
















コI路市立博物館50年の歩みと新館建設

て指定されている.日 国の台地には回折定史

跡として知られる1篤 ■岱■キランケ■ャン
,

と「春lt台 地●穴群Jつ 'あ る。同辺には遺断

も多い.l‐ イメの伝説もある.近 く|●ま か

つて本rl i坑 とも称された釧路■の基卓ヽ産業

の一つ ■成長した大T'キ 炭■がある.そ う石

貰を■搬する臨港■●が市東岸をtっ ている.

L永学的にも硫化水素の含有量世界一を記録

した,1味 ある湖である.1直物 1'鳥 も豊かで

地レ 地■の面
=も

卸路を語ること
'(さ

デ1路市プ)中 し公園でもある.ア ウト|ア :=
―
=「

1.′
'場

所とLて l・ Iの 条件を捕えてい

た。この
'こ

の情報を7人 の議
'Tllお

籠いし

既存のテータに基ついて [H千 138■ 3'13日

,1.後 1時力
',5●

問ほど 公民11を t'て

議責会を実施した.50人 ,iい 市民が出語し

熱亡0こ 討論に

'わ
られたのには青かされた、

こら杓容 す■■Nos 184 135合 ||う に|サ集し

てtヽ る  この|+の アン′(― |'母 晴iと なI  A

採湖の自然保護団体 1春ス llの 会Jが生まれ

現在も活動中である.流行のする会としなか

,た の1ま 誤解されないためである.館 として

ま機会ある●に本抹測に関する時報を

"報
に

のせ やすてこれは りi路薫書第15も
~i li

‖|」 とにてま七わられ千1行 される.`1年  新

“

がここ■■t=“tる り ,lllす は ニイ[がぢi

き企とな ,て いる

|‖館長 まこの年 4月 1日 付けでLHさ れ

て,る .

卸路 は口争1路両 =源 を有するJヒ ,ほ 道では

●■| 十ト  ス塩 によいで4番 目に人

きな河 =″ ,る .こ ′)'i"を 白Aと 人■の両

分曇|● 1, A■ 湖
=可

しような日論,こ で 本

格||な 証卜を行なおうと!召和39年 三十
',3■

■|■ またがる1画 で子■要■にIHみ 切 ,tl.

ま′JI路 ●よ|'オカ館|=:,Iす る証で1`T■ 11動 ′)

2,Llt言ル)|,れ ていない時でもち ,た たう

hき ,1美 フ″らなう■′J. しか L  二■●

画 ま そ力||■ きた卸路地方咆11■ 会へ引‖

力, バスで 日 |ろ 程度の訓企でし力な,

,た つ' その■果 ままとうられ当|● の館報 |=

■1+特共かヽまれて 昭千144年
=卿

絆競書第

11巻 としてTl行 されている、こ′)it,■  当

館の思想ら中 ■目||が達成さ′1る ●てお′し∫

当館の力 ■1苫 だ|十 で事業を行なわなくとも

よtヽ という

“

めてネ気な考えカカ1わ ることに

なる。「■がlkけ ■11■ が1`か る 式の発想で

ある |+物館環■をよくするたうに (ま  いろ

t'ろ な形でσ,条件r備が必要だからである.

昴路 流域の総合調査は やがて形を変えて

卸路湿原′)総 合調査というテーマ
=結

実|る .

東コI路貝塚のi重路工■に1+う 繁や発枯調査

は 北 ,●道の先史 て化の稿年学|1/.II究 を進

める上で また キ市1 アイヌ t化のこ源な

と いろいろな面でオリ,■ ルなデータを提

ltす るものとな0 その成果の一吉Fか講堂で

11113日 を11心 とする1週間 「考占学資*‖ 長J

として開催された。このキ民 ま ,'物
"資

本+

を■〒するに当り 山か りなりにも 証春

研究の裏付 すのもと■ その成果を民示する

という仲面を 観覧者に■示できた●
=そ

の

持つ意機(よ 大きか ,́た  これまでの|'1=よ

昭和27年 開●つ「L■■ を

'い

て「考占資料

展」,み であ‐た そ′tら 77民 ●
= 

ど|,ら か

といえIIIJや土手■
',お

い業めてヽたものに

迪当な解スを11え た■■■■ ,た だ||■  ■

覧者にヽしliた な具 |・ 七11,起 したらしい
.

