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　この部屋は、閉鎖されて現在はない図書館

（建物は郷土博物館として存続）の関連資料を

展示します。また「済々学館」関係の資料も昨

年度に引き続いて展示しています。

　大正７年（1918）に創立した鎌田共済会の

各種事業の内、文化事業の一つとして設立、運

営されたのが図書館です。図書館の建設は早

第1展示室
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▲昭和16年当時の図書館一階平面図

▲男子学生閲覧室風景（昭和16年頃）

▲図書館建築経過報告（部分）

▲展示室位置図

▲図書館建築経過報告（全体）　大正11年9月23日

くから計画されていたものの、資金やその他の事業との兼ね合いもあり、大正10年（1921）に漸く

決定に至ります。

　事業の実施に当たっては、県外の先進図書館を参考とし、関係者の助言を受けるなど、周到な準備

がなされました。大正11年（1922）年６月、香川県下で最初の鉄筋コンクリート造りである三階建

ての建物が竣工し、９月に図書館が開館します。男女別閲覧室、児童用閲覧室等の他、新聞閲覧室も

あり充実していました。蔵書は大正12年（1923）末で一万冊を超えています。また、講演会や読書

会を定期的に行うなど、地域の文化活動の拠点ともなっていきました。

　戦後の混乱期をへて、昭和26年（1951）４月、図書館の建物を利用して坂出市立図書館が開館

し、共済会図書館は終焉を迎えます。

　このように、大正時代にすぐれた設備と内容を持つ私立図書館が、坂出の地に誕生したことをご紹

介いたします。                                                                                         （廣瀬 永津子）

せ い せ い がっ か ん



　この部屋は昨年度に引き続き久米栄左衛門通賢（1780～1841）の事績を紹介していますが、

資料の入れ替え、説明板を増やすなどリニューアルを行いました。

　久米通賢は天文・測量、銃器の改良発明、塩田の開発など様々な分野でその才能を発揮していま

す。今回はそのなかでも、天文・測量の分野にスポットをあて、通賢が製作した測量器具を主に展示し

ます。また、江戸時代の測量風景や器具類を描いた絵画資料を写真パネルで紹介します。当時の測

量器具の種類やその使用法について読み取っていただけるのではないでしょうか。

　久米通賢は19歳の時、大坂に出て、間 重富のもとで学んだといわれています。間 重富は当代一

流の天文・暦学者麻田剛立の弟子であり、相弟子である高橋至時とともに、幕府天文方として「寛政

の改暦」に従事した町人学者でした。通賢は、間 重富のもとで最新の天文暦学・地理測量学の知識と

技術を身に付けます。父の死をきっかけに讃岐に帰った彼は大坂で学んだことを基礎にその才能を

大きく開花させていくのです。

　今回の展示によって、通賢の仕事の多様さだけでなく、技術者としての独創性にも注目していただ

ければさいわいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廣瀬 永津子）

第2展示室
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▲ 地平儀　久米通賢製作
　 文化３年（1806）　目標とする対象物の
　 方位角を測る測量用具

◀ 平盤測定器　久米通賢製作
　 天保７年（1836）　方位を測る測量用具
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　近年、パソコンや携帯電話の使用があまりにも日常化し、文字は「書く」ものではなく「打つ」ものに

なっているといっても過言ではありません。紙に直接文字を書く機会は激減し、まして墨を磨って筆

で手紙を書くことなどほとんど無くなってしまいました。

　しかし日本ではかつて墨書はごくあたり前の存在でした。昔から教育の基礎とされてきた「読み書

きそろばん」の「書き」は文字の書き方を練習する「習字」、そして美しく文字を書く「書道」のことでし

た。書は日常不可欠のこととして学ばれていたのです。

　今回の展示では高松松平家の人びとやそれに連なる藩士、儒者等の書をご紹介します。郷土の先

人たちが遺した書は、巧みな書、華麗な書、力強い書、優美な書、素朴で真率な書などさまざまです。

これらはまた、学問、信仰、芸術、風雅の道の中から生み出されたものでもあります。

　これらの書を改めてご覧いただけば、きっとその中から何かしらお汲み取りいただけるものがある

でしょう。                                                                                               （吉久 由紀子）

第3展示室 高松松平家とそのゆかりの人びとの書
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「雀鳴の訓」　後藤芝山筆　（縦28.5×横41.8㎝）
安永7年（1778）5月5日、芝山が藩主に従って讃岐に帰る際に、江戸の昌
平黌で学ぶ子息師周（黙斎）に贈った言葉。具体的な勉学の方法、あるべき
生活態度を説きながら学問への姿勢を自ずと得させる内容。
後藤芝山（1721～82）　儒者。高松藩に仕え、藩校講道館の創立の際は
その基礎作りに尽力し、初代総裁となった。

