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A 原始・古代の歴史セット 推奨
学年

小６社会・中1
歴史

A-01 縄文土器破片

縄文時代中期（約6000～4000年前）の土器片
（深鉢）。深鉢は、主に煮炊きに使用された。

サイズ： 10×6×2cm　他

説明：

A-02 縄文土器複製品（深鉢）

縄文時代中期（約6000～4000年前）に北陸地方
で作られた土器の複製品。

サイズ： 直径18×高さ30cm

説明：

A-03 弥生土器複製品（台付かめ）

弥生時代（紀元前300年頃～紀元後300年頃）土
器の複製品

サイズ： 口径15×高さ20cm

説明：

A-04 須恵器　平瓶（すえき　へいへい）

古墳時代（３～７世紀）の須恵器

サイズ： 胴径13×高さ14cm

説明：

A-05 火起こし具（マイギリ）

大昔の火起こし具複製品。使用可能。　2セット
あり（２セット以上の貸出も可能）。

サイズ： 幅60×高さ65cm

説明：

A-06 貫頭衣一式

弥生時代の衣服（女性用・平服）の複製。着用
可。４セットあり（服・帯・首飾り）。

サイズ： 子ども～大人

説明：

A-07 貫頭衣一式（巫女用）

弥生時代の衣服（女性用・巫女）の複製。着用
可。１セット（上下衣・帯・首飾り）。

サイズ： 子ども～大人

説明：

A-08 石包丁（複製）

弥生時代の稲穂積み具複製品（滑石製）。使用
可。6点あり。

サイズ： 10.5×5.5×1cm

説明：

体験可 体験可

体験可 体験可
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Ｂ 美濃焼の歴史セット 推奨
学年

小４・小６社
会・中２地理

B-01 灰釉陶器（かいゆうとうき）

灰釉陶器（白瓷）は、美濃では平安時代（９～１２
世紀）に生産された。

サイズ： 口径15×高さ6cm

説明：

B-02 山茶碗

山茶碗は、平安時代末～室町時代（12～15世
紀）に生産された無釉の陶器。器種類は碗と皿
が中心である。

サイズ： 碗：口径12.5×高さ3.5cm、皿：直径8.5cm

説明：

B-03 鼠志野鉢（破片）

１６世紀に大窯で生産された。錆釉を総掛けした
後に長石釉を掛けて焼成すると鼠色に発色す
る。

サイズ： －

説明：

B-04 総織部皿（破片）

織部は１７世紀前半に連房式登り窯で生産され
た。青織部、総織部、志野織部、鳴海織部、赤
織部、織部黒、黒織部などの種類がある。

サイズ： 口径13.5×高さ3cm

説明：

B-05 志野織部向付（破片）

１７世紀前半に連房式登り窯で生産された。鉄
絵具で絵を描き、長石釉が掛けられている。

サイズ： 14×12×4cm

説明：

B-06 灰釉菊皿

江戸時代に連房式登り窯で生産された。

サイズ： 口径13×高さ2.5cm

説明：

B-07 灰釉折縁皿

江戸時代に連房式登り窯で生産された。

サイズ： 口径14×高さ2.5cm

説明：

B-08 鉄釉天目茶碗

江戸時代に連房式登り窯で生産された。

サイズ： 口径12×高さ7cm

説明：



学校用資料貸出セット 3 

B-09 鉄釉徳利

江戸時代に連房式登り窯で生産された。

サイズ： 胴径11.5×高さ25cm

説明：

B-10 染付磁器筆筒

美濃では１９世紀初頭から磁器生産が始まり、
明治時代になると細密画を施した染付磁器が市
之倉を中心に盛んに生産された。

サイズ： 口径5×高さ10cm

説明：

B-11 染付摺絵磁器煎茶碗

明治時代。摺絵は、伊勢型紙の染色技法を応用
した技法である。

サイズ： 口径7.5×高さ6cm

説明：

B-12 染付銅版磁器鉢

明治時代。銅板に模様を描いて腐食させて版を
作るエッチング技法を応用した絵付技法。

サイズ： 口径25×高さ7.2cm

説明：

B-13 根本焼奈良茶碗

明治～大正時代。根本で生産された染付磁器。
淡い呉須の色が特徴。

サイズ： 口径12.5×高さ9.5cm

説明：

B-14 上絵銅版美人皿

大正時代。釉薬の上に絵を付ける「上絵付」は美
濃ではとくに明治時代以降に盛んになる。女性の
絵が画かれた美人皿は輸出用で人気があった。

サイズ： 口径10.5×高さ0.8cm

説明：

B-15 上絵ゴム版蒸し碗