これを契性 I=古子関係う特長11 ,F土や調i土

=を
会場に

'年
間|と されるようになる.|||=EI

r「36年 に本学考古学資卜室の全面的な協力の

もとにイ

'な

っ′:「

"1路

占|ヽ
‐
・化

'■

J とE召 f187

年十二道 勺.1地の大学並ずにll物

',の

協力をイ]

て開催 した「Jし 海道アイヌ文化民_ ま 未館

イにと■て印象深いものであったようである.

11をは 本,1の ■支時代か■占墳時代 |■ 至る

資卜「と北海道の資料を上し■■示したものであ

る 後者に 戦後の本道におけるこ′,種の催

しとして ま

`]め

て・・ 企画です)' 今館をll用

して行な ,た , こ′]|十 民では ヽ くIL幌

旭 方面からも観覧者を迎えること|こ な 1博
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到略市立博物ヽ50年の歩みとFI■建設

物館が叶間と距肛を栞り越えて大勢の人々力
'

市れるIt設 であるのを4ξ 十実にい|ヽ 機会であ

つた.ま た 方で ま 常設展ホであっても代

春性のないその地域の業|`を +かすことこよ

,そ うした地■になり得るということを館■

ひ関lT者 が身をもって体験〔きたからである.

丈|よ これにはもう つの人線があ ,た ヽ

米のアィメ民俗の民ホのイリ方を想定したの

と 昭和26年以来の■設民ホの .‐ 抗的なヽホ

春えを意識したのである.本館のこ′1ま でグ)

展示は 初代

"長
の|1祠 館長が建築空間を使

い●j, 心山を,い で作り上げたものである.

それに 館長 自ら言っていた言葉だ力.~民

示資本1は 蔵
『

,で ある。その置き方に問題があ

れ(it日 でも直さな |れ はならなtJと す|は

な‖したでt成に
'工

づ:す てきた晏ホである.

そう●■に大幅な民示更新などてきるもので

なてヽ.そ れを実行にルす11■ 階の作業に■え

たのである これを機会に 翌年から4ヶ ■

計画でなし崩しに 1■ を人文fl学 前●を考

■■ 21■ を魚類 地学 植物 動||と まと

めたのである。その後|ま 現十の新

"完
成ま

で日先を変えた小■換な民ホ更新にとどう

・今月の新資料 カケースを玄間にセ トし

Ih館 の完成を待つ民示となるのである.

博物t活動を進めてtヽ く上で 各置の問lT

け体の協力,必要である.特に学■■の少な

い地方の小規模館にと ,て ま ボランティア

活動もtl待できる貴重な存在である.凱4の

場合 高校■を

'め
た各種の■体の有七 年

形のI・77■ が 特 こ昭和喀0年 イヽ
=あ

って大きな

役割を果している. 当憤官と甲〈力■つな力',

がら,た のが卸路考I学研究会である.昭和

6年に1111さ ′1て |ヽ る。 当11の 會111 21,■
わたる新館の建撃にい Lて もI・1カ を■ |て い

る.昭和33年後半から事務局を当館へ
=し

会

場を提 l■ し月●会を行なうよう|■ なっている。

昭和40年代以FI活Flが少 L■滞気ltだが 遺

跡栞訪会や関係するテーマの付,1議 ,員 会では

主軒となりう力を■けている。

日本野鳥の会剣路支部も当館内に事吉局t
置いている。支部は昭千130年 に結成され 今

日も活動を続|ナ ている.バー ドウィークに国

んだ―t/1行 , ll鳥会 議演会 映画会を

どを共催している 全日の関係者の11入 りも

多い団体である.

春採』の会は 昭和38年 に発足した。10年

間ほと,務 l.を 置いていたが 今 ま■■して

いる.館の呼,か すで結成された自然l■ 護団

ltだ 卜に これまであ力関係が密なに保た
't■いに柿tし 合いながら違重,が続けられて,,

る.

