山下さんに来ていただくことができました。ぜひ一緒にお力をいただきたいと思います。 

 

３ 協議会委員の委嘱について（教育委員会） 

    ・山下勲夫委員からの自己紹介 

山下委員 初めまして、倉井の山下勲夫といいます。これまで 50年も農業をやってきました。仕事 

を息子たちに引き継ぐ中で、これまで町にあまり貢献もしてこなかったので、今回協議会

の委員をお引き受けした次第です。今年 73 歳になりました。りんごを中心に、農薬をな

るべく使わず、環境に負荷をかけない農業をやったり、地域の人たちと法人を立て、研

修生を受け入れたりしてきました。農家の後継者が減ってきて農地の維持ができなくな

ったところを、一生懸命やってくれる人に提供したりしていますが、それでも手一杯にな

ってきています。家の経営を息子たちに引き継いで 7～8 年になりますが、その間にも 3

倍近い面積を手がけるようになった状況です。三水地区の場合、用水を中心に農業を

やってきていますが、農業者が減ってくる中では用水の活用についても苦労をしている

のが現状です。この館がリニューアルする中で、用水のことをぜひ取り上げてもらいたい

し、次世代にちゃんとつないでいくためにも展示の大事な要素になると思います。一緒

にやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

事務局のメンバーの紹介 
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福井主任 前回欠席しましたが、皆さんのご意見をいただきながら一緒にやっていきたいと思いま 

すので、どうぞよろしくお願いします。 

 

４ 議  事 

（１）令和 3年度以降の事業予定、特別展等について・・・・・・ 資料 2 

中村会長 では事務局から説明をお願いします。 

   富樫館長 （以下資料 2に沿って説明） 

年度当初に考えていた「子ども向けの夏休み企画」は、学校でもまだ新型コロナ感染症

対策のために学習活動を制限している状況にありますので、今年度は中止にしたいと

考えています。連続文化財講座では現地見学会も予定していましたが、マイクロバスを

使った移動はリスクが高いため、現地見学は無しとし、町民限定、事前予約、定員 15名

という形で、すでに 4回を実施しています。全15回の講座は、基本的に私と小山で進行

と話題提供をしますが、対象の文化財に詳しい方や指定当時のことを知っている方など

にも話題提供をしていただくよう個々にお願いをしていく予定です。12 回目の「縄文土

器」の回は、縄文時代に詳しい北部高校の黒岩先生にギャラリートークの形での協力を

打診中です。星空観望会については、黒栁委員をはじめとした運営協力員会議を 6/18

に開催し、今後の方針を検討しました。その結果、「定例観望会」については当面は町

民限定、時間予約制、1 回につき 3名ずつ 5組までという制限を設けてやることとしまし

た。試行的に 6/12 に実施をしてみましたが、参加が限定されて観察対応も忙しいです

が、なんとか実施できる感触を得ています。観望会は昨年度からずっと中止が続いてき

たので、制約があってもできるだけ再開をしていきたい。一方特別観望会の 8 月の「ペ

ルセウス流星群」と9月の「中秋の名月」については、参加者全体の行動をこちらで把握

しきれないため、今年度は中止とします。  

（秋の特別展内容について、参考資料の企画書をもとに説明） 

企画書にはボランティアの項目がありますが、先日松木委員の仲介で社会福祉協議会
のボランティア窓口担当と今後の連携について相談しました。一つは北部高校の生徒
さんのボランティア体験活動との連携についてですが、授業として年間予定を立てて実
施している中に途中から割り込む形で協力をお願いするのは無理があり、できれば来
年度の計画を立てるときに、先生とも相談しながら連携を考えようということになりました。
なお、個々にボランティアをお願いするやり方もありますが、今後たとえば社共さんの窓

口を通してボランティア登録や保険手続きをしていただいたうえで、ふれあい館に興味
ある方に協力をしてもらうという方法がとれないかも相談しています。8～9ページには 33
の文化財をどのように展示するか、展示イメージ素案を展示会会場の平面見取り図に
示しました。実際には、使えるスペースと展示ケースや間取りに制約されているところが
あります。入り口に仁王像のパネルを置き、まず 33 の紹介パネルで町の文化財全体を
感じていただく。天然記念物の実物をもって来られないので、映像か写真、高坂りんご
についてはレプリカ模型を見ていただく。既存の展示ケースに収めた文書類、発掘出
土品等の展示があり、奥中央には専用のレンタル展示ケースを置き、今回の展示会の
ハイライトの品ともいえる願法寺さんの親鸞御像を展示させていただく。願法寺さんには
すでに内諾済です。その奥に掛軸等の有形文化財の展示があります。また、常設展示
室に縄文土器の展示がありますので、有形文化財の縄文土器と赤塩焼については、常