昭和時代。釉薬の上に絵を付ける「上絵付」は美
濃では明治時代以降に盛んになる。量産できるよ
うゴム版というハンコで絵をつけた。（黒色の輪郭）

サイズ： 口径9.0×高さ8.5cm

説明：
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C せんたくセット（民具） 推奨
学年

小３社会

C-01 たらい（木製）

昭和３０年代に電気洗濯機が普及するまで、洗
濯に使われた。（使用不可）

サイズ： 直径60×高さ24cm

説明：

C-02 せんたく板（木製）

石けんをつけた洗濯物をせんたく板にこすりつけ
て使用した。（使用不可）

サイズ： 52×23×1cm

説明：

C-03 炭火アイロン

中に熱した炭を入れて使用する。　　　　　　　　
【体験可→詳しくは12ページをご覧ください。】

サイズ： 20.5×10×21cm

説明：

C-04 鏝（こて）

火鉢の灰の中に挿して熱くし、布に折り目を付け
る。和裁に使用。

サイズ： 33×3×3cm

説明：

C-05 火熨斗（ひのし）

中に熱した炭を入れてアイロンのように使用する。

サイズ： 口径11.6×高さ6.6ｃｍ、柄の長さ22ｃｍ

説明：

C-06 伸子針（しんしばり）

和服をほどいて洗い、乾燥させるときに使う。
布をぴんと張ってしわがよらないように乾燥させる。
※竹ひごの先に針があるので注意してください。

サイズ： 48ｃｍ

説明：

C-07 金だらいとせんたく板と石鹸（体験用）

せんたく板は木製とプラスチック製各４コ。
金だらい８コ。
【体験可→詳しくは12ページをご覧ください。】

サイズ： タライ直径56×13cm

説明：

C-08 昔の共同井戸の風景（写真パネル）

多治見の昔の風景。共同井戸で、たらいとせん
たく板を使用している様子が分かるもの。

サイズ： A3サイズ

説明：

体験可

体験可
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Ｄ 炊事・食事セット（民具） 推奨
学年

小３社会

D-01 羽釜（はがま）

くど（かまど）で飯を炊くための釜。くどの写真パ
ネル付き

サイズ： 口径31×高さ30cm

説明：

D-02 飯櫃（めしびつ）

炊いた飯を移して、保管する容器

サイズ： 口径33.5×25cm

説明：

D-03 飯櫃入れ（イズミ）

飯櫃を入れて保温する容器

サイズ： 口径47×高さ27cm

説明：

D-04 箱膳（食器付き）

１人用の食事膳。箱の中に食器をしまっておき、
食事の時は蓋を裏返して食器をのせる。

サイズ： 25.5×25.5×11cm

説明：

D-05 ちゃぶ台

折りたたみ式のテーブル

サイズ： 直径87×高さ29cm

説明：

D-07 火吹き竹

かまどの火の調整に使う。小さい穴の方を火に
近づけ空気を送る。

サイズ： 長さ51cm

説明：

D-06 昔の食卓風景（写真パネル）

多治見の昔の風景。ちゃぶ台で食事をしている
様子が分かるもの。

サイズ： A3サイズ

説明：

先端

先端



 

E-04 豆炭行火（まめたんあんか）

火をつけた豆炭を中に入れ、暖をとる。

※豆炭付き

サイズ： 20×15×9.5ｃｍ

説明：

7
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F 商業・計量セット（民具） 推奨
学年

小３社会

F-01 五つ玉そろばん

玉が五つあるそろばん。現在は四つ玉

サイズ： 29×11×3.5cm

説明：

F-02 枡（一合・五合・一斗）

１合＝約180cc、５合＝約900cc、１斗＝約18リッ
トル
※枡かき付き

サイズ： 口径32×高さ31cm

説明：

F-03 棹秤り

皿の上にものを載せて計測する。使用可

サイズ： 棹の長さ49cm

説明：

F-04 バネ秤り

カギにものを引っ掛けて計測する。使用可

サイズ： 21×4.2×2cm

説明：

体験可体験可

F-05 銭枡（ぜにます）

硬貨を数える枡。

サイズ： 41×14.4×2.5ｃｍ

説明：

枡かき
（一斗枡のすり切り棒）
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G 戦時下セット（民具） 推奨
学年