▲
じゃくめい おしえ し ざん

へい こう

しょう

「青柳」大二字書　松平頼重書　（縦120.0×横58.2㎝）
松平頼重（1622～95）　徳川家康の末子である初代水戸藩主徳川
頼房の長男として江戸で生まれる。寛永19年（1642）に初代藩主と
して高松12万石を領し、藩政の基礎を固めた。また和歌や書など文化
芸術方面でも偉才を発揮した。　

▶
より しげ

もう ぎゅう

「竹冊蒙求」　松平頼該筆　（縦23.3×横306.8㎝）
「蒙求」とは、唐の李瀚が幼童を教育するために作った四字句、596句からなる教訓歌。古代から南北朝までの諸人物の
伝記・説話を述べている。古代中国の竹簡に倣って、竹札を皮紐で編綴し、巻いた状態で保管し、広げて使用する。類例の
稀な珍品。
松平頼該（1809～68）　勤皇家。第8代藩主頼儀の長男。通称左近。雅号は金岳。徳川一門の系譜にありながら尊皇心
厚く、長谷川宗右衛門、日柳燕石ら同郷の志士を擁護し、活動を助けた。

▲
より かね

より のり

くさ なぎ えん せき

り かん

なら
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になる。そうすると活字印刷のように1丁分の活字を
組み、その印刷が済むと摺刷盤を解版するということ
では組版の保存が出来ないので、再版、重版に対応で
きない。それよりも最初に多数の板木を彫る手間はか
かるが、いったん出来上がれば板木は保存ができるの
で、そのため時間を経ても印刷を繰り返し出来るとい
う利点がある。営利を求める商業出版では、需要があ
れば何度でも再版、重版できることが必須であるから、
このため以前からの板木印刷中心にもどり、活字印刷
は廃れていった。やがて『太平記』も木版印刷で刊行さ
れるようになる。
　なお、活字印刷は江戸時代後半に復活する。小回り
の利く簡便な印刷という利点は変わらないので、営利
と無関係に、私家版など少部数を印刷する手段として
重宝されたからである。この時期の活字印刷を「近世
活字本」と呼び、「古活字版」と区別している。

２．慶長８年（1603）古活字版『太平記』
　『太平記』は南北朝時代の半世紀間に展開した内乱
を描く軍記物語としてよく知られ、写本としても多く伝
わる一方、江戸時代には活字版でも整版でもたびたび
出版された。
　活字版印刷において『太平記』は慶長７年に出版さ
れたものが最初で、刊行したのは京都の医師五十川了
庵（号・冨春堂）（1579－1661）である。その版本は
お茶の水図書館成簣堂文庫に40巻20冊が架蔵され
ている。
　五十川了庵は細川興元や家康の六男松平忠輝に仕
え、林家の始祖林羅山とも交流があった。当時貴顕に
近侍する医師は文芸方面の素養も必要とされていた。
了庵はまた京都嵯峨の豪商角倉一門と婚姻関係を持
ち、了庵の出版も嵯峨本を刊行した角倉一門の出版事
業の一環であった。当時の角倉家は上層町人の筆頭
で、医学・儒学・文芸等の様々な学芸の拠点でもあった。
　翌慶長８年に古活字本『太平記』が再び出版された
が、それが当館所蔵の版で、40巻20冊から成る。刊記
により慶長８年３月16日に冨春堂により刊行されたこ
とが知られる。了庵は慶長七年に『太平記』を刊行した
ばかりなのに、翌年また刊行したのは、近年の研究に
よれば、本文は慶長七年刊本を元とするものの、それ
をそのまま開版したのではなく、複数の写本と校合を
行い、異文を集成し、本文を整定することに意を用い
たという。そして本文の大幅な変動はこの慶長八年刊
本で終わり、以後の古活字本・整版本は全てこの系統