設展示スペースの一部を模様替えし、既存の展示と併せて見ていただけるようにイメー
ジしています。基本は 33 の文化財をとおして「ひとつの飯綱町」を感じてもらうことが狙



3 

 

いです。個々の文化財の細かな説明については図録をご覧いただき、展示会ではなる

べくこの機会だから見ることができる実物に接していただきたいと思います。 

中村   今年度の特別展と関連講座等について、アウトラインを紹介していただきました。 

9月 26日から開催なので、あと 2ヵ月弱です。文化財調査委員会でも、図録と併せて展

示づくりに協力していきたいと思います。創起庵を会場に特別展をやるので、図で示し

た提案となっていますが、ご意見をいただければ。来年度以降の展示会や、常設展リニ

ューアルにも、今年度のコンセプトや展示が生かされることと思います。 

委員   動線の矢印が描いてありますが、展示の順番に意味があればそれもいいですが、自分の 

興味あるところに行ってみるとすれば、順路は決めないほうがいいのでは。ただ、この時

期なのでソーシャルディスタンスは考えたほうがよい。それから 33 の文化財をみて町を

感じてもらえばということでしたが、人それぞれ興味は異なっている。今回特別に見られ

るものを目玉に置いて、町の内外の人にアピールしていけばと思う。総花的な展示では、

何がどうなの？ということにもなりかねない。展示会は学芸員さんの色合いを出したほう

がいいものができると思うので、そのへんは学芸員さんにお任せします。 

富樫   実物で実際に見てもらえるのは半分あるかどうかで限られます。あとはこういうものも文化 
財の仲間として指定されているという紹介になります。 

委員   町おこしや地域のつながりにつながる機会になるととらえて、展示を盛り上げてほしい。 
中村   文化財 33点を時代ごとに配列できるわけでもありませんので、興味あるところに行けばい 

いですが、入り口と出口くらいははっきりさせたほうがいい。もう一つは 2 階に上がってく
ると真正面は常設展の入り口になるので、企画展の入り口ははっきりさせて、ここから始
まるという思いで見てもらうといい。事務局でもそういう思いで、インパクトのある仁王像の
写真を考えられたと思います。親鸞像展示はやはりインパクトがあると思います。33点の

ここを強調したらとか、そういうご意見があれば。 

委員   専門家の説明は堅苦しくなるので、キャプションやキャッチコピーに新しい視点を入れる 

というのもいい。子ども向けの資料をつくるとか。 

中村   一般公開として今回初めてだとか、秘仏というものもないので、キャプションでも興味をそ 

そられるようなものがあるといい。 

委員   先日、連続講座に参加しました。それぞれの文化財を取り上げて説明してもらえると、そ 

れを通じて企画展に期待してくれる人もいると思う。講座はすでに4回やっておられます
が、参加者は同じ人でしょうか、毎回違うのでしょうか？ 

富樫   リピーターの人が全体の 6～7割くらいでしょうか。 
委員   参加してみて、とてもいい会（講座）だなと思いました。続けていくのは大変だとも思いまし 

たが、ぜひまた来たいと思える仕掛けをつくってもらえれば。また、子どもが見たときにも
わかるような説明があるとよい。 

委員   特別展や企画展は館の担当者の思いが出てくるものだと思いますが、長期的なリニュー 
アルに向けて活用するということになると、キーワードとして住民参加型がある。文化財
を住民の人がどう感じ、どう受け止めたかをデータにとり、活用につなげていくことがひと
つの方向になる。また、親しみやふれあいには、「でかい」、「古い」とか、「日本一」とか、
面白さや遊びの要素が必要。お金があれば、プロジェクターなどを使うとか、SNS で発
信できることを入れるとか、若い人たちに受けるやり方もできる。今年はできないかもしれ
ないが、33の地域の宝について、高校生に「どんな風に感じたか」、「これからどうしてい
きたいか」という働きかけを考えるとよい。文化財に優劣をつけるわけではないですが、
クイズをやって、33 のうち一番いいのはどれか？好きなのはどれか？とか、それをどうし

