






 

 

 

４．１ 新年度発足(館長、主事、臨時各１名) 

２ 高森町史学会役員会（９名） 

３ 南信仏画の会（５名） 

６ 市孝会（15名） 

８ 第１回古文書研究会（17名） 

９ 在宅介護の会OB（６名） 

12 高森町史学会研修旅行（１泊） 

「上州高崎市の古刹巡り」（22名） 

14 第１回資料館運営委員会（７名） 

15  駐輪場屋根修理終了 

21  下市田史談会総会 館長講話「幕末維新期

における下伊那の国学」（30名） 

21  旧館駐車場に鯉のぼりの飾り付け（５名） 

22  ｢樹木剪定｣「芝生の管理」等の入札説明会 

22  第１回資料館調査委員会（13名） 

24  南信仏画の会（８名） 

25  家庭園芸教室（49名） 

28 千鶴萠会高森支部の皆さんの東京木目込

人形の飾り付け（13名） 

29 天理教の皆さんの奉仕作業（20名） 

30 豊丘南小２年１、２組（57名） 

５．１ 特別展｢五月人形と武具展｣５月30日まで 

２  高森南中学校37年度卒３年 A組（12名） 

７  高森北小６年 社会科学習（26名） 

７ 高森南小６年２組 社会科学習（31名） 

９ 家庭園芸教室（51名） 

11  高森南小６年1,3,4組 社会科学習（92名） 

13  第２回古文書研究会（18名） 

13  第１回資料館活用委員会（８名） 

13  喬木村伊久間 和の里の会（22名） 

15  鼎下山９班５組（20名） 

15  大阪府門真市立第五中学校三年生ホーム

スティ（７名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．19 大阪市立住吉中学校三年生ホームスティ 

（14名） 

27  藤井寺市立第三中学校三年生ホームステ

ィ（10名） 

29 南信仏画の会（８名） 

30 下市田一区自治会（58名） 

30  御前崎小・中学生（35名） 

30 藤沢市立第一中学校三年生ホームスティ

(４名)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あがたの杜古代学同好会の皆さん（６月） 

６．１ 刀の手入れ  中塚義弘氏 

４  吉田郷倉文書調査会＝むらの昔しらべ調査

委員会（12名） 

８  高森南小６年社会科学習（126 名）於：武

陵地一号古墳 

８  高森町史学会役員会（12名） 

９  第２回資料館調査委員会（13名） 

10 第３回古文書研究会（17名） 

12 家庭園芸教室（47名） 

15  高森南小６年２組 花壇手入れ（31名） 

17  高森南小６年２組 花壇花植え（31名） 

25 あがたの杜古代学同好会（12名） 

26 高森町史学会総会（23名） 

26 南信仏画の会（６名） 

26 むらの昔しらべ調査委員会（11名） 

於：吉田区民会館 

27  高森環境塾（76名） 

30  高森南小６年２組 花壇の手入れ（31名） 

７．１  特別展「高森の和歌と歌碑」７月31日まで 

１ 牛牧老人クラブ（43名） 

３ 第１回「時の駅」講座  

小林正人氏「歌会始の話」（57名） 

３ 高森町への転入者の皆様（17名） 

４ 高森町短歌同好会主催の柿の里短歌フォー

ラム（57名） 

６ 郡小学校長出張研修会（44名） 

７ ふれあいサロン出原お茶飲み会（20名）  

✑平成２２年度の記録✑ 

天理教の皆さんによる草取り作業（4月） 

 



８ 古文書研究会館外研修：諏訪市・茅野市(12名） 

９ 高森南小３年１,４組 社会科学習（62名） 

９  高森町史学会正副役員会（５名） 

10  六仁会（14名） 

11 蚕玉様百年祭（90名） 

館長出席 於：山吹上地区館 

13  高森南小３年２・３組 社会科学習（60名） 

14  鼎名古熊いきいき教室（20名） 

15  上郷古文書クラブ（11名） 

16  文化財の会（４名） 

18  高松古文書クラブ（５名） 

24 むらの昔しらべ調査委員会（18名） 

於：吉田区民会館 

25 高森町史学会地域めぐり（21名） 

27 尖石縄文考古館ボランティアサークル（20名） 

27 下市田三区高寿会（11名） 

30 第２回資料館活用委員会（８名） 

30 市田柿由来委員会役員会（４名） 

 

六仁会で町政について説明される町長（７月） 

８．１ 高森南小スポーツ少年団野球部六年生（９名） 

３ 遠藤英子さん（首都大学東京大学院生） 

考古資料のレプリカ作成 

３ 第３回資料館調査委員会（13名） 

８  家庭園芸教室（47名） 

10  市田柿由来研究委員会（16名） 

12  第５回古文書研究会（12名） 

17  市田中学校29年卒同年会（15名） 

18 飯田女子短期大学（国学ゼミ） 

小林先生引率（６名） 

28 南信仏画の会（６名） 

28 むらの昔しらべ調査委員会（18名） 

於：吉田区民会館 

29  淡交会長野県支部南信青年部（14名） 

９．１ 高森町史学会役員会（４名） 

３ 町会議員へ館長講話「松岡氏と井伊氏、高

森と中津川市、伊那谷の国学」（10名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下伊那保護司会北部分区の皆さん（９月） 