１．印刷略史
　日本の書籍は古来手書きによる写本の形態で伝え
られたものが多いが、一方で印刷も行われた。奈良時
代の百万塔陀羅尼はしばらく措くとしても、平安時代
になると板木を使用するいわゆる木版印刷（整版）が
始まり盛行する。ただしそれらは紀州高野山金剛峯寺
の高野版や南都興福寺の春日版など寺院による経典
等の仏教書刊行に限られた。やがて中世後期になると
漢籍など仏教書以外の書籍も印刷に付されるように
なるが、それも刊行主体は京都五山などの寺院であった。
　安土桃山時代には、キリスト教の日本での広がりと
ともに、西洋の活字印刷法がキリスト教関係者の間で
行われるようになる。また豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に
は朝鮮で行われていた金属活字印刷法が伝来した。
　これらの影響をうけて日本でも活字印刷が行われる
ようになり、安土桃山時代から江戸時代初期にかけ
て、後陽成天皇・後水尾天皇による勅版、徳川家康の
伏見版・駿河版、本阿弥光悦の嵯峨版など、天皇や権
力者、貴族、大寺院、富裕層などが競って活字印刷に
より種々の書籍を刊行した。内容も仏教書中心から文
学書や歴史書の刊行に移り、主要な日本の古典はこの
時に初めて印行されたものが多い。
　ただし印刷といってもごく内輪の需要に供すれば済
むものであったからその部数は少なく、100部内外、時
にはそれ以下のこともあった。また活字印刷といって
も機械的印刷ではなく、1丁（２頁）分の大きさの箱状
の摺刷盤に活字を組み、墨を塗布して、その上に紙を
置いて圧力を加えて刷るもので、いわば機械的活字印
刷と木版印刷の折衷的な印刷法であった。
　木版印刷の場合は1冊の本でも丁数分全部の板木
を作製しなければならないが、活字印刷では必要数を
満たす活字セットがあれば、1丁分を組んで印刷し、終
わると組版を解いて次の丁を組み印刷するので、板木
使用に比べて手軽に印刷できるという利点がある。こ
の印刷法は安土桃山時代から江戸時代初期までの約
50年の間に盛んであったので、この時期を「古活字版
の時代」という。なお日本では金属活字も一部で使わ
れたが、活字製作の手軽さから木製活字をもっぱら使
用した。その間、板木印刷が無くなったのではないこと
は勿論である。
　その後、江戸時代寛永期を過ぎる頃から新刊本の
出版や学問の普及にともなう読者層の広がりにより、
書物需要が増加したので商業出版が盛んになり、多く
の出版業者が商品として大量の書籍を印刷するよう

太
平
記本館蔵慶長８年古活字版『太平記』について  －第1回公開講座から－

い そ かわ

ふ しゅんどう

せい き どう

おき もと



朱印）、「鎌田共済会／郷土博物館」（長方朱印）、「鎌
田共／済会博／物館印」（方朱印）、「荻田元／廣蔵
書」（方朱印）
　（第一丁オモテ）「財団法人／鎌田共済／会図書館
／蔵書之印」（方朱印） 「大正　年　月　日／登録第
　号」（長方朱印）
　（綴目付近）「鎌田共済会図書館蔵書印」（長方朱
印）を2～3個所押捺。　　　
　（巻尾）「鎌田共／済会博／物館印」（方朱印）（巻首
目録部のものと同一）

【保存状況】前後表紙を含め全体に虫損がかなりあり、
湿損もある。版心折目の切れているものがほとんど。綴
じ糸が切れたり緩んでいるものあり。汚損、手擦れあ
り。後補表紙を除いてほとんど未修復。

【旧蔵者】「虚受庫」印主、荻田元広。
　旧蔵者について蔵書印をもとに考察を加える。
　「虚受庫」印はほぼ各冊目録の右上に、「荻田元／廣
蔵書」印は右下に捺されているが、前者印影にはおお
むね虫損が及んでいるが、後者印は虫損を避けて捺し
ている。よって「虚受庫」印押捺時は虫損が無いか少な
かったと見られ、「荻田」印押捺の時には虫損が進んで
いたことになる。
　「虚受庫」蔵書印の主は不明であるが、この印が捺
されている書籍は他に以下のものが知られる。
　『鷹百首』寛永13年刊　早稲田大学図書館蔵
　『鷹三百首』寛永13年刊　国文学研究資料館蔵
　『三略口義』江戸初期写　京都大学附属図書館蔵
　『太平記』が武士層によく読まれたこと、及び武術・
兵法系統の書籍に捺されていることから、印主は江戸
時代の武士かと推測される。
　次に「荻田元／廣蔵書」印の荻田元広は香川県三
豊郡一谷村（現観音寺市）出身で、昭和３年（1928）
刊の『讃岐人名辞書』には次のように記す。
　春星と号す。三豊郡一谷村の人、徳之助の三男な 
　り。資性聡敏にして学を好み、夙に琴平明道学校に
　入り、業を松岡調、堀秀成等に受け、後本県師範学
　校に入り、業卒るの後同校教諭となり、博く国文国
　史を究め、最も考古学に長じ、古瓦石器等数千点を
　蒐集し研鑽怠たらざりしも、大正七年一月廿五日没
　す、年四十二。遺命して蔵する処の図書発掘物数千
　点を鎌田図書館に寄贈せりと云ふ。
　館蔵の『荻田元廣蔵書目録』によると当『太平記』は
明治36年（1903）10月に大阪の古書肆鹿田松雲堂
から購入したものである。鹿田松雲堂は江戸時代から
続く関西を代表する古書店で、本書以外にも荻田は多
くの古書を同店から購入している。
　荻田の没後、遺品整理に時間を要したようで、寄贈

