
　企画展のあゆみ

年度 開催期間 分類 内容 展示数 入館者
数平成7年度 7月20日～8月31日 企画展 「川祭り展」

１0月1日～10月31日 企画展 「濃尾大震災と阪神大震災展」

12月15日～1月31日 企画展 「引札展」

3月18日～3月31日 私のコレクション 「筆と墨つぼ」

平成8年度 4月1日～4月16日 私のコレクション （引き続き）　「筆と墨つぼ」

6月16日～8月9日 私のコレクション 「東京オリンピック回顧展」

8月12日～9月20日 企画展 「笠松隕石展」

12月2日～1月20日 私のコレクション 「レンズ付フィルム展」

2月2日～3月7日 企画展 「街なみ絵図展」

平成9年度 5月6日～6月6日 企画展 「はきもの展」

6月16日～7月16日 企画展 「白川町展」

10月16日～11月20日 特別企画 「笠松道中展」　（資料室開室3周年記念企画）

1月5日～1月30日 企画展 「干支・寅年展」

2月5日～2月27日 私のコレクション 「木版画・森秀雄となかまたち展」

平成10年度 4月11日・12日 企画展 「笠松陣屋展」　（春まつり協賛企画）

8月14日～9月25日 特別企画 「笠松湊展」　（歴史民俗資料館新装オープン企画） 200

8月29日 講演会 「笠松湊における水運」　（開催記念事業講演会） 49

　　講師：岐阜県博物館学芸部課長補佐　松田 千晴氏

1月5日～2月14日 企画展 「干支・卯年展」

3月2日～3月22日 私のコレクション 「陶芸・永田和男となかまたち展」

平成11年度 4月15日～5月30日 企画展 「ふるさと笠松・いまむかし　― 絵で見るわが町 ―」 100

7月15日～8月27日 企画展 「模型電車は走る ―Ｎゲ－ジに夢をのせて―」 200

10月23日～11月28日 特別企画 「県政発祥の地・笠松 ～陣屋、笠松・岐阜県庁もここに ～」 180

　　（資料館開館5周年記念特別企画）

　　【第14回国民文化祭協賛】

11月21日 講演会 「美濃郡代と笠松」　　（5周年記念事業講演会）

　　講師：岐阜市本郷小学校長　友田 靖雄氏

1月5日～2月13日 企画展 「干支・辰年展」 500

3月15日～3月31日 企画展 「かさまつ・文化財展」　　（笠松町文化財登録実物展示） 76

平成12年度 4月1日～4月30日 企画展 （引き続き）「かさまつ・文化財展」 76

　　（笠松町文化財登録実物展示）

5月17日～6月25日 私のコレクション 「1970年大阪万博記念切手展」 320

6月末日～7月末日 「商家の帳場復元」

7月21日～8月30日 企画展 「昔の遊び道具 ― 明治・大正・昭和のおもちゃ ― 」

9月26日～10月27日 企画展 「織物の歴史と美濃縞」

11月18日 講演会 「関ヶ原合戦と米野の戦い」

　　講師：岐阜県歴史資料保存協会会長　加納 宏幸氏

11月21日～12月10日 企画展 「くすのきから見た笠松と写真で見た笠松」 50

1月9日～2月18日 企画展 「干支・巳年展」 100

2月27日～3月18日 私のコレクション 「カタログで見る・なつかしの車」

平成13年度 4月3日～5月25日 企画展 「引札 ― 明治・大正の商業広告」 40

6月5日～6月22日 私のコレクション 「木版画で見るふるさとかさまつ」

7月24日～9月16日 企画展 「明治からの教育文化史」 210

9月15日 講演会 「明治初期における小学校の開業と展開」

　　講師：岐阜県歴史資料館資料課　簑島 一美氏

10月9日～12月9日 企画展 「濃尾大震災 ― そのとき笠松は― 」 80

1月4日～2月17日 企画展 「干支・午年（壬午）展」



年度 開催期間 分類 内容 展示数 入館者
数平成13年度 3月5日～3月17日 企画展 「遺墨―かさまつ出身・ゆかりのひとたち―」 34

平成14年度 4月5日～5月19日 企画展 「街道 ―笠松を通った鎌倉・笠松（名古屋） 150

　　　　　　　　　　　　鮎鮨・伊勢・御成街道― 」

6月11日～7月14日 企画展 「昔の装いと小物」 160