小６社会・中
３歴史

G-01 国民服（少年用）

第二次世界大戦下、青少年が着用した服。

サイズ： 着丈68cm

説明：

G-02 ゲートル

足のスネに巻き付けて使用する。軍隊で用いら
れたが、第二次世界大戦中は国民服とともに男
子も着用した。

サイズ： 幅9cm

説明：

G-03 鉄兜（てつかぶと）

民間人がかぶっていたもの。

サイズ： 27.5×25×15cm

説明：

G-04 千人針腹巻

一人一針ずつ縫ってもらい、千個の結び玉を作
り、弾丸除けとして出征兵士に送ったもの。

サイズ： 136×14cm

説明：

G-05 木銃（もくじゅう）

学校などの軍事教練で使用された。

サイズ： 長さ164cm

説明：

G-06 水筒

陸軍の軍人が使用していたもの。

サイズ： 24×16×6cm

説明：

G-07 代用品（陶製スプーン・ナイフなど）

太平洋戦争下、金属を軍事に供出したために、
代用品として様々な製品が陶器で作られた。

サイズ： 21.5×4.5×1.5cm　他

説明：

G-08 児童・生徒の勤労奉仕（写真パネル）

太平洋戦争中の写真3種類。「国民学校児童の
勤労奉仕」「女学生の勤労奉仕」「中学生の出
陣」

サイズ： A3サイズ

説明：
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H 娯楽セット（民具） 推奨
学年

小３社会

H-01 真空管ラジオ

昭和３０年代頃まで使用された。日本でのラジオ
放送開始は大正１４年（約８０年前）。

サイズ： 42×20×25ｃｍ

説明：

H-02 レコード

シングルレコード。裏表に１曲ずつ入っている。

サイズ： 18×18cm

説明：

H-03 ポータブルレコードプレーヤー

実際に使用可能。昭和50年代のもの。

サイズ： 38×22×8cm

説明：

学校用資料貸出セット 10 

I 学校セット（民具） 推奨
学年

小３社会

I-01 昔の教科書

戦前の教科書（大正～昭和10年代）。尋常小学
校国語・算術・音楽・修身の教科書。

サイズ： 22×15cm

説明：

I-02 鐘

学校で始業を知らせる合図などに使用

サイズ： 直径16×高さ30cm

説明：

I-03 大正時代の卒業写真（写真パネル）

大正10（1921年）年頃の池田小学校の卒業写
真。全員が着物姿。

サイズ： A3サイズ

説明：

I-04 石盤（せきばん）

石筆で書いてノートとして使う。

サイズ： 22.5×15ｃｍ

説明：

体験可
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J 昔の遊びセット
推奨
学年

小３社会

J-01 コマ

ヒモをかけてまわすコマ。

サイズ： 5.5×5cm

説明：

J-02 竹とんぼ

両手のひらで心棒をこすり合わせるようにして
飛ばす。

サイズ： 16.3×13.5cm、14.5×14cm

説明：

J-03 お手玉

小豆や数珠玉を入れた遊び道具。

歌に合わせて放り投げて遊ぶ。

個数： 28個

説明：

J-04 おはじき・ビー玉

指ではじいて相手のおはじきやビー玉にあてる
遊び。

説明：

J-07 子守をしながら遊ぶ子ども（写真パネル）

昭和5（1930)年頃の子どもの写真。女の子は、
弟や妹を背中に背負いながら遊んでいる。

サイズ： A3サイズ

説明：

J-05 缶ぽっくり

缶の上に足を乗せ、缶に通したヒモを持って
歩く。

サイズ： 缶高さ11cm　ヒモ長さ70cm　個数：4セット

説明：

J-06 あやとり

両手でヒモをかけて指で取りながら、いろいろな
形を作る。

説明：

体験可 体験可

体験可
体験可

体験可体験可

個数：　１個 個数：　2個

個数：　おはじき　36個
　　　　　ビー玉　28個

個数：　7本
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Z その他 推奨
学年

小３社会

Z-01 箱枕

日本髪を結った女性が多く使用。ふとんの外に
置いて用いる。

サイズ： 20.5×10×16cm

説明：

Z-02 はんぞう（手洗い桶）

手洗い用に使われた桶。

サイズ： 直径31×高さ30cm

説明：

Z-03 下駄（げた）

男性用の下駄。表面に畳表が貼ってあるもの。

サイズ： 男性用

説明：

Z-04 黒電話

ダイヤル式黒電話

サイズ： 23×22.5×高さ13ｃｍ

説明：

Z-05 蓑（みの）

雪や雨を防ぐため
に着る。

サイズ： 長さ65ｃｍ

説明：



昔の道具の使用体験ができます 
（小 3 社会「古い道具と昔のくらし」の授業などにお奨めです。） 

 
 

