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・2019年度 高岡市立博物館に親しむ会 総会・講演会、2019年度 事業計画

・2018年度 収支決算、2019年度 高岡市立博物館に親しむ会 役員名簿

・高岡初の市民映画「輝く孝道」について

・親しむ会 呈茶席、親しむ会からのお知らせ各種
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高岡古文書ボランティア 毎月第３土曜日　14：00～15：30、博物館新館２階　第２企画展示室にて実施

こう どう



　さる４月18日（木）、高岡市立博物館 新館３階講堂に
て「2019年度 高岡市立博物館に親しむ会 総会・講演
会」が開催され、60名の会員の方々にご参加いただき
ました。総会では、前年度の収支決算報告や、今年度の
事業計画の説明などが行われました。また、講演会では
『孝子六兵衛と無声映画「輝く孝道」－高岡開町410年
を記念して－』と題し、晒谷　和子氏（当会副会長、元
高岡市立博物館館長）に孝子六兵衛についてのお話をし
ていただいたのち、昭和10年に製作された市民映画
「輝く孝道」の上映会を行いました。

2019年度 高岡市立博物館に親しむ会 総会・講演会

2019年度 事業計画

・歩く博物館 ―1万歩ウォークで「ふるさと再発見」― 
　第25回　 5月25日(土)　瑞龍寺のルーツ－法円寺－を遡る　④高岡宝円寺
　第26回　 6月29日(土)　末広町と御旅屋を見て歩いて、今昔を偲ぶ
　第27回　 9月14日(土)　成美校下の獅子舞を観て歩く

・走る博物館 ―貸切バスで…「還暦すぎの修学旅行」― 
　第５回 　　6月  6日(木)　瑞龍寺のルーツ－法円寺－を遡る　①越前宝円寺
　第６回　　8月28日(水)　芭蕉「奥の細道」を両越国境から、高岡まで擦る

・―白山市で―「加賀馬場」に迫って、白山水系を呑む　11月15日(金）

研修部会事業

呈茶席　春4回　4/20、4/27、5/11、5/18       
  秋4回　9/21、10/12、10/19、10/26 …各土曜日実施

ワークショップ部会事業

広報部会事業 会報「鍛冶丸」年2回発行

古文書資料調査整理   4/20、5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19、11/16、12/21
  　　  2020．1/18、2/15、3/21…毎月第3土曜日を基本に実施  12回予定

高岡古文書ボランティア部会事業

郷土学習講座等の受講推奨 会員の方の受講料の一部助成

各種事業ボランティア協力

ショップ販売

博物館事業、親しむ会事業ボランティア

図書類、オリジナルトートバッグ、ドラえもんグッズなど

１ 研修部会１ 研修部会
事業企画、歩く博物館等サポート

２ 広報部会２ 広報部会
会報誌「鍛冶丸」の作成

３ ワークショップ部会３ ワークショップ部会
呈茶席運営・サポート

４ 高岡古文書ボランティア部会４ 高岡古文書ボランティア部会
古文書の整理等

　無声映画のため、弁士として清水 静子氏（当会
理事）もご登壇され、お二人で映像に合わせて
情感たっぷりに台詞の朗読をしていただきまし
た（総会・講演会の資料は無料で配布しており
ますのでご希望の方は親しむ会事務局までお申
し出ください）。
　なお、「輝く孝道」はDVD化されており、博
物館受付にて1枚 500円（税込）で販売中です。博
物館だけの限定商品ですので、ご興味のある方
はぜひお買い求めくださいませ！

こう し ろく べ　え こうどう
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親しむ会では、
各種部会のメンバーを
募集しています。

親しむ会では、
各種部会のメンバーを
募集しています。

太田会長のあいさつ
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　江戸時代の高岡の孝行人で「孝子六兵衛」として知られる石瀬屋六兵衛。この六兵衛を題材にした映画
「輝く孝道」が、昭和10年に高岡市民によって製作されました。
　長らくフィルムが所在不明で幻の映画となっていましたが、晒谷 和子元館長の呼びかけにより、平成21年
８月に16ミリフィルムが発見され、その映像を確認することができました（高岡市立博物館に寄贈される）。
　本編78分にあわせて、ロケ地となった高岡古城公園や当時の市内の様子、市民の服装など風俗が分かる
貴重なメイキング映像6分も同時収録されています。

高岡初の市民映画「輝く孝道」 1枚 500円（税込）で好評発売中！
こうどう

役　職 氏　名 所　　属 備　考
会　長 太田　久夫 前富山県郷土史会会長
副会長 多田　慎一 裏千家淡交会高岡支部副支部長

〃 神保　成伍 元高岡市立博物館館長 企画運営委員長
〃 晒谷　和子 元高岡市立博物館館長

理　事 荒俣　勝行 美術コレクター
〃 本保　澄雄 高岡観光ボランティアガイド「やまたちばな」 ※2019年度新規
〃 岡田　有弘 岡田美術店
〃 清水　静子 観光ガイドボランティアグループ「あいの風」
〃 大菅　洋介 高岡商工会議所青年部理事 ※2019年度新規
〃 樽谷　雅好 （公財）高岡市民文化振興事業団評議員 研修部会長
〃 水上　悦子 木版画講師
〃 近藤　昭美 裏千家正教授
〃 般若 慎一郎 金屋町まちづくり協議会会長 広報部会長
〃 西　　範子 裏千家教授
〃 小嵐　晴美 古儀茶道藪内流教授 ワークショップ部会長