の本文なので、慶長8年版は一般に流布本の祖と位置
づけられるという。
　慶長８年版本で当館本の他に全巻が揃うものは、早
稲田大学図書館蔵本40巻20冊、東洋文庫蔵本40巻
40冊がある。なお、これ以降も古活字版『太平記』は 
版を重ね、全部で15種類になるともいわれる。

３．本館蔵の慶長８年古活字版『太平記』観察所見
【体裁】紙本木活字印刷冊子
【数量】20冊
【記載形式】各冊に２巻ずつ収める。各巻とも初丁に目
録があり、第２丁から本文が始まる。 丁附け（丁番号）
は各巻ごとに完結し、１冊（２巻）を通すことはない。

【法量】縦27.2cm、横19.5cm
【料紙】楮紙
【装訂】四つ目綴、無界、四周単辺、版心は粗黒口双花
口魚尾、中縫に書名・巻数・丁付あり。

【表紙】 雷文繋ぎ地蓮花唐草文様空押し茶色原表紙。
空押しは後世の湿気の影響で文様が消えかかりかな
り見えにくい。また題簽の失われたものでは題簽が貼
られていた部分が痕跡として残り、本来の紙色は現状
よりやや明るい茶色だったことが分かる。後補香色表
紙を付すものがある（前表紙後補は第19冊、後表紙
後補は第1冊、第7冊、第16冊、第20冊）が、全てが同
時期の補修とは見られない。第１冊後補表紙の下貼り
に嘉永３年（1850）の年紀のある反故紙使用。大坂城
門の修理に関するものらしく、この表紙の修補はそれ
以降のものとなる。第16冊後補表紙下貼りにも反故
文書があるが年紀は無い。

【外題】題簽に墨書するものと、題簽が剥がれ、打付書
きをするものあり。題簽は複廓線と「太平記」とを版刻
し、巻次を墨書する。版刻文字の薄れたものは書き起
こしをしている。

【背・小口】各冊の背に書名・巻数墨書あり。下小口に
墨書痕跡があるが、薄れていて判読不能。

【本文】半面12行、1行ほぼ22～24字、漢字片仮名交
り文、まま墨書返点・振仮名あり。文字の右傍に朱点を
打つものあり。刷りの薄い個所について墨書で書き起
こしするもの僅かにあり。

【丁数】第1冊から順に、
①43  ②53  ③44  ④69  ⑤73  ⑥61  ⑦76  ⑧79  
⑨98  ⑩59  ⑪53  ⑫54 ⑬65  ⑭57  ⑮62  ⑯72  
⑰66  ⑱63  ⑲60  ⑳50
合計1257丁

【刊記】「慶長癸卯季春既望　冨春堂　新刊」（巻第
40末尾）

【印記】（巻首目録部オモテ）（上から）「虚受庫」（楕円

６

太
平
記



〔参考文献〕
『増補古活字版之研究』　川瀬一馬　昭和42年
『太平記と古活字版の時代』　小秋元 段　平成18年
『なにわ古書肆　鹿田松雲堂　五代のあゆみ』　
四元弥寿　平成24年

追記：本年4月27日の第１回公開講座では、当館蔵本
の観察所見を中心に説明した。本稿では時間の都合で
省略したことを補足し、その後に得られた知見も加え
た。また書誌的データを詳細に記述することを心がけた。
　

の遺品を大正12年（1923）1月31日に鎌田共済会調
査部から荻田家へ受け取りに赴いている。本書は大正
14年2月1日に図書館に受け入れ登録したので図書
館蔵書印が最初に捺されたが、戦後図書館が閉鎖に
なり本書が郷土博物館に移管されてさらに博物館蔵
書印が捺された。
　昭和33年（1958）2月21日に香川県坂出市文化財