C-03 炭火アイロン       5点まで貸出可能  

熱した炭を入れてアイロンをかける体験ができます。 

※炭は、学校でご用意ください。 

 
 
 
 

→ 
 
 
 

炭火アイロンの中に熱した炭を入れる。      炭火アイロンが温まったら、 

ハンカチにアイロンをかける。 

 

C-0７ 金だらいとせんたく板     

8セットまで貸出可能 

 
汚れた靴下を洗うと、汚れ落ちが

より良くわかります！

石鹸付 

昔と今の道具を比較するために、

昔の木製たらい（C-01)とせん

たく板（C-02)をあわせてお使

いください。
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 火打金               61 点まで貸出可能 

 

 

火打金を火打石に打ち付けて、火花

を起こす体験ができます。 
 
写真右のタイプの火打金は 46 点、

写真左のタイプは 15 点あります。 

 

 

 

 

 

 

F-03 棹秤り、04 バネ秤り        

 

 

 

 

 

 

 

棹秤り。2 点まで貸出可能。     バネ秤り。1 点まで貸出可能。 

 

 

昔の秤りを使って、身近な物の重さを実際

に量ってみる体験ができます。 

理科の学習にも適しています。 
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H-03 ポータブルレコードプレーヤー   1 点まで貸出可能 

昔のレコードを実際にかけて、聞く体験ができます。 

※レコードは文化財保護センターで用意できます。 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

貸出可能なレコード（一例） 

 

・童謡（「赤い靴」や「十五夜

おつきさん」など） 

・昭和の歌謡曲 

 
 

Z-03 下　駄        5 点まで貸出可能 

 

昔の下駄を履いて、歩き心地を体

験することができます。 

※室内での使用をお願いします。 

 

←女性用の畳表が付いて歯が薄

いタイプ（写真上）、男性用の桐下

駄（写真左下）、男性用の畳表がつ

いた下駄（写真右下）などの種類

があります。 
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昔の農具（田打機、麦播機）       各 1 点まで貸出可能 

 

 

←田打機（たうちき）。田の草を取るため   

の道具です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

←麦播機（むぎまきき）。麦を入れ、車を転

がすと少量ずつ麦が落ちる仕組みになっ

ています。 

 

 

 

 

背　負　子        1 点まで貸出可能 

 

 

背負子（しょいこ）は、道具を運ぶ

ための道具です。背負子に荷物を固

定して、背負って使います。実際に

背負う体験ができます。 

実際に昔の農具を動かす体験がで

きます。 

※校庭での使用をお願いします。 
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昔の 灯り        各 1 点まで貸出可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

灯明皿やランプなど、昔の灯りの道具の使い方を実際に

手に取って学習できます。 

※ランプに火を灯すことはできません。 

 

 

石　臼　        1 点まで貸出可能 

 

 

石臼で実際に挽く体験ができます。 

※衛生上、挽いた粉を食べることはでき

ません。 

 



多治見の昔のくらし・風景の写真
※多治見市図書館郷土資料室でこの他にもいろいろなくらしの様子・
　風景などの写真のセット（A3パネル）を貸出をしています。

共同井戸での風景。たらいで洗濯をしてい
ます。（昭和11年）

ちゃぶ台での食事風景。

紙芝居をみる子どもたち。

荷馬車で陶器を運ぶ様子。 大正時代の多治見駅。

昭和40年代の土岐川。川下から川上を望む。

大正10年頃の池田小学校の卒業写真。

※転載の場合は図書館郷土資料室に申請が必要です。
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写真セット貸出の申請・問合せ先

多治見市図書館郷土資料室　※日・月・祝日休

（多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク4階）

TEL23-3783　FAX24-6351



「写真セット」貸出許可申請書 

  年  月  日 

多治見市図書館長 様 

 

 