たいか、小学生や高校生たちの意見を取り入れる仕掛けをちりばめてほしい。それと、
回想法というのがあって、かつての体験や、たとえばりんごの作り方など、直接話をして
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もらい、思い出を伝えていく取り組みもあります。今回だけの話でなく、来年、再来年の

ときにも使えると思います。 
中村   今回だけでなく、これからの館のあり方の大事なところをお話いただいた。参加型とか回 

想法とか、親子参加とか、見るだけでなく体験をという提案もありました。高校生を中心
に学習会を開くとか、アイデアをもらうとかも今後できるかもしれません。 

委員   ボランティアにはどのような役割をもってもらうのか。 
富樫   展示のキャプションや解説パネルを作るとか、物を運ぶとかから、展示のアイデア探しも 

あります。ただ、今日のような素案が早い時期に出来ていれば問いかけもできますが、
時間的に余裕がなければ、ある程度こちらで考えた計画に沿って、展示作業を手伝っ
ていただくことになる。また、解説の部分で協力していただくということもあります。 

小山   委員さんの中では、過去の企画展でボランティア経験があるのは、たぶん宮本さんと松 
木さんのお二人かと思います。 

委員   「道具展」では大量の物の運搬と、展示品を洗うところからの作業がありました。今回はそ 
ういうものはないですよね。展示を解説する人は必要でしょうか。連続文化財講座に仲
間と参加させてもらっていますが、資料を読むのと、実際に話に聞くのとでは違いがあっ
て毎回来たいと言っています。ただ定員 15 人の枠があると心苦しくて、少しは遠慮しな
いといけないかとも思います。展示会では、苦労話などもぜひ聞きたい。 

委員   今までは、準備が大変だから運営スタッフとして来てくれということがあった。企画段階か 
ら学生なんかを入れていくと、新しい視点などが出てくると思う。話がそれますが、東北
の被災地の人の話に、子どもの教育にはスイッチが入るときというのがあって、スイッチ
になるのは学校のお勉強や施設や環境ではなく、体験だという話がありました。そういう
意味でも、展示の中にぜひ体験を入れてほしい。SNS と簡単に言っても、実際にはいろ
んなのがあって難しい。 

事務局  今の若い人はフェイスブックはあまり見なくて、ツイッターか、インスタグラムか・・・ 
中村   解説でも、ただの写真パネルでなく他の手法があればとか、「一番興味を持ったものは何 

か」などクイズ形式にということもありました。あるコーナーに行くと、音や言葉が出たりと
か、そういう効果も使えます。費用の問題もありますが、アイデアを。また、そういう仕掛
けを、キャッチコピーに生かすとか、そういうことも話に出ました。他にいかがでしょうか。 

富樫   尋ねてみたいことがあります。33の文化財には入っていないが、自分が知っているもので 
これは大事そうだとか、あるいは家にこんな宝物があるとか、この機会にそういうことを教
えてもらえる工夫をしてみたいと思います。 

中村   特別展で、「文化財に追加したい一品を教えてください」というコーナーを作ってもいい。 
地域で何かボランティアをお願いするにしても、なかなか集まらないということがある。個
別にあたっていかないと難しいと感じます。松木さんや宮本さんの仲間内で紹介してい

ただくこともお願いしたい。今年度の特別展について、他にどうですか。 
委員   図録にもありますが、天然記念物のトウギョについて、今町のどこに、どのくらいいるのか 

わかりませんが、それを展示できないか。 
委員   旧西小の池が埋められて、そこにいたトウギョが牟礼小に移されています。旧東小の池は 

以前はどぶのようでしたが、泥を出してからイグサを植えて、ビオトープにしている。2 年
目になって増えている感じで、およそ 100匹はいる。一部は三水小の理科室にも分けて
います。年に 1 回イグサを刈りにも行っています。かつて朝鮮半島から日本に持ち込ま
れて、一時期全国で増えましたが、その後いなくなり、西小の池やため池で生き残って
いた。そんな状況です。 