（書跡）に指定された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（加藤　優）

７

太
平
記

◀
巻
第
21
表
紙・題
簽
痕
跡

◀
巻
第
23
表
紙・貼
題
簽

▲巻第13「虚受庫」印 ▲巻第13各種印

▲巻第40刊記 ▲巻第13（下端）「荻田元／廣蔵書」印
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② 天空の霊園 榮　岩男

　聖通寺山頂の霊園からの眺めは、極めて美しい。
功なり名を遂げられた鎌田勝太郎（淡翁）氏の眠られている地とし
て誠にふさわしく思える。
　かつて、上図左半分のすべては海であり、そこが塩田となり、港と
なり、さらに大工場地帯、瀬戸大橋で世界につながるその大部分を、
その身で方向づけられたのであるから。
　墓碑は、香川師範における私の書の恩師藤原鶴来先生の書かれ
たものであり、法名「清心院釋勝満」の隷書は、あたりを払う気品に
あふれたものであった。

　氏は、教育は「福沢先生の言の如く、人によるものであるから、心をこめてやらなければならない」と
考え、政・財界等の努力に劣らず事をすすめていかれた。
　明治45年からの県立商業学校（香川大学経済学部の前身）と女子師範学校・高等女学校の高松と
の交換の事がらは特に大きな出来ごとであり、以後の坂出・中讃地域の教育事情に大きな影響を与えた。
　女子師範学校が坂出に来るということは、前段の高等科生・高等女学校生の設置が必要となるほ
か、女性教師の指導方法の練習のための附属小学校・附属幼稚園も必要となり、そのための教師も同
様となった。特に音楽については地域全体が常に全国上位の成績をあげ、世界を舞台とする者も次々
と生まれている。
　上図中央の小さな山・笠山周辺は、これらの学校に関わる人びとであふれ、岡田唯吉氏、代々の女子
師範校長などもこの中におられた。

　驚くことがあった。鎌田勝太郎氏が亡くなられたのは、昭和17年3月28日、墓誌銘と博物館構内に
立つ淡翁碑の日付が昭和23年3月28日、後者は私が附属坂出小教官として赴任した頃であったこと、
縁の不思議さを深く感じたものである。
　附属小学校は、すでに創立100年を越えた。戦後の新教育対応も、個々の教師で余力を持って応じ、
常に先進性を誇っている。
　鎌田勝太郎氏、松平頼寿氏が県教育会会長として、相似的な敏腕性をふるったことも快い。
さらに素晴らしい未来へ‼　　　　　　　　　　　　　　　　（香川県教育会副会長・坂出市教育会会長）

旧郷土博物館内部　現在勝太郎氏の銅像のあるところに
あって久米通賢関係の資料、松平頼寿氏立ち会いによる笠
山古墳発掘の写真資料などあり、考古学へも導かれた。 

定
点
観
想

旧鎌田共済会諸施設図
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郷土博物館のあゆみ （１）博物館建設前史
郷
土
博
物
館
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様組織にあまり見られない鎌田共済会の特徴といえる。

図書館
　図書館建設は共済会設立後の早い時期から考えら
れていたようだが、資金の増加等の条件が整い、いよ
いよ大正10年になり動き出した。後に図書館長になる
理事中尾飛佐太は4月に東京・京都・大阪・神戸等の
図書館を視察し、その知見を加味して設計がなされ
た。同年9月中旬に起工し、竹中工務店により建築工
事が進行した。翌大正11年6月下旬に竣工し、内部の
諸設備、図書等を整備し、9月25日に開館の運びとな
る。この図書館の建物は戦後市立図書館になるなど変
遷があり、現在は郷土博物館として使用されている。
　大正11年9月23日に中尾により作成された「図書
館建築経過報告」（2頁写真参照）によって図書館本
体建物内部の状況をうかがうと、１階は、男子閲覧室・
婦人閲覧室・特別閲覧室・児童閲覧室・新聞閲覧室・
事務室・応接室・宿直室・下足室がある。２階は、講堂・
談話室・附属室・客室・参考室・調査室・会頭室・事務
室がある。３階は展望室（塔屋）がある。本体以外に３
階建ての収蔵庫、木造平屋の附属屋があった。
　１階はまさに図書館として各室が設定されたことが
明白だが、２階は図書館とは趣きが異なっている。それ
は会頭室があることから分かるように、まず鎌田共済
会の本部であった。発足以来鎌田勝太郎邸に置かれ
ていた共済会本部が移ったのである。また講堂は図書
館主催の講演会なども行われるが、図書館に必備のも
のではない。そして調査室は大正11年10月に新設さ
れた調査部の部屋として使用された。建物の新築途中
で調査部設置が持ち上がり部屋が確保されたのであ
ろう。参考室は調査部の展示室として使用された。大
がかりな展示をする場合は講堂やその他の部屋も使
用された。したがって全体を図書館と称している建物
だが、１階と２階では使用目的が異なっていたのであ
る。後に郷土博物館や社会教育館などの施設が増え
ていくが、この建物（図書館）は常に鎌田共済会の活動
の中心になっていた。博物館として一棟だけ残る現在
の状況からは想像しにくいが、今よりずっと存在感が
あったと思われる。