到メ
`高

校郷土史研究会も昭和38年 に誕tし
ている 11内 5高校の郷十え 考占学 クラブ

が共通,項を持ち,っ て一本化されたもので

入:,議二 月

"1会

研究発表会 館itの調査

への参加などが行なわれ ■に出入する■伝

として ま極めてヽ神 |な 活動を■開 Lて いた

が 三見在 よ3●ほとが個り|に ご入りするのみ

でコ l‐ としてのまとま・ たイ1動 ま体眠状態に

ある

,1路 生物同好 ..も 1召 和38■ 73に 発 ltし た

日体である。卸 llt地方の生物に具穴を有する

人達が 生に会 L お |:tヽ に情報交換を行な

い II究発表会や公開講 |● 会をtl催 Lて いこ

うと結成され 月
「

1会 をとも今めて活発を
'舌動を展開 Lて いたが 3年ほどで活動を停正

している.現在は,1路 土物談話会 と,1路 昆虫

」lF会 として再編成され それぞれ
'立

して

'1会
が持たれている.

当館の普及活動を特tづ する出蹟物 (ま  ■

報である 昭●27年 1月 1■ 創刊さiし て以来

t月 定期的に 1日 も
'ヱ

れることなく発行 され

ていたが 昭●33年 に人, い稿難 も,]わ ,

B5女 8■ が 4■ となり 大きな活年で真を

ヽさく■■が■″していた これは招不134■ 1

11か ら回● して tヽ る.考 1学関係の記●が多

くなり 焔え後記 日誌抄なども加わり 号

を重ねるにしたが tヽ 地IIx■ ■の論文や報告

資本1招 介手が増え 誌名を「●変更し 頁″
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〕I眸市■博物競50年 の歩みと新

'建
設

も12頁 となり、発行回数も年 6回 と改められ

現在に■っている ここに掲載された原稿が

やがて訓路叢書として書き

“

められ 1冊 にま

とめられるイ専統が確tさ れるようになる。
「訓

路学Jと いう発想が生まれたrl胎 とな ,́て い

くのである.

Fr外 ,こ勤 でょ 1召和34年から遺rl探 訪全す

はしまる.最初の嗜|よ  t“分市訓査を兼ね

て行なわれた.根しに参加者とともに新し■

発,と をしようという発想,あ つたからである

これは卜あけの4月 の行事 として実施したI‐

期もある方'■●は 5月 5H■定着している.

■類標本抹葉会もこの年からである.

講,● 会や

“

談 ..も ひたばん 二行なわれるよ

う|=な ,た  昭不日34■ 8局 i4日 には '均●´

アにおける考古学|1調 壺」と題 Lた 江坂●弥

氏の講汽,■ |「 え 泉埼  吉崎昌― 刊 広

りI氏 らの応損を得て 北海道の■史tイヒを語

る」と題し多くの■深を業めて座議会が開催

さ′tて いる 北海道の●・ E史文化の特性や 新

大をの考占学nlな 調査法が1ヒ海道考ま学に,ユ

用できないかなどという話が出ている.

昭和35年 3月 12日 には「北

'毎

i重 人類学会の動

1l Jと 題した 日放氏 3月 19日 に よt々 保

■,t上による
~欧

米の 性物

“

Jと 題するスラ

イドを,■ した計●会う'開催されてtヽ る.以

後 ¬然保護 ユ千ヒ財ll it 新しい|'物館像

の確土をようて 計1●全 ll■ 画全 スライド

:ヽ■会などがくり,[し  く
''Eし

開|ま さ′t

今日
=至

っている.証tの 部を仕り, ス

ライド教室力'作 られたのもこの嘔である。兄

=福
|[週間に国んだ

'半
の一■として 5月 5

日の ■鶴 無沐1開放Jと
|こ どもの日の集い

が誕生したのもこの頃からである 11月 3日

の無卜1開放も同様である こ/1時期の事業の

予算措置はなされていず 有志の協力に恒●

ている。また 日・Fの
「
蟻ll工講習会Jや

'1製読習会Jは 中止され 標本採集会など自然保

護上問題のある■業についても 自
^観

・
~会

などに様変りが行なわれた。

資料の収葉活動も活発になった それは日

ulを 持った収業に変る.点数こそ少ないが
'