委員   飯綱町にはまだけっこういるということですね。役場に水槽があって見に行ったことがあり 
りますが、町民の方でも知らない人はけっこういる。水槽などで見てもらえれば。 

委員   大きくなってもメダカより少し大きいくらいのものなので、メダカなのかトウギョなのかわから 
ない人も多いと思う。飼育するのはけっこうむずかしい。 
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中村   図録にも書いてありますが、「トウギョおよびその生息地」が天然記念物になっています。 

当初は平出や袖之山を中心にした 5 か所のため池で、その後 3 か所になっています。
保護上の問題から場所を特定できるようにはしていません。図録作成にあたり、調査委
員会の中で現況の生息調査が必要だという話も出ましたが、課題になっています。 

委員   西小にいたときは、関西の研究者が見に来たことがありました。それ以外の人はあまり関 
心はなかった。今、赤や青の観賞用のトウギョが売り買いされていますが、ここにいるの
は見た目が黒っぽい、チョウセンブナというものです。 

中村   繁殖期になるとオスに色が出てくるようですね。図録にあるような写真を撮ろうとしてもな 
かなか撮れないので、図録の写真はかなり以前のものです。 

委員   5年生理科でメダカの観察をしますが、メダカの卵は透明で顕微鏡観察に都合がいい。 
しかし、トウギョの卵は白っぽくて卵の中の観察ができず教材とすればあまりよくない。 

中村   特別展はこれから準備がすすんでいくので、さらにアイデアがあったら事務局に伝えてい 

ただければ。では教育長さんがお見えになったので、改めてあいさつを。 
馬島教育長 皆さんお忙しい中、ありがとうございます。また、山下様にはこれから委員としてぜひ 

よろしくお願いします。会議に遅れてすみませんでした。特別展にいろんなアイデアを
出していただきありがとうございます。ぜひいただいたご意見を生かしながらすすめてい
きたいと思います。 

中村   他には特別展についてはよろしいですか 
富樫   私からですが、今年度特別展の準備とは別に、実は来年度の特別展についても今年度 

から準備をしていきたいということがあります。これまでもお話していますが、「水の恵み
と飯綱町」という切り口で、素材集めから始めていきます。現段階で自由に、こういう話題
があるといいのではないかとか、もしご意見をいただければ。 

中村   テーマは決まっていますが、内容はフリーの段階ですので、歴史的なこと、地理とか地 

勢、自然の状況とか、三水地区の用水と人の生活とか、展示手法も含めて、いろんなこ
とが考えられます。予算の問題もありますが、多少のことなら教育長さんもお見えですの
で、このくらい確保したらどうかとか具体的な案をお願いします。 

委員   大変期待しています。ぜひ参加型の展示を。飯綱町の全体の地形模型を段ボールで作 
ってみては。うちの博物館では発泡スチロールで作りました。小学生から中学、高校生
まで皆が参加できる。専門業者もいますが、自分たちで切り抜いて貼っていけばいい。
ただし、一緒にやっていくのには時間も人も必要で、すごい労力がいるので、これこそボ
ランティアが必要。自分たちの住むところがこういうところで、用水がこのようにつくられて
いるというのを自分たちの手でつくってもらえれば。地形模型さえあれば、それをきれい
に仕上げるのは業者にお願いしてもそんなにお金はかからない。リニューアルしたとき
には 3 階に展示してもらい、そこで町の良さ、景観としてのすばらしさを紹介し、町に来

た人がそこに行けばこういう景色が見られるという情報にしてほしい。将来的にはハザー
ドマップを入れたり、リンゴがどこでつくられ、なぜおいしいのかとか、子どもたちが将来
飯綱町で生活をしてゆく上でヒントになるような展示にできたらよい。そのための基礎を、
来年度の企画展でつくっていければ。 

委員   今言われたように、牟礼地籍と三水地籍の違いはまさに地形にあります。牟礼は縦堰と 
いって、流れてきた水が直接それぞれのところを潤す形ですが、三水はほぼ台地のよう
な地形で、縦堰もないわけではないが、横堰を自分たちでつくらないといけない土地。
昔は、牟礼は米がとれるけれども三水はとれないといって、その中で先祖が苦労して用
水を引いて来た。かつては縦堰との間でいざこざもあったようだが、それが横堰で統合
されてきた。用水のことを追っていくと地域がよく見えてくる。縦堰はあまり管理しなくても
水は自然に流れてくるが、横堰は皆で管理し守っていかないと水はこない。皆が水をほ