7月30日～9月16日 企画展 「昆虫展 ― 世界最大を競う虫たちが笠松へやってきた― 」 160

9月14日 講演会 「昆虫おもしろ話し」

　　講師：名和昆虫博物館副館長　名和 哲夫氏

10月1日～10月27日 私のコレクション 「女の手の跡　― ちりめん細工の華― 」 200

11月12日～12月15日 企画展 「農具 ― 農民の仕事と暮し― 」 100

1月7日～3月2日 企画展 「干支　未年展」 590

平成15年度 4月1日～6月8日 企画展 「笠松をささえた木曽川」 150

7月1日～8月31日 企画展 「何世紀も生きる商品たち」

9月13日 歴史探訪 「瑞應寺の仏像を訪ねて」

　　講師：各務原高校校長　川瀬 善忠氏

　　講師：瑞應寺住職　　　　伊藤 寧浩氏

9月9日～9月28日 私のコレクション 「ステンレス工芸　思い出のプロペラ機」 56

10月15日～12月7日 企画展 「水彩画で見る笠松の歴史」

1月6日～2月15日 企画展 「干支 申年展」 513

3月2日～3月21日 企画展 「笠松の画人　山田訥斎」

平成16年度 4月6日～5月16日 企画展 「きりえ」

5月15日 歴史探訪 「慈眼寺 （円空仏） を訪ねて」

　　講師：鈴木　正太郎氏

6月8日～7月4日 私のコレクション 「更紗型紙・よみがえった古布たち」 190

7月21日～8月29日 企画展 「おりがみ ― 紙のふしぎな世界 ―」 300

9月1日～12月5日 館蔵品展 「商いの道具 ― 川湊を中心とした商工業― 」 200

1月4日～2月6日 企画展 「干支 酉年展」 900

3月1日～3月23日 企画展 「郷土の先哲　漢詩人伊藤冠峰」 45

平成17年度 4月8日～6月12日 企画展 「美濃天領　笠松八幡さま」 80

7月5日～8月28日 企画展 「竹工芸～竹にみる昆虫たち～」 600

9月13日～10月23日 企画展 「写真で観るかさまつの歩み」 226

11月22日～12月4日 館蔵品展 「灯と暖　～昔の生活～」 150

11月22日 歴史探訪 「下羽栗地域の文化財を訪ねて」　（光得寺）

　　講師：元岐阜歴史資料館館長　波多野 寿勝氏

　　　　　　光得寺住職　　　　　　　　 松原 智晃氏

1月4日～2月12日 企画展 「干支　戌年展」 1300

3月7日～ 私のコレクション 「写真で見る笠松を走る沿線　今と昔」 250

平成18年度 4月11日～6月4日 企画展 「拓本　～笠松の句碑・詩碑たち～」 22

7月11日～8月20日 企画展 「昔の電波　～ラジオとデンワたち～」 205

9月8日～9月29日 私のコレクション 「花結び　桐林照子と花結びの会」 300

10月13日～12月3日 館蔵品展 「遺跡と遺物にみる笠松のあけぼの」 250

11月22日 歴史探訪 「笠松地域の文化財を訪ねてみませんか」　（蓮国寺）

　　講師：獅子門道統第41世　大野 鵠士氏

　　　　　 蓮国寺住職　　　　　　野々垣 泰仁氏

1月4日～2月4日 企画展 「干支　亥年展」 800

3月1日～3月30日 企画展 「笠松の儒学者　角田　錦江」 50

平成19年度 4月10日～5月20日 企画展 「年中行事にみる明治からのお人形たち」 250

6月5日～7月1日 私のコレクション 「テレホンカードと道路通行券」 1150

7月18日～9月9日 企画展 「昔の遊び　凧」 110

　　【体験コーナー　「親子で凧作り」】　4日間

11月24日 講演会 「岐阜にあった二つの陣屋」



年度 開催期間 分類 内容 展示数 入館者
数平成19年度 　　講師：岐阜県教育文化財団

　　歴史民俗資料館歴史資料担当監　河井 信行氏

1月4日～2月17日 企画展 「干支　子年展」 770

3月1日～3月21日 企画展 「鉛筆画による笠松の歴史」 110

平成20年度 4月8日～5月11日 館蔵品展 「江戸・明治の火消し 87 1197

6月3日～6月29日 私のコレクション 「押し花にみる童謡と民話の世界」 24 889

7月25日～9月7日 企画展 「昔の遊び　独楽・面子の魅力」 491 896