イメ民俗資IIの 計画的な時人 員11 化Fi標

本の栞集も行なわ′tて いる.貝 猥標本のほ長

:ま  国鑑に

'ら
す剣1路地方′)海岸産の只類の

F・l定ができるようなコー■―を設けるためで

あった.こ れについては 大方の同定が終 ,

たところ〔特民を行なっている.正確な同定

は 大山卜1氏が調査で未卸さ′せる機会をオlW

した.足工 植物標本の採集も
`テ

なわれたが

館職員の■ ljが 大熟で行き詰まり 自然科学

系魚員の配置が館 としてさしをまった問題 と

して,7「することになる.問 FI記 念1/7な どの

歴史資料の計画

"収
葉は 昭和38年 4月 の人

事異動で事務燕員 1名 の増 とな.た ため可能

とな った。原lt崚 をいまえ誰でも44L′ Lに な′t

る資料 ということで 終戦前後の資*11文 集が

行なわ′tた .

1菫 跡の緊急発■は年中行 T・ 化し 年を追 う

年に■l―力'大 きくなり 資卜「も増えるように

なった.問 もなく各種の資llの ヽ力1に 伴い 現

|の
'官

では保

" 
整理面で支■をきたすよう

=な
る そのため 1召 ]140年 十ヽには1ヽ11蔵

=
の増出が必千 七なり 'Fit「 |ヽ力 増設 ●

レ^ブ収賛中の開■ と相人ぎ さらに不足で

,ヽ益■||の「 蔵の 1昔 ,上 十 市イ,・ Tよ直下三ノ,

―

=1占
llと いう

'態
が■ Lて くる.査十

“

l■

な ゴ|よ 夜間にヽホ■■行なわれることもしま

しばで 各分野のあお″tた 資卜Hよ 展示iの生

間を埋
^つ

くし 観覧者の悪評を誘発するこ

とになる.1召 1130年 代グ)後半から40年代の前

半にかけては あらゆる問題の解決が専門職

員の増員と浙館建設以「 lに 解決策はないとい

う状況が作 り出さオtた 時期 といえる.

昭和ЮO年 |にの中●以1子 の当

"の
■1カ は 老

l● 化に,自 ■がかか り

'1'館
内各■の床の 部

かユけ7ち  E根 のni漏 ,が起二るという

'態が生している. これ ま it苺 課の証杢で

ttttt物に
'二

い

'1態

|■ あるといわ′1 大改

1方 が行なわれる昭和48年 ま■続いて tヽ る. し
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た・l,て  1百「130,|ヽ にお する建物の修倍工

事は ,i中 行
=|ヒ

していた このため11内 .l・ で

も 地震などのス■や火災■
==耐

え得るfT

しいtl・ う`切中されてtヽ たの■■るう' 1,民
世論を喚起させ 市の重要な紫を課題として

'「

上させられないまま推移していたのである.