次のとおり貸出を受けたいので申請します。 

学校名   使用学年  

申請者/取扱責任者  電話番号    

使用目的   

借用期間     年   月   日～    年   月   日 （  日間） 

備考   

写真貸出セット（1 セット 10枚） ※希望のセットに○をつけてください 

№ 題 名 貸出希望 № 題 名 貸出希望 

1 
商店街（駅前・ながせ・広小路 

  
16 中央線・笠原鉄道・太多線   

          小路町・銀座） 17 乗り物の移り変わり   

2 多治見駅周辺   18 多治見の川と橋   

3 ながせ商店街   19 水と暮らし（洪水など）   

4 広小路・小路町   20 多治見の災害   

5 銀座通り   21 多治見の公共施設   

6 養正校区の昔の風景   22 多治見の建物と発展   

7 昭和・脇之島校区の昔の風景   23 多治見の農林業と畜産   

8 精華校区の昔の風景   24 昔の多治見の観光地   

9 共栄・北栄校区の昔の風景   25 永保寺   

10 池田校区の昔の風景   26 陶器まつり   

11 小泉校区の昔の風景   27 生活とまつり   

12 根本・南姫校区の昔の風景   28 陶磁器産業の担い手たち   

13 市之倉校区の昔の風景   29 多治見の風景   

14 滝呂校区の昔の風景   30 多治見のひとびと   

15 笠原校区の昔の風景         

◎申請前にお読みください。 

（１）   貸出を希望される場合は、電話で確認の後、申請書を持参、もしくは FAX かメールで提出してください。 

（２） 貸出期間は１４日間以内ですが、借用希望が重複している場合は日程調整をお願いする場合があります。 

（３） 貸出する資料については、担当者が責任を持って大切に取り扱ってください。万が一、破損された場合は、
修理の必要はありませんが、返却時に報告をお願いします。 

 

写真セット貸出の申請・問合せ先

多治見市図書館郷土資料室　※日・月・祝日休

（多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク4階）

TEL23-3783　FAX24-6351
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「学校用貸出セット」貸出許可申請書 

  年  月  日 

多治見市文化財保護センター所長 様 

 

次のとおり貸出を受けたいので申請します。 

学校名   

申請者/取扱責任者

（担当教員） 
  使用学年   

電話番号   FAX 番号   

使用目的   

借用希望期間        年    月    日～      年    月    日 （  日間） 

借用希望資料 

（希望のセットに○

をする。） 

    A 原始・古代の歴史セット 

    B 美濃焼の歴史セット 

    C せんたくセット（民具） 

    D 炊事・食事セット（民具） 

    E 暖房具セット（民具） 

    F 商業・計量セット（民具） 

    G 戦時下セット（民具） 

    H 娯楽セット（民具） 

  Ｉ 学校セット（民具） 

  J 昔の遊びセット 

    Z その他 

  単品（     点  ※別紙貸出資料一覧表にチェックを入れる） 

備考  

◎申請前にお読みください。 

（１）   貸出を希望される場合は、電話で確認の後、申請書を持参、もしくは FAX かメールで提出してください。 

（２） 資料はセット及び単品での貸出が可能です。セットで借用の場合はこの申請書 1 枚を提出してください。単品の場合

は、別紙一覧表に記入のうえ、申請書と併せて提出してください。 

（３） 貸出期間は１４日間以内ですが、借用希望が重複している場合は日程調整をお願いする場合があります。 

（４） 貸出する資料については、担当者が責任を持って大切に取り扱ってください。万が一、破損された場合は、修理の必

要はありませんが、返却時に報告をお願いします。 
                             

借 用 書   上記資料を借用しました。 

   年   月   日     氏名 

 

 

 

 

返却日 確認印 

  

連絡先：多治見市文化財保護センター 

℡２５－８６３３ FAX ２４－５０３３ E-mail:hogo-cen@city.tajimi.lg.jp 
〒507-0071 多治見市旭ヶ丘１０－６－２６ 

（※以下は、資料借用時に記入すること） 
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 「学校用貸出セット」貸出資料一覧表 申請者名

