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柳戸信吾様

【会長報告】
島田副会長
小川会長御母堂様の通夜、告別式にたくさ
んの方にご会葬、また、９人にお手伝い頂き
会長に代わり心より御礼申し上げます。昨日
会長より会葬御礼のご挨拶の折、双柳の小川
家は農地解放で９０何％以上の畑を解放され
たと聞きました。
古い家には屋号があり、
小川
家は
「欅」
。双柳で
「欅大臣」
と言うとそれで通
じるわけでございます。
「自治会館を造ろう」
「山車を造ろう」等の話があった折にはまず
小川勇さんのところへ行き寄付をお願いして
その金額がはっきり出た後で、ピラミッド式
に寄付を集めるというのが双柳の常識となっ
ております。お母様の武子様は頭の良い方で
道で会いましても素晴らしい笑顔で声を掛け
て下さる優しいお母様でした。お子様２人、
お孫様２人を医者にされました。ご冥福をお
祈りしたいと思います。
【幹事報告】
会長御母堂様の葬儀、お手伝い有難うござ
いました。
１０／１０外国人留学生日本語スピー
チコンテスト
「ロータリー賞」
１万円を協賛。
３０年程前、
国道２９９号脇に飯能ＲＣで建てた
「交通安全都市」の看板と木を
「何とかして」と
の依頼が昨日ありました。例会後、理事で検
討し至急返答したいと思います。
◎例会変更のお知らせ
◇所沢中央ＲＣ
・１０／１０（月） 例会取消（法定休日）

・１０／１７（月） 振替休日 ９（日）所沢まつり参加
【出席報告】無届欠席１名 半田出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
美味しく頂いているこの食事、皆さんおい
くらだと思いますか。是非無届欠席の無いよ
うにお願い致します。
【Ｍ
Ｕ】
９／８ （所沢東）半田君
９／１３（日高）田辺君
【結婚・誕生日祝】
大崎親睦活動委員
◇会員誕生日おめでとう
４木川君、９中山君、１９土屋（良）君
２２神田（敬）君、２８土屋（崇）君
◇夫人誕生日おめでとう
１１大野（泰）夫人、２３森夫人、２８和泉夫人
◇結婚記念日おめでとう
大野（泰）君、大野（康）君、藤原君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・柳戸郷土館館長様、本日は卓話よろしくお
願い致します。
矢島（巌）君、半田君
吉島君、間邉君、和泉君、吉田（行）君
島田君、矢島（高）君、馬場君
・お誕生日祝い有難うございます。木川君
土屋（良）君、土屋（崇）君、中山君、神田（敬）君
・妻の誕生日祝い有難うございます。
和泉君、森君

・結婚祝い有難うございます。藤原君、
大野（康）君
・早退
石井君、
大野（康）君
本日計４３，
０００円、累計額１８４，
００２円。
◎２１日例会当番は平沼、半田会員です。
【卓
話】
講師紹介
森プログラム委員長
１９６１年、飯能市生まれ。８５年、明治大学卒
業後、
８７年に市役所にご入所。
９０年の郷土館
開設準備にも携わる。
生涯学習課に異動、
０３
年、郷土館に再着任。１２年、館長就任。