しいときには水喧嘩になったこともあった。以前は倉井堰とか、芋川堰とか、普光寺堰と
か、用水のことを「堰」と呼んだ。30～40 年前に 3 面張り舗装になって管理しやすくなっ



6 

 

てからは「用水」になった。自分が小さい頃の堰であった時代は、カラス貝がいたり、フ

ナやタナゴやメダカがいたり、すごく自然豊かだったが、管理のために用水になったらそ
ういうものがどこかにいっちゃった。歴史の中で、用水にも良いところと悪いところがある
けれども、用水になって水の流れはとてもよくなって、地域の人が楽になったということは
ある。用水というのは、皆で管理をしないと水が最後までいかないので、そこに住む人た
ちのまとまりは用水を通してある。赤塩にいくと芋川用水と倉井用水があって用水による
つながりは薄くなってくるが、第二（小）学校があり、学校があることによって地区がまとま
っている。今も地区の中に用水係がおり、これからも守っていってほしいということが展
示で皆にわかってもらえるようにしてほしい。 

馬島   小林先生たちが整理してくださったコネクトイーストの中に、三水第 1第 2小のメモリアル 
ルームがあり、そこに赤東区の地形模型がありますので、それも見ていただきたい。参
加型を大事にして、小学生が用水の学習、稲づくりの学習をしていますが、その学習成

果を展示するコーナーがあるといい。委員が言われたように、旧三水と牟礼の地形や地
質の違いがあり、それぞれの産業や暮らしにも特徴があるということが大事だと思います。
良いご意見をいただき、ありがとうございます。 

委員   5年生の米づくりに関わっていますが、去年昔の人がどのように用水を引いたのかという 
話がありました。地形の等高線が関わっていて、鳥の目でみたような感じになると前々か

ら思っていました。町全体の地形模型づくりの中でぜひそういうことも示してもらえれば。
私らではそれを説明するのが難しいと実感しています。 

委員   小学校 4年生、5年生の地域学習で、三水では必ず芋川用水の取り入れ口から最後の 
ほうまでの見学を続けている。歴史ふれあい館とうまく連動すれば学校にとっても良い。
牟礼では小玉用水、舟石、牟礼宿と、2 年、3 年、4 年生が学習しています。「飯綱町の
文化財」に書かれてあるレベルになれば、飯綱中学の生徒が史跡をもとに城跡などの

学習をすることもできる。地域学習なので、導入部で小学生は自分の一番近いところに
あるものを学び、中学で一緒になって広がりをもつようにできればよい。中学は受験とか
も近くなるので町のことだけにポイントを寄せた学習は少なくなるが、そういう点で学校と
連携ができれば。最終的には一緒になって町を知り、町の将来を盛り立てていくことに
つながってほしい。  

中村   令和 4年度の企画展のテーマは「（仮）水の恵みと飯綱町」となっていますが、まさに歴史 
だけでなく、自然条件としての豊かさも併せて展示できれば。3階にあるのは、旧牟礼村
の立体模型ですので、三水も含めた立体模型づくりを通して地域の豊かさについて子
どもたちを誘うことができればと思います。ここまでよろしいでしょうか。 

委員   企画展の話が出ましたが、前回までのリニューアルの話について、実務的にどういう風に 
進んでいくのかがわかりません。毎年の企画展を重ねていき、年度ごとにステップアップ

して、最後に記念展示をやって終わるのか。リニューアルは、建物や展示のこともありま
すが、「館がこういう拠点になった」ということを広報しないといけない。これまでの会議で
はたくさんの意見が出ているが、出来そうなことと、出来ないことを取捨選択して実務的
な話にしないといけないと思う。リニューアルのためにはもっとしっかりと計画を立ててほ
しい。住民参加とかは、ここだけの話でなく、ワークショップなどをやって、子育て中の人
や、障がい者、様々な人の意見を聞いたほうがよいが、時間もかかる。展示や建物を変
えようとすれば、人も財源も必要で、館だけでなく、教育委員会としてどうしていくか、財
源も補助金や助成金をどう使うとか、そういった検討を今から町としてやってもらわないと。
ボランティア等の充実によるサポート体制のこともある。それにつけても、これだけの企
画展をやっていくのには館のスタッフが足りない。人の体制についても、本庁も含めた
検討をしてほしい。そうしないと 20周年といっても、アピール性のないものになってしまう