監　事 中尾　光博 高岡市中田地区教育振興会会長
〃 宇波 真一郎 高岡古城ライオンズクラブ

（2019年度～2020年度）

2018年度   高岡市立博物館に親しむ会　収支決算報告

高岡市立博物館に親しむ会　役員名簿 （敬称略・順不同）

　（単位：円）
科 目 予算額Ａ 決算額Ｂ 比較Ｂ－Ａ 摘     要

会　　費 375,000 392,000 17,000

・一般会員  1,000円×332口＝ 332,000円
・賛助会員  5,000円×  12口＝   60,000円 
　　※参考　平成28年度会員数   　一般273　　賛助15
　　　　　　平成29年度会員数   　一般323　　賛助14

事業収入 500,000 678,650 178,650

・呈茶席事業  70,500円
・歩く博物館事業   24,200円
・走る博物館事業  239,000円
・小矢部川を呑む事業 176,600円
・ショップ販売 168,350円

諸 収 入 866 3 △ 863 ・利子、雑収入       
繰 越 金 294,134 294,134 0
合　計 1,170,000 1,364,787 194,787

科 目 予算額Ａ 決算額Ｂ 比較Ｂ－Ａ 摘     要
会 議 費 20,000 5,000 △ 15,000 ・総会等講演  5,000円

事 業 費 850,000 813,939 △ 36,061

・「鍛冶丸」発行2回  129,600円
・呈茶席 抹茶、和菓子、野点傘等    72,164円
・歩く博物館事業 59,087円
・走る博物館事業  236,722円
・小矢部川を呑む事業   232,467円
・古文書講座、郷土学習講座の一部負担金  11,900円
・ショップ販売（トートバッグ等）    71,999円
※予算額は事務費から80,000円を流用

事 務 費 170,000 166,171 △ 3,829 ・はがき、郵送代（行事、総会等の案内） 85,059円
・消耗品、封筒等 81,112円   

諸　　費 10,000 10,000 0 ・慶弔費1件　　      
予 備 費 120,000 120,000 0 ※事業費（ショップ販売）に充用 120,000円

合　計 1,170,000 1,115,110 △ 54,890

収入の部

支出の部

収入総額　1,364,787　－　支出総額　1,115,110　＝　249,677　（次年度へ繰越）



あなたも「鍛冶丸」に投稿してみませんか？あなたも「鍛冶丸」に投稿してみませんか？
親しむ会では、親しむ会行事に参加した体験談や、親しむ会に対する思いを寄せて
下さる方を募集しています。投稿希望の方は、親しむ会事務局までお知らせ下さい。

　秋の日程
　　9/21、10/12、10/19、10/26　11:00～15:00

　親しむ会ワークショップ部会では、毎年春と秋に
各4回（計8回）、茶室「松聲庵」の掛待合にてお抹茶と
お菓子をふるまう呈茶席を行っています（土曜日、
参加費400円）。茶道のお作法をご存じない方でも、
ご参加いただけますのでお気軽においでください。

しょう せい かけ まち あいあん

　神保 成伍氏（元高岡市立博物館長）の手による博物館の
外観を描いたイラストがプリントされています。Ａ４サイズ
の書類がぴったり収まる便利な大きさで肩にかけやすく、
当館での講演会・講座等の資料を持ち運ぶのにも最適です。
　博物館にお越しの際は、ぜひお買い求めください！

高岡市立博物館
オリジナルトートバッグ

好評
発売中！

材　　質：綿100パーセント
スペック：幅36×高さ37×底まち10㎝
　　　　　容量 約10リットル
持 ち 手：2.5×47㎝

親しむ会会員：１,０００円（税込）
一　　　　般：１,２００円（税込）
親しむ会会員：１,０００円（税込）

一　　　　般：１,２００円（税込）

高岡古文書ボランティア 募集要項 参加を希望される方は、以下の内容を
ご覧いただき、ふるってご参加ください。

１

２

３

４

参加条件　
《必須》「高岡市立博物館に親しむ会」会員
《次のいずれか》
・古文書講座を受講したことのある方
　（博物館「初めての古文書教室」以外の講座でも可）
・古文書調査や整理の経験のある方
参加費　
なし（ただし「高岡市立博物館に親しむ会」の入会必要）
参加方法　
申し込み不要（当日、博物館までお越しください）
活動場所　
高岡市立博物館 新館２階 第２企画展示室

５

６

活動日時　
毎月第３土曜日の14：00～15：30に開催

　２０１９年度の活動予定日

9/21、10/19、11/16、12/21、
2020．1/18、2/15、3/21
事業担当　
仁ヶ竹 亮介（高岡市立博物館 副主幹学芸員）

〒933－0044 高岡市古城1－5
TEL 0766-20-1572　FAX 0766-20-1570
メールアドレス：info@e-tmm.info

高岡市立博物館に親しむ会 事務局

※茶室「松聲庵」は、1日4,000円（税抜）で貸出も行っています。

呈茶席親しむ会
てい ちゃ せき
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