地域振興に果たす郷土館の役割
飯能市郷土館

館長

柳戸信吾様

タクシーの運転手に
「郷土館まで」
と言って
も半分位は分からない。
「市民会館の隣にある
やつです」
「ああ、ウラですね」
「いいえ、
オモテ
の郷土館です」と言っています。Ｈ２年開館、
今年で２５年経ちます。郷土館はれっきとした
博物館です。博物館法に規程されており、館
の活動、職員数、資料点数を申請し、Ｈ１２年に
「登録博物館」
として認められました。県内の
市立博物館は「浦和くらしの博物館民家園」
「さいたま市立浦和博物館」
「さいたま市立博
物館」
「戸田市立郷土博物館」
「朝霞市博物館」
「川越市立博物館」
「入間市博物館」
「行田市郷
土博物館」と当館の７市９館。
「狭山市立博物
館」
「所沢航空発祥記念館」は入っていません。
今、
「郷土館は『地域の情報センター』です」
と宣伝し、
「地域の事は郷土館に聞けば何で
も分かる」を目指しています。常設展示、特
別展、講演会、学習会、資料・情報の収集、
研究。最近は館外活動も多くなっています。
力を入れているのが毎年の特別展。
「飯能炎上」
（Ｈ２３）
はポスターが映画と間違われました。
「山上の霊地」子ノ権現、竹寺、高山不動、岩殿
観音。
市内に４つの山岳寺院は珍しい
（Ｈ２４）
。
「この霊園はどこにあるのか」
と聞かれたポス
ター。
「飯能方面湖水の如し」明治４３年、
吾野
駅周辺の水害、
飯能の災害の歴史を取り上げる
（Ｈ２５）
。
「機屋の挑戦」
絹ではない綿織物
（Ｈ２６）
、
「武蔵野鉄道開通」
（Ｈ２７）
。市に関係があり魅
力的なもの、地域の歴史を発展させるものを
中心に行っております。今年は
「高麗人集結」
高麗郡建郡１３００年記念の特別展です。
「レファレンス」
は調べ事に対する援助の事。
「地域に関して分からない事があったら郷土館
に来て下さい」
と宣伝
しています。５、６年
前までは図書館で対
応していましたが直
接郷土館に質問が来
るようになり、年間
１５０件程あります。
非常に大事な事と考
えております。
「出前講座」は学芸
員が小中学校等に行
って話をします。Ｈ
２７年度は２１件６３２
人、今年も現在まで

に８件３８５人に実施。
「飯
能市の地理・歴史の概要
を教えて欲しい」
が多く、
また、
防災訓練に合わせた
「災害史」や「渡来人」関係
等の内容でした。
飯能市はまちの活力が
低下し、山間地域は特に
不振、少子高齢化で人口
減少、
「消滅可能性都市」
にも挙げられ、市として対策を頑張っている
ところですが、郷土館も、文化の範疇だけで
なく地域の現実的な課題に対して何が出来る
か考えていかなければいけない。歴史が好き
な人だけが郷土館に来るという時代ではなく
これからは皆に役に立つ活動をしなければい
けないと考えております。
具体的には、１つは「地域の情報センター」
としての役割。今までの郷土館のあり方の発
展形で、それを市街地活性化、山間地域振興
にも向ける。もう１つは「他の機関との連携」
。
学校教育の質をより高めるという形で子育て
をし易くする等。そして、市民・企業・地域と
の連携を進め、一緒に考えていきたい。
今年から始まった「第５次飯能市総合振興
計画」は今後１０年の市の姿を計画したもの。
「水と緑の交流拠点 森林文化都市はんのう」
～変える１０年！変わる１０年！「飯能市から
始まる日本の創生」
。
この中の
「オンリーワンの
森林文化都市創造プロジェクト」
は、あけぼの
子どもの森公園、宮沢湖周辺、飯能河原・天覧
山周辺の魅力を高め、この３か所を回る形を
構想し、山間地や市街地に誘うというもの。
歴史系博物館として、
自然を扱う事は無かった
郷土館ですが、飯能河原と天覧山の中間に位
置する都市回廊の中の一拠点として、この地
域の魅力を出さなくてはいけないと考えてお
ります。飯能河原・天覧山周辺の魅力の１つは
多くの種類の動植物。日本最小のカヤネズミ、
ムササビ、ヌマトラノオ、等。谷津田の再生で
多様性が増えた。もう１つは絶滅危惧種が多
い点。エビネ、キンラン、オオタカ、オオムラ
サキ。これらが山深い所でなく市街地の近く
にあるのが魅力。その自然に加え、歴史的な
石造物等も全て含めたものを郷土館でアピー
ルして行きたい。そこで来年度は常設展示を
改装する事になりました。
「今、山でどんなも
のが見られるか」
「どんな鳥が飛んでいるか」
を紹介し、その事で、
そのまま帰るのではなく
さらに進んで行き、あるいは確認する。もう
１つ、
「まち・山地・台地」それぞれの地域の
特徴を示し、まちに誘う、山間地域に誘う、
という展示を構成したい。
自然分野に関しては、市役所内で今までは
担当する箇所があったようで無かった。飯能
の何処を指して
「自然に恵まれた」
「豊かな自然」
と言っているのか実は答える事が出来ないと
いう状態だった。これからは自然の情報も含
めて郷土館で発信する。飯能の魅力を積極的
に発信し、そして、周辺の自然、まち、山間地
域へ人々を誘う機能を果たしていく。今まで
にないパターンに変えようと思っております。
是非皆様のご協力を頂ければと思います。