のではと心配です。 
中村   今のご意見はこれまでも課題とされてきています。20周年記念の計画段階から、それら 
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の課題も併せて解決していければ。お互いに心に留めていただき、実現をはかってい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。では、次の議題をお願いします。 
 

（２）視察の予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料 3 
 

富樫   資料 3をもとに説明。近隣博物館等の中で、最近改修をしたところや、地域でがんばって 
いる博物館をぜひこの館のリニューアルの参考にさせていただきたいと思います。予定
では、次回の協議会を日帰りの視察にあてたいと思います。資料には思いつく施設を
一覧にしていますが、すごく大きな博物館からこじんまりしたところまでが含まれていて、
各施設の展示や、学芸員数、館の歴史、改修の状況も様々です。まずは、どこに行って
みたいかからでも、ご意見をいただければと思います。 

中村   まだ日程も決まっていないですが、日帰りで 2～3か所、ご希望やご意見があれば。 

馬島   たとえば上越から信濃町とか、十日町から飯山、中野とか、ルートをうまく考えれば 2か所 
くらいは行けそう。 

委員   展示を見るだけではなく、改修に携わった人の苦労話や経過などを聞いて交流できる機 
会を設定してほしい。運営スタッフの状況を見て、決めてもらえれば。 

中村   今の話で、「苦労をしている」というようなことは、近藤委員さんに直にお聞きするのが一 

番よさそうですが。そうすると上越あたりの施設と抱き合わせでの視察も考えられます。
場所が決まれば、聞きたい内容を先方の学芸員さんや館長さんたちに伝えて視察に行
けばよいと思いますが、福井さんはどうですか。 

福井   この館と似たような状況で、少ない人員でやっているところは参考になるし、裏話が聞け 

るとよいと思います。 

中村   大きいところなら、学芸員さんが何人もいることになる。ほかにどうですか。行くのはこのメ 

ンバーとなりますね。 

富樫   基本的にこのメンバーで。マイクロバス 1台で動けるとよいと思います。 

中村   皆さんにはこの日 1日空けていただくことになりますので、日程は早めに決めておいて 

いただくようお願いします。 

富樫   さきほど話が出た、野尻湖ナウマンゾウ博物館については、実際にいかがでしょうか？ 

近藤委員 皆さんがうちでよいということであれば、こちらは大丈夫です。リニューアルにあたっての 
苦労話はいくらでもできます。予算をどこにどれだけ使えるかが大変でした。ただ、うち
はどちらかといえば自然史系の博物館なので、この館に近いといえば歴史系か民俗系
で最近改修された須坂とか中野とか、上越とかもよいのではと思います。十日町はめち
ゃめちゃお金をかけたので参考にならないかもしれません。予算状況なども、どんどん

変化していますので、須坂などなるべく新しい施設の話が聞けるとよいと思います。 
中村   今具体的には、7月 17日オープンの須坂市博が候補にあがっていますが、皆さんどう 

ですか？せいぜい 2 つで十分ではないかと思います。須坂市博とナウマンゾウ博の案
が出ましたが、それでよろしいですか？ 
 
（異議なし） 
 
では、日程の予定についてお願いします。 

富樫   9月は特別展が始まるので、8月もしくは 10月、11月のどこかの 1日で考えています。 
8月はもうすぐなので、10月の半ばかそれ以降を考えたい。 

中村   そんな予定でよろしいでしょうか。 

富樫   できるだけ早く日程調整をさせていただきたいと思います。 
中村   ではそんなふうにすすめていただくようにお願いします。皆さんできるだけご都合をつけ 

て出ていただくようお願いします。 
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中村   最後に、お手元に配っていただいているパンフレットの更新案についてお願いします。 