調査部
　大正11年10月20日に郷土史の調査研究を行う部
署として調査部が新設され、同日に調査部主事として
岡田唯吉が就任した。岡田は小学校教員を務める傍ら

　公益財団法人鎌田共済会郷土博物館は、大正14
年（1925）5月24日に開館してから80有余年の星霜
を重ねてきている。日本の多くの博物館の中でも歴史
の長い館の一つに入るであろう。その間、順調に博物
館としての役割を開花させてきた時もあれば、特に第
二次大戦をはさんで、その活動が意のままにならない
時期もあり、まさに時世の変転にともない曲折があった。
　それでも多くの先人たちの粉骨砕身の働き、営 と々
した努力は常に続いていた。現在まで民間博物館とし
て存続しているのは、この博物館を維持していこうとす
る館内外の有形無形の強い意志と支援があったから
であろう。
　この欄では、今号から連載で当博物館の重ねてきた
歳月を振り返り、一博物館の通ってきた道程を概観し
てみることにする。もちろん長年月にわたる全体像を正
確に把握し記述することは一朝一夕にはできないし、
特に鎌田共済会草創期の４、５年間や戦後しばらくの
時期は資料が乏しく不明なことが多い。したがってこ
れから述べることはあくまでも素描であり、将来に館
史を編む上での基礎作業であることをお断りしておき
たい。まず第１回目は、博物館が出来るまでの鎌田共
済会の状況や、どのようなことがやがて博物館建設に
結びついてゆくかなどについて見てみることにしよう。

鎌田共済会
　当博物館の母体である財団法人鎌田共済会は、実
業家、政治家として精力的に活動をしていた鎌田勝太
郎が大正７年（1918）3月に設立した。その動機は、第
一次世界大戦が終結に向かうなかで不況その他によ
り国民の困苦する者が増え、その救済のため慈善・育
英等の事業を行うべきであると考えたことによる。会
頭は勝太郎、理事長はその嗣子憲夫であった。
　「財団法人鎌田共済会寄付行為」（定款）第２条には
財団設立の目的が示されており、それは「慈善事業育
英事業及び学術技芸ノ研究ニ資スルヲ目的トス」とあ
り、慈善事業、育英事業の他に学術技芸の研究に資す
ることを挙げている。
　初年度の大正7年には生活困難者への援助が始ま
り、翌大正８年には育英事業が開始された。さらに学
術技芸の研究に資するものとして最初に図書館が大
正11年（1922）に設置された。次いで調査部そして郷
土博物館が設けられるようになって学術研究や社会
教育の色彩が次第に強くなる。育英・慈善事業の他に
図書館や博物館を経営するようになることが、他の同
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り、その時点で展示場所としての使用も展示の方針も
考慮したはずである。
　
皇太子の鎌田共済会行啓
　創立から日も浅い鎌田共済会に皇太子の訪問がな
されることになったのは、貴族院議員鎌田勝太郎の日
頃の活動ぶりを反映するものであり、勝太郎の面目躍
如といえることだったに違いない。
　11月8日には図書館２階の講堂で陳列が始まり、県
の幹部たちが下検分に来た。展示の表向きの主催者
は香川県であったからである。展示されたのは讃岐の
偉人としての久米通賢、平賀源内関係の資料、及び維
新勤皇志士の遺墨・遺品等であり、勝太郎保管の物も
多かった。着任早々の岡田唯吉はこれらの準備に忙殺
されたであろう。
　裕仁皇太子は11月20日早朝に高松披雲閣を出発
し、屋島登山、白峰御陵参拝、香川県女子師範学校訪
問の後、共済会に到着。会頭鎌田勝太郎の先導で２階
講堂に展示された通賢、源内、勤皇志士の資料・遺墨
を観覧、調査部主事岡田が説明をした。さらに階下の
図書閲覧室等を巡覧の後、午後２時20分に共済会を
後にして坂出西浜塩田第十九番に向かった。
　
久邇宮家一行の鎌田共済会来訪
　当時の共済会関係者にとって皇太子の行啓だけで
も大変な光栄であったわけだが、それだけで済まな
かった。翌大正12年5月10日に今度は久邇宮家の一
家が鎌田共済会を訪れることになったのである。これ
は単に久邇宮邦彦王、同俔子妃と良子女王、信子女王