t力  `その識会がま ,た くなか った訳==
なく そのJし しか■●1ま

=み
ら′tた  ●(よ

‖吾和35年 ll itの政策にからんで「1少年テ1学

つ官つ言1■う'市 として,考 えら″!た ときてある

■●日は昭和37年 fIの
「Ⅲ1/71,協議会の中上で

6,000m● ■の大,物■建設をIt■ ,べ さ=
あるという,は ,こ う'出 さ

`[た

ときで,ら る 前者

は Zオリ化の激しい|,物館を|ユ お ,て おく訂t

t=は いかなtヽ ので ひとます|1物館の■ ■■

少年■学節をi豊 設L 資料をそこに晨テ tて

おさ 人い■■物||を せ置L 総合IJな 博物

■ 1し たいという言舌〔らったか す (■■え

とな ,て tヽ る。後イも 昭和88,4'I II:II

斬埼|1良 が退職 き,t その後十

「

舒長が続い

た ,1豊 nt掘 ■■,,オ せたりして 同■のビ命

tた Iり 昭和39年■にI富 ,:之 ,「 長がtl■ す

るまilユ ,F・ tま ■|,越 さ,1た

4 新館建設へ向けての博物館活動

イ館ユ ■七| う■をま 卸■ |グ,場 合 な

まし既存力■物がら ,tt}に むす■ヽしか ,

たので(ま ないかとい1人 もいる.■ 後旭1市

月■1市 に
',1カ

Iがで たヽよ ,こ  そ′[ま で||

詢のil道 をイ|て ばビら■lF,1た とい
'意

見=
あるJす かしい間tでぁる.■に

'■

′ヽたとお

| コ!|■ の「ⅢI力

“

の昭「130,`ヽ は館活動i
よ1以「 ttし たちのとL 市民の話知はも

七11市 としてもほお■てぉけなくなり |.l

也何1決の勁こ‖十t,■ |を つかしため it
と斬 しい事業■五 ,こ まれたらだが ■■ ■

1ま ●力なバイとな
',な

いで,,た  ,″ 和40年

イヽヽとキち越されたの
=あ

る.招和40年■の

i舌動は キ■卜来ダ,日 ||を 達成■る心¨も ,́

夕1黙 1,■ |,物瑣150年 の,卜 みと新館建設

るか 市民■れはもとより 卸路1,が道束の

拠点者

`市

として機青ヒしていくために必要なt
設であり その結果及び成果が新館E“ ■■

動していくような生の洋いものとな ,た 。か

とい ,て  日常百,な ■|「勁を中止するのでは

なくこれま
=ど

おりにおこな ,て いくという

も 71である.稼動能力の限
=ヽ

の|し■である.

それぞれの,ス ,こ おてヽて,|と が,わ |を ,
,た l.● ま J旦 当したコ品業■をこなし 外

吉Fわ らの使11業 務
=両

え 1封 ,1の テーマの調

査
`1■

活l・ を
`子

ない 斯H ■■のま稿を普

さ 時たまテレビ ラジォ ]も 日,● L択キi
市 t力

'●
■に iltll■ 取 I Fnん で|ヽ くので

ある.■■力内のlJ'、 かは 地二人子のり|■

勁|IF「 t]≒ |〔 けて年中111+の 1:活 をするも

のもJて くるようになる ■と:´ てこうした

十よの11を LIた 姜■,確 ■
=″

tる ,)は  'i
口IIil台 |1良 の■

`し
た

'|′

[44■ 4月 以F千
=ヽ

ろう それ以前の■■●:之 ,1長 と「1軽 米止―

郎,1長 の市イ1期 間であるEIオ「39年 末,ら EH〒 1

44年 3月 まで
`'4■

7■ 月はそ′,■●■lと い

,る . しかし それら′)下■1ま ■の時期に■

れたとい●てしよ|_■ i饉建設i[品tLた 11●

Fしをコイi÷ 斬たな■1(の 開催 ■F■ 1■Ⅲ■
ダ)'= ‖■■■の「 民,■動とtti詢

“

ブ,

■ ,ヽ 詞●う洲11 ■||う 人最奇i曽 などす´ヽて

この■ lliヽ ■起ヽて|ヽ るか 1,■ ■る

01●言」o日 |[口 it  

“

■ =:■●力委

叫|ま  1日詢は0年 71114」 ,1,毎年行なわれる

よう|こ な ,た _当 日 11女 それぞ′141名 ダ]

委嘔者に¬しまtil,=令 交

`」

力■ 1 1:理

事者 ●|‐|「イ数 人の出市を■ ,議 ●を聞

=し
地ttF問 う'取 |` 1貢 を,1さ l.・ 載うるも

`'■
″,る .

I召 和41年 には '1■30年 を|」 さしバネルデ

スカンションを実IL Lて いる.式Ⅲ 祝贅会

の情「
バネラーを用意L 劃湾の

"物
11を

`えるパネ|し テスカ ′′Jシ を開催したのでお

る これにな 出席オからも■■に芍する■

“

|な ど,1,山 され 関係者ら貰Fを ■き ,

- 10














































































































