 
（３）パンフレットの更新、その他 
 

富樫   こちらは合併直後に作ったもので、今も館の窓口においてあります。アップルミュージア 
ムと共用のパンフレットになっています。ただ、両館の内容が違い、記載されているデー
タも古くて一部変わっているところがあり、このままにはしてはおけません。すでにアップ
ルミュージアムは新しいパンフレットを作り直し、古いのはもう使っていません。20 周年
時にはさらに新調する必要があるかと思いますが、それまでの間にも更新したものを作
ることにしました。イメージ素案の表紙に「おいでなんしょ」とありますが、実際そういう言
い回しがよいのかどうかも検討中です。ご意見をいただければ。また、これまでのパンフ
レットでは館の歩みが全く記載されていなかったので、20年以上も経っていることからす

れば、館の沿革が多少なりともわかるようにしたいと思いました。文章表現等もこれから
整えていきたいと思います。 

委員   「いいづなの里」とありますが、ここはそういっていいのかというのが一つ、町のシンボルが 
飯縄山で飯縄信仰のことを前面に出していますが、飯縄神社は長野市にあって、芋井
に氏子さんがいっぱいいて、信仰は全国にわたっているので、単純に語っていくとまぎ

らわしいかと思います。 
富樫   飯縄山や飯縄信仰をこの町で独り占めしたいという意図はありません。 
委員   たしかにこの館では、これまで飯縄信仰をテーマにテキストをつくって説明してきました 

けど、向こうは神社をもっているんで。 
小山   今の暮らしとして、飯綱町民が飯縄信仰を間近に感じているかというと、ここはそういう地 

域ではないです。神社がある長野地域の人たちのほうが信仰が今につながっているの

で、とくにそういう意識がない町民が見たときには、飯縄信仰に違和感があるかもしれな
いです。 

委員   信仰そのものは一般的なものですけど。飯綱社が町のどこにあるかといえば、高岡神社 
にかつてあった、ということしかないという印象を受けましたので。 

小山   町民向けにどうこうというより、見学する方に行ってみようと思わせる手引きとして、2階展 
示室の紹介ということでとらえるなら、キーワードにはなる。展示の中に（飯縄信仰に関
する）実物はひとつもないですが。現在の 2階展示で充実しているのは、落とし穴から始
まっている原始時代の部分になっています。 

中村   パンフレットはいつ発行する予定ですか。 
富樫   7月中には新しいものに変えたいと思います。 
中村   まだ時間がありますので、しばらくご覧いただき、文章表現や中身について、もしご意見 

があればお願いしたい。私は「主な沿革」を掲載するのはとっても大事だと思いますの
で、このスペースはぜひ生かしていただきたい。 
今日のところはこれでよろしいですか。では、議事は終わりにし事務局にお返しします。 

 
５ 事務連絡など 
 
富樫   視察について、まず候補に挙がった施設に視察の趣旨をお伝えし、対応していただけそ 

うであれば行先として決定し、その後に日程調整のご連絡をしたいと思います。特別展の
準備をすすめる中でまたご相談したいことも出て来ると思いますので、その際はご協力を
いただきますようお願いします。 

事務局  他に何かありましたら。 

委員   いま蛍の時期で、町全体でもいくつか見られるところがあると思いますが、斑尾川から毛 
野に引いている日影堰の東原地籍北側のところに蛍が結構出ています。数えてみれば
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100 匹くらい。例年は 7 月に入ってからで、今年はちょっと早いです。多いときは星降る

ように見られます。一ッ屋から斑尾川に下るところに車を止めて入っていくと出ています。
50m ほどがホタル水路として自然のままになっていて、地元の人も草刈りをしていい環
境になっています。あまり急な流れではだめで、とろい流れに生息しています。信濃町
の戸草地区は有名ですが、三水地籍では昔からあそこはけっこう出ていたところです。
見てみてください。 

事務局  貴重な情報をありがとうございました。 
 
６ 閉会あいさつ 
 
富樫   長時間にわたり、活発なご検討、貴重なご意見、リニューアルに対しもっとしっかりした 

ビジョンがわかるようにというご指摘もありました。これまで協議会を都合 7 回開催し、

様々なご意見をいただいてきましたが、「こうなればいいな」という段階はそろそろ卒業し、
「これならできる」そのためには「こうしていこう」という具体的な計画を立てる時期になっ
てきていると思いました。今年度は視察も予定され、年度内にもう 1回予定されている協
議会では、「方針」段階から「構想」段階になるようにしたいと思いますし、それには来年
度の予算要求も絡んできます。そういったことも含め、提案ができるよう努力していきた

いと思います。これからもぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 
 

（閉会） 