考古学研究、郷土史研究に精励し、その方面では知ら
れた人物であり、大正10年6月に香川県史蹟名勝天
然記念物調査委員に任じられている。岡田は大正10
年9月に高松市鶴屋町尋常小学校長になったが、早く
も翌11年10月9日に51歳で退職し、20日に鎌田共済
会に入ったのであるから、そこに緊急的な事情が働い
たことが考えられる。また調査部主事には岡田を措い
て無いという共済会側の強い要望があったと思われる。
　さて、緊急的な事情とは何か。それは岡田の主事就
任からわずか１ヶ月後に当時の皇太子裕仁親王（後の
昭和天皇）が鎌田共済会に行啓するということであっ
た。しかも皇太子は大正天皇の身体的故障のため摂
政の任にあったから、その訪問は共済会にとって無上
の光栄であるとともに少しの齟齬・不手際も許されな
い重大事であった。会頭鎌田勝太郎は香川県当局と
打合せの上、郷土の歴史に関する資料を閲覧に供す
ること、すなわちそれらを展示することを既に決めてお
り、その方面に知識経験があり、また展示の説明役と
もなる人物を是非とも必要とした。それらにうってつけ
の人物として岡田唯吉に白羽の矢が立ったのであろ
う。行啓の１ヶ月前に調査部が設置され同時に主事が
任命されるという慌ただしさはまさに緊急事態だった
からなのである。調査部設置についても鎌田共済会の
目的に前述のように「学術技芸ノ研究ニ資スル」があ
るにしても唐突感があるのは、以前から計画のあった
部署ではなく、皇太子行啓のために急遽考え付かれた
ためであろう。また展示は新築間もない図書館の２階
で行われるが、行啓の件が共済会に伝えられたのは少
なくとも半年以上前であろうから、図書館建設中であ
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▲大正11年11月　皇太子行啓の際の陳列目録（全15頁） ▲表紙（縦18.9×横13.3㎝）

く に よ し ち か  こ な が  こ

く      に



１1

久米通賢、平賀源内関係の資料を観覧。さらに佐々木
県知事の案内で、２階の県内中等学校生徒の作品、１
階で同小学校児童の作品を巡覧し、午後４時に共済
会を出発し次の訪問地に向かった。
　皇太子と良子女王の婚儀は年内11月に行われるは
ずであったが、9月1日に関東大震災が起こったため延
期となった。しかし鎌田共済会にとっては2度の皇族
の訪問が常設展示場の必要性をしだいに認識させる
ようになり、さらにこの2人の結婚が郷土博物館建設
の契機になるのである。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（学芸・あゆみ班）
　　　　　　　　　　　　　　　

の訪問というだけではなく、良子女王は裕仁皇太子と
婚約していたので、昨年は皇太子が、今年はやがて皇
太子妃になる人が共済会を相次いで訪れることに
なったわけで、関係者の歓喜やいかばかりであったろ
うか。もっともこの訪問は偶然では無いようにも思わ
れるのだが。
　当日、一行は高松から船で坂出に向かい、瀬居島の
鯛網漁を見てから上陸し、西大浜十九番塩田の製塩
作業を視察。午後１時に鎌田共済会図書館に到着。会
頭鎌田勝太郎の出迎えを受け、香風園で昼餐後、図書
館前で植樹。勝太郎の先導で館内に入り、２階展示場
で主事岡田の説明を受けながら皇太子の時と同じく

　この特別展は7月2日から9月1日まで、瀬戸内国際芸術祭2013の「昭和40年会̶男木学校」に呼応して当館の
2、3階で行われた（第1会場：平面作品、第２会場：映像作品、第3会場PH：音響作品）。「インスタレーション」主体
の「男木学校」とは異なり「作品」中心の構成であった。旧作中心なので、その名も“are”ならぬ“We were boys.”展
としたが、アーティストの皆様が質・量ともに充実した内容に仕上げて下さり、来場の皆様からも高評価を頂いた。

