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KA JI MARU

・「現地を訪って、郷土史を体験する」

・高岡古文書ボランティア

・令和2年度 会員募集のご案内、親しむ会からのお知らせ

主な内容
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親しむ会　呈茶席 毎年 春・秋 各４回（計８回）、茶室「松聲庵」掛待合にて実施
　　　　 （土曜日、各日 11:00～15:00、参加費400円）

※茶室「松聲庵」は１日4,000円（税抜）で貸出可能。

しょうせいあんていちゃせき かけまちあい

おとな

こもんじょ



　当会で、現地を探訪し案内･解説する郷土史の講師をしている。我々｢昭和人｣は、現物に強いが仮想もの
には弱いので、郷土史の学習は｢現地｣に限る＝百聞は一見に如かず＝と考え実践している。
　例えば以前、『勝興寺の故地と一向一揆を巡る』の題で勝興寺の移転の経路を辿る企画を立てた。

高岡市立博物館に親しむ会　研修部会長　樽 谷  雅 好

｢現地を訪って、郷土史を体験する｣
おとな

　｢中筋往来｣で井波を
目指す。越中一向一揆
は当寺から始まったの
であり、この道は江戸
時代に瑞泉寺へ詣でる
時に大いに利用された。
　文明3年（1471）から

蓮如は加賀にほど近い越前の吉崎御坊に居住して、
北陸に浄土真宗を広めた。
　その勢力を借りて富樫政親は加賀国守護の地位を
守ったが、余りにも過大な力に恐れをなして吉崎を
攻撃。多くの門徒が越中へ逃げ込み、瑞泉寺を頼っ
た。（後年、一向一揆が富樫を攻めて滅亡させ、加賀
国は一向一揆により「百姓の持ちたる国」（1488～
1580=織田信長方の軍勢が殲滅）となる。）

① 瑞泉寺（南砺市）

瑞泉寺（2010.9.4）

　福光城を拠点とする
石黒光義はこれを脅威
とし、文明13年（1481）
に瑞泉寺を攻撃した。
山田川を挟む田屋川原
で、石黒勢と門徒勢が
対峙するなか、医王山

から馳せ下って来た湯涌衆と土山衆（後の勝興寺）
が石黒氏の背後を攻めて、福光の石黒氏（本家）は
滅亡した。越中の一向一揆において、これが勝興寺
のデビュー戦であった（『闘諍記』）。

② 田屋川原古戦場（南砺市）

田屋川原古戦場 （2017.10.10）

　蓮如の叔父･如浄は、
越中の境近くの加賀国
二俣に本泉寺を建立。
　蓮如を本願寺の門主と
した功労者が如浄だった
ので蓮如は幾度も訪ねて
おり、また息子達を当寺
の住職に就けている。

③ 二俣の本泉寺（石川県金沢市）

本泉寺（2008.6.18）

　如浄の没後に、妻の
勝如尼が加賀境近くの
越中国土山の地に土山
御坊を建立し、蓮如の
子が住職を継いだ。
（1471～1494）

④ 土山御坊址（南砺市）

土山（2011.6.6）

　やがて、山奥の土山
から少し下った加賀往
来のそばに移転した。
（1494～1519）

⑤ 高木場御坊址（南砺市）

高窪 （2008.6.17）

　倶利伽羅峠に程近い、
現･小矢部市末友の地へ
と移転。住職が石山合
戦に参加して留守の天
正9年(1581)、木舟城の
石黒氏（福光の分家）に
攻撃され焼亡した。
（1519～1581）

⑥ 安養寺御坊址（小矢部市）

末友 （2008.6.17）

　下野国沼田からやっ
て来た沼田太郎右衛門
高信が勝興寺の侍大将
としての武功により、
蓑輪に所領を得た顛末
が、石碑に刻される。
　現在の小矢部市など
近在にある沼田家の祖。

⑦ 沼田塚（小矢部市）

沼田塚（2009.1.30）
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3
・総会、呈茶の会、歩く博物館、走る博物館、屋上開放（桜の時期）、郷土学習講座等の受付など
・各種イベント時の駐車場誘導