４ 第２回 「時の駅」 講座 宮原祐敬氏  

「光専寺」（33名） 

４ 家庭園芸教室（42名） 

５ 茶臼山のろし台まつり 館長参加 

５ 南小スポーツ少年団野球 保護者会（22名） 

７ 高森南小５年社会科授業「市田柿づくりの

さかんな高森町」（132名） 

９ 第６回古文書研究会（18名） 

10 高森町史学会幹事会（８名） 

11  むらの昔しらべ調査委員会（15名）於：吉

田区民会館 

13  下伊那保護司会北部分区（16名） 

22 第２回資料館運営委員会（６名） 

22 町田市立南大谷中学校二年生ホームスティ 

3グループ（14名） 

25 南信仏画の会（８名） 

27 飯田人権擁護委員会北部部会（18名） 

28 今村清之助子孫の会（15名）プロジェクタ

ーを寄贈される 

10．１ 福島県伊達市曳地一夫さん夫婦 柿の調査で来館 

５ 大鹿小５・６年生来館（20名） 

６  資料館委員・職員の研修視察 （１泊） 

 本居宣長記念館 ・ 伊勢神宮等（15名）   

10 家庭園芸教室（43名） 

11  むらの昔しらべ調査委員会（18名） 

於：吉田区民会館 

14  第７回古文書研究会（15名） 

14 駒澤大学岡村氏 片桐家古文書撮影に来館 

17 高森町消防団の救急講習会（17名） 

20 下伊那郡副町村長会研修会で「市田柿の歴

史」を館長講話（11名）於：高森町役場 

22 第４回資料館調査委員会（16名） 
22  館長出張授業 高森南小６年の秋の遠足で

「松岡氏について」於：松岡城址（127名） 

23  市田柿由来委員会役員会（４名） 

23 北原利雄氏の郡下初の手作り柿剥き機寄贈 



に対し感謝状を贈呈 

23 豊橋市の松下智氏が片桐家の茶室調査で 

来館 

24 坂城町の宮下氏が平田国学の調査で来館 

26  北原斌夫氏の特別展への展示品協力に対し

感謝状を贈呈 

30 南信仏画の会（８名） 

30 高校社会科の会（10名） 

11．２  特別展｢資料館所蔵書画展」11月30日まで 

６ 第３回「時の駅」講座 近藤昭弘 

｢下伊那の養蚕業の現況と展望」（23名）   

11  第８回古文書研究会（12名） 

15 むらの昔しらべ調査委員会（15名） 

於：吉田区民会館 

15 高森南小６年２組 花壇へパンジーを移植

(31名) 

27 南信仏画の会（10名） 

27 高森町史学会幹事会（９名） 

30 高森南小ボランティア委員会の窓拭き・落

葉掃き作業奉仕（15名） 

 

 

 

 

 

 

 

高校社会科の会の皆さん（10月） 

12．１  高森北小４年生 社会科学習（49名） 

２ 市田柿由来委員会幹事会（６名） 

７  高森中２年１，２組の出張授業「身近な地域

の歴史～国学（尊王攘夷）と高森」（82名）   

７  刀の手入れ 中塚義弘氏 

９ 第９回古文書研究会（16名） 

９ たかもり花づくり、人づくり講演会（44名） 

16  高森町史学会幹事会（11名） 

20 むらの昔しらべ調査委員会（11名） 

28  大正月飾りの飾付け 唐沢哲男さん 

28 高森町史学会幹事会（９名） 

１．13 臨時資料館運営委員会（５名） 

13 第10回古文書研究会（17名） 

15 小正月飾り作り教室（23名） 

16  スポーツ少年団南野球部保護者会（24名）         

18 高森南小ボランティア委員会の 

窓拭き奉仕作業（16名） 

25 高森中学校改築のため、書画等一時保管品

の搬入 

30 山吹上地区新春放談会で館長館外講座 

｢本学神社の創建｣（28名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雛人形を見学する 

みつば保育園の皆さん（３月） 

２．１ 第３回資料館活用委員会（８名） 

２ 高森南小４年生 社会科授業「昔の道具」

｢惣兵衛堤防」（118名） 

５  高森町史学会幹事会（９名） 

９  平成23年度予算理事者査定      

10 第11回古文書特別研究会（37名） 

10  市田柿由来委員会幹事会（６名） 

12 韓国京畿大人文学史学科教授 南相虎先

生が調査に来館 

19 地理同好会 館長講話「本学神社の創建と

維新期の山吹藩」（19名） 

26 南信仏画の会（５名） 

28 美人画教室の皆さんによる美人画飾り付け（９名） 
３．１ 特別展｢雛人形と美人画展｣３月 31日まで 

２  第３回資料館運営委員会（７名） 

２ みつば保育園 雛人形見学（56名） 

２ 下市田保育園 雛人形見学（32名） 

４  第５回資料館調査委員会（13名） 

８ 高森町史学会研修旅行「岡崎城と渥美半島

への旅」（１泊）（23名） 

10 下市田保育園 雛人形見学（104名） 

10 古文書研究会総会及び第12回研究会（19名） 

11 東日本大震災が発生（高森町震度４） 

資料館の影響は軽微 

15 下市田二区高寿会（８名） 

17 高森南小卒業式 館長出席 

23 子ども自然観察教室（72名） 

23 牛牧十王の秋葉大権現・金毘羅大権現碑 高森町

有形文化財指定報告会 館長出席（21名） 

26 南信仏画の会（10名） 

27 本学神社祭典 館長参列（32名） 
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