※単品貸出の場合こちらの申請書をお出しください
貸出希望の資料にチェックを入れてください

F　商業・計量セット（民具）
□ A-01 縄文土器破片 □ F-01 五つ玉そろばん
□ A-02 縄文土器複製品（深鉢） □ F-02 枡（一合・五合・一斗）　（枡かき付き）
□ A-03 弥生土器複製品(台付かめ） □ F-03 棹秤り
□ A-04 須恵器　平瓶（へいへい） □ F-04 バネ秤り
□ A-05 火起こし具（マイギリ） □ F-05 銭枡（ぜにます）
□ A-06 貫頭衣一式
□ A-07 貫頭衣一式（巫女用） G　戦時下セット（民具）
□ A-08 石包丁（複製） □ G-01 国民服（少年用）

□ G-02 ゲートル
□ G-03 鉄兜（てつかぶと）

□ B-01 灰釉陶器（かいゆうとうき） □ G-04 千人針腹巻
□ B-02 山茶碗　碗・皿 □ G-05 木銃（もくじゅう）
□ B-03 鼠志野鉢（破片） □ G-06 水筒
□ B-04 総織部皿（破片） □ G-07 代用品（陶製スプーン・ナイフなど）
□ B-05 志野織部向付（破片） □ G-08 児童・生徒の勤労奉仕（写真パネル）
□ B-06 灰釉菊皿
□ B-07 灰釉折縁皿 H　娯楽セット（民具）
□ B-08 鉄釉天目茶碗 □ H-01 真空管ラジオ
□ B-09 鉄釉徳利 □ H-02 レコード
□ B-10 染付磁器筆筒 □ H-03 ポータブルレコードプレーヤー
□ B-11 染付摺絵磁器煎茶碗
□ B-12 染付銅版磁器鉢 Ｉ　学校セット（民具）
□ B-13 根本焼奈良茶碗 □ Ｉ-01 昔の教科書
□ B-14 上絵銅版美人皿 □ Ｉ-02 鐘
□ B-15 上絵ゴム版蒸し碗 □ Ｉ-03 大正時代の卒業写真（写真パネル）

□ Ｉ-04 石盤（せきばん）
C　せんたくセット（民具）
□ C-01 たらい（木製） J　昔の遊びセット
□ C-02 せんたく板（木製） □ J-01 コマ
□ C-03 炭火アイロン □ J-02 竹とんぼ
□ C-04 鏝（こて） □ J-03 お手玉
□ C-05 火熨斗（ひのし） □ J-04 おはじき・ビー玉
□ C-06 伸子張り（しんしばり） □ J-05 缶ぽっくり
□ C-07 金だらいとせんたく板と石鹸（体験用） □ J-06 あやとり
□ C-08 昔の共同井戸の風景（写真パネル） □ J-07 子守をしながら遊ぶ子ども（写真パネル）

D　炊事・食事セット（民具） Z　その他
□ D-01 羽釜（はがま） □ Z-01 箱枕
□ D-02 飯櫃（めしびつ） □ Z-02 はんぞう（手洗い桶）
□ D-03 飯櫃入れ（イズミ） □ Z-03 下駄
□ D-04 箱膳（食器付き） □ Z-04 黒電話
□ D-05 ちゃぶ台 □ Z-05 蓑（みの）
□ D-06 昔の食卓風景（写真パネル）
□ D-07 火吹き竹 他にご希望がありましたらご記入ください

□
E　暖房具セット（民具） □
□ E-01 置炬燵（おきごたつ） □
□ E-02 湯たんぽ □
□ E-03 手焙り火鉢（火箸付き） □
□ E-04 豆炭行火（まめたんあんか）（豆炭付き） □

A　原始・古代の歴史セット

B　美濃焼の歴史セット
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施設見学・講師派遣依頼書 

 

　　  年  月  日 

 

多治見市文化財保護センター所長 様 

 

 

 

次のとおり、文化財保護センターの  □職員派遣  をお願いいたします。 

□ 見学          

※希望する方に☑を入れてください。 

学校名/団体名   住所  

学年   参加人数        名 （クラス数    ） 

担当教員/責任者   電話番号   

   所場

日時 
   　　　   年   月   日    時   分～   時   分 

 （雨天時   年   月    日    時    分～   時   分） 

希望する解説

の内容など 
  

 

 

              

 

 

 

               ※この依頼書を FAX または E-mail で送信してください。 

連絡先：多治見市文化財保護センター 

℡２５－８６３３ FAX ２４－５０３３ E-mail:hogo-cen@city.tajimi.lg.jp 

〒507-0071 多治見市旭ヶ丘１０－６－２６ 
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