高岡市立博物館では、博物館事業・親しむ会事業の各種イベント時に手伝っていただける
ボランティアを募集しています。
＜ボランティアの主な内容＞

●ボランティアの申込は博物館事務所にて随時受付しております。

高岡市立博物館では、古文書の寄贈や所在情報を求めています。
ささいな情報でもかまいませんので、ぜひお寄せください！

高岡市立博物館ボランティア募集高岡市立博物館ボランティア募集

　旧･射水郡に移転してしまっ
た、砺波郡ゆかりの勝興寺の通
坊（言わば支社）として、江戸
時代の前期に石動町に建立され
た。（1598～2011）

⑧ 石動通坊址（小矢部市）

石動通坊址（2011.6.3）

　佐々成政が古国府城
の地を寄進して今に至
る。住職は今も故地に
因んで「土山」姓を名
乗っている。
（1584～現在）

⑨ 勝興寺（高岡市）

勝興寺（2011.6.2）

ど やま

…富山県民は、頑張れば、越中の約200年間の「中世史」を５時間で周ることができるのである。

　親しむ会では月に1度、博物館所蔵の古文書の整理を
行っています。
　あなたも一緒に高岡の歴史をひもといてみませんか。

１ 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・整理の経験のある方

２ 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）

３ 参加方法
申し込み不要（当日、博物館までお越しください）

４ 活動場所
高岡市立博物館 2階 第2企画展示室

５ 活動日時
毎月第3土曜日 14:00～15:30

６ 担当
 　仁ヶ竹 亮介（高岡市立博物館 副主幹学芸員）

高岡古文書ボランティア

4/18、5/16、6/20、7/18、8/22※、9/19、10/17、
11/21、12/19、R3.1/16、2/20、3/13※
※8月は第4土曜日、3月は第2土曜日に実施

●令和２年度の活動予定日

いするぎ

こ もんじょ
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オリジナルトートバッグ

こう どう

高岡初の市民映画

高岡市立博物館

「輝く孝道」 

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。

　神保 成伍氏（元高岡市立博物館長、洋画家）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！

オリジナルトートバッグ

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10ℓ
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）

■年会費　　・一般会員　1口 1,000円　　・賛助会員　1口 5,000円

■主な活動　・博物館の諸活動の協力、支援　
　　　　　　・高岡地域の歴史と文化に親しみ、互いに親睦
　　　　　　　を図る活動
　　　　　　・ミュージアムショップの運営　ほか

■申込方法
〇直接、事務局に申し込みする場合は、入会申込書に必要事項を記入のうえ、会費を添えて「高岡市立博物館に親しむ会」

事務局へお越しください。入会申込書は「高岡市立博物館に親しむ会」のホームページに掲載しております。
〇郵便振り込みをご利用の場合は、振込用紙『払込取扱票』に以下の項目をご記入の上、郵便局にてお振込みください。

なお、振込手数料は各自でご負担をお願いいたします。

■会員の特典・企画展、特別展、講演会などのご案内
　　　　　　・歩く博物館、走る博物館行事への参加、高岡古文書ボランティアでの活動、
　　　　　　　呈茶席などのご案内
　　　　　　・会報誌「鍛冶丸」の送付・郷土学習講座等の受講料割引　
                  ・図録の進呈（賛助会員のみ）

あなたも会員となって、郷土への理解を深め、市民に親しまれる
新しい博物館づくりに参加してみませんか。

・口座記号：00760－8 ・口座番号：100749　　・加入者名：高岡市立博物館に親しむ会　
・金額：年会費の金額 ・ご依頼人：郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、性別、年齢

会員募集のご案内令和２年度

　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。

1枚500円（税込）で好評発売中！
こう どう

高岡初の市民映画

高岡市立博物館

「輝く孝道」 

＊お一人さま
　何口でも可

こう し  ろく べ  え いし ぜ  や

１．研修部会　事業企画、歩く博物館等サポート
２．広報部会　会報誌「鍛冶丸」の作成
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　古文書の整理等

親しむ会では、各種部会のメンバーを募集しています。

好評発売中！
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