「瀬戸内国際芸術祭」の地域外であるにも拘わらず「昭和40年会の男木島本展」から回って来て下さった方も多
く、有料の当展入場者は600名を超えた。当館は歴史系の「郷土博物館」であるが、現代アート展を開催したおかげ
で、若い世代を始め、歴史資料に興味の薄い方々も足を運んで下さったようだ。
　当館もこれを機に、アートの表現方法が絵画～立体～写真～映像～音響～インスタレーションと多様化する現
在に適応できる環境整備に努めた。博物館～美術館～図書館の境界がいよいよ緩やかになっていく今後、「有形登
録文化財」のこのスペースも活動範囲を拡げて「地域おこし」に貢献できるよう願っている。
　最後になりましたが、当展開催にご尽力頂いた皆々様に深く感謝致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年９月　　常務理事　鎌田郁雄
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昭和40年会　We were boys. 展を終わって

第１会場



※訂正：本誌創刊号２頁の「創建時の博物館」は昭和８年
　　　 増改築後のものでした。
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■ 鎌田共済会郷土博物館第２回公開講座

「飾り大刀の世界」
－魔よけの獣面（鬼面）紋－
平成25年10月26日（土） 13:30～15:00
　　　　　　　　　　　　　　　　  （開場13:00）
会場：鎌田共済会郷土博物館2階講堂
講師：千賀　久(ちが ひさし)（奈良県・葛城市歴史博物館 館長）
　　〔参加無料、締切10月19日、先着40名〕
電話・FAXかHPのフォームからお申込み下さい。
電話 ：0877-46-2275
FAX：0877-45-0035
H  P：http://www.kamahaku.jp/

鎌田共済会郷土博物館

開館時間：午前9時30分～午後4時30分（入館は４時まで）
休 館 日：月曜日／祝祭日
　　　　  夏季特別（8月13日～15日）
　　　　  年末年始（12月29日～1月4日）
入 館 料：無料

高松から…快速マリンライナーで約15分
岡山から…快速マリンライナーで約40分
JR予讃線坂出駅から徒歩5分
※駐車場あり
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台湾先住民ヤミ族の土人形

　当館は大正14年（1925）の設立以来、今日まで数多く
の資料の寄贈を受けてきました。その中には、点数は少ない
ものの民族資料があります。今回ご紹介するのは、昭和11
年（1936）に高松市の宮武辰夫氏に寄贈いただいた、台湾
先住民の一つヤミ族の土人形です。
　ヤミ（現在の呼称はタオ）族は台湾本島の南東沖にある
周囲40㎞ほどの島、紅頭嶼（現島名は蘭嶼）に住む人々で
す。彼らがいつごろから島に住み着いたかは明確ではありま
せんが、周辺地域との言語比較研究からフィリピンのバタン
諸島からの移動はほぼ間違いないと考えられています。
　もともとヤミ族は、集落を島の大部分を占める岩山を避
けて海岸部に営み、サトイモを主とするイモ類を栽培する農
業と、トビウオ漁を中心とする漁業で暮らす半農半漁の海洋
民族でした。彼らはまた、壺や鉢など生活に必要な土器類を
製作しており、その余った粘土を利用し、土人形を作ってい
ました。明治30年（1897）にヤミ族の人類学調査をした鳥
居龍蔵は、土偶・土物（土人形）が楽しみのために作られるも
のであって、宗教上の目的に供するものでは全くないこと、
子供も上手に作ることを記録しています。
　土人形は人物、動物、器物など身の周りの人、ものと生活
をテーマとして形にあらわしています。手捏ねで形を作り素
焼きされた各種の人形は、素朴でありながらもそこに一瞬
をとらえたある種芸術性を見る人に感じさせています。　　   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廣瀬 永津子）

［参考文献］
　鳥居龍蔵「紅頭嶼土俗調査報告」　
　（『鳥居龍蔵全集』第11巻 1976所収）
　国立民族学博物館
　『台湾先住民の文化　伝統と再生』 1994
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■ 次回予告（予定）　第３回公開講座
平成26年４月26日(土）
岡田唯吉著『久米栄左衛門翁』をめぐる二、三の問題（仮題）
講師：加藤　優（館長）
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P鎌田共済会
郷土博物館

◀土人形・高さ（㎝）
① 子どもを抱く
② 魚を捕る
③ 相撲をとる
④ ぶた

⑤ 武装をする
⑥ 胸に手をあてる
⑦ 子どもを抱く
⑧ 舟をかつぐ

4.0
10.9

6.9

15.3
10.3

8.4
12.5

8.2

□発行 平成25年10月1日　□発行所 公益財団法人 鎌田共済会郷土博物館　〒762ｰ0044 香川県坂出市本町１丁目１番24号
TEL：0877ｰ46ｰ2275　FAX：0877ｰ45ｰ0035　HP：http://www.kamahaku.jp/　e-mail：k-museum@kamahaku.jp

INFORMATION