10月7日～12月7日 企画展 「切手と貨幣で巡る時代の歩み」 690 1032

1月6日～2月8日 企画展 「干支　丑年展」　開催 806 716

3月7日 講演会 「昭和天皇がお泊りになったぎ岐工記念館」 95

　　講師：揖斐川歴史民俗資料館長　高橋 宏之氏

平成21年度 4月7日～5月31日 企画展 「版画　日本の旅　百選」 136 2603

7月22日～8月30日 企画展 「くらしの道具　昔と今」 230 948

10月6日～11月29日 特別企画 「織りと染め　～笠松の風景～」　（町生誕120年記念企画） 20 2520

11月7日 講演会 「笠松をささえた美濃縞」 50

　　講師：岐阜女子短期大学教授　野田 隆弘氏

1月5日～2月7日 企画展 「干支　寅年展」 900 791

3月2日～3月28日 私のコレクション 「ステンレス工芸模型　～プロペラ機で回想～」 38 1511

平成22年度 4月6日～5月16日 企画展 「旅に生きた絵師『蓑虫山人』」 1565

6月8日～6月27日 私のコレクション 「懐かしの映画パンフレット」 400 343

7月13日～8月22日 企画展 「木曽川　～河跡湖（トンボ池）・水没遺跡・石畳み～」 400 883

8月21日 講演会 「木曽川　～水と人間の生活とのかかわり～」 85

　　講師：各務原市役所観光文化課　渡辺 博人氏

9月14日～11月7日 館蔵品展 「あかり　～あんどん・ちょうちん～」 120 1267

1月4日～2月13日 企画展 「干支　卯年展」 1300 1117

平成23年度 4月5日～5月8日 企画展 「松本五竹」 70 716

6月7日～6月26日 私のコレクション 「中世のかさまつ物語」 80 570

6月25日 講演会 「木瀬草庵物語　美濃・尾張の念仏宗」 110

　　講師：ふるさと語り部　　大竹　庸元氏

7月20日～8月28日 企画展 「竹工芸にみる童話の世界」 55 730

10月4日～11月27日 企画展 「岐阜工業高校 ～ 笠松とともに歩んだ笠工 ～ 」 290 1230

1月4日～2月12日 企画展 「干支　辰年展」　開催 800 821

平成24年度 4月10日～5月13日 企画展 「笠松の獅子門の人たち ―芭蕉・支考からの流れ 今も―」 50 1055

4月15日 「入館10万人達成記念セレモニー」

4月21日 講演会 「獅子門　日本最古の俳諧結社って！？」 1055

　　講師：獅子門道統第41世　大野 鵠士氏

5月12日 講演会 「金環日食を知ろう！」

　　講師：元小中学校教師　関谷 全昭氏

6月5日～7月1日 私のコレクション 「古布　五節句にみる風習」 18 1055

7月24日～9月2日 企画展 「折り紙のふしぎ」 360 1133
　　【体験コーナー　「折り紙で多面体を作ろう・ミナモチャン

                          　　　　　　 魔法のぬりえであそぼう」】　4日間 833

9月7日～10月8日 懐古展示 「あれから47年　岐阜国体」 53 800

10月5日～11月25日 館蔵品展 「古図にみる笠松の地形」 60 2096

1月4日～2月11日 企画展 「干支　巳年展」 1000 800

3月1日～3月10日 館蔵品展 「日本の凧」 60 338

3月1日～3月10日 館蔵品展 「中山道美濃十六宿」　

平成25年度 4月9日～6月2日 企画展 「紙紐バンド細工 ～ 昔の暮らしにタイムスリップ ～ 」 60 1907

6月12日 「大船模型（10分の1）『笠松相生丸』受領お披露目の会」

6月22日 歴史探訪 「まちの駅『専養寺』を訪ねて」 65



年度 開催期間 分類 内容 展示数 入館者
数平成25年度 　　講師：住職　森　俊徳氏　・　庫裏　森　香禮氏

6月25日～7月15日 私のコレクション 「見たい　見せたい　知りたい　わっちの珍品・珍器」 230 706

8月10日～8月24日 資料展 「鮎鮨街道」 17 385

9月10日～10月14日 企画展 「伊勢型紙 ～ ときを重ねて ～ 」 83 973

　　【体験コーナー　「伊勢型紙に挑戦！」】　4日間


