
展示資料一覧 

№ 展示資料 所蔵先 採集地他 備考 

１ 暦 太陽暦採用ニ付(明治 26 年
[1893]) 

大塚家文書 小山市犬塚 小山市文書館蔵 

２  
農家年中行事表(明治 42 年
[1909]) 

金沢家文書 小山市白鳥 小山市文書館蔵 

３  明治二年暦 青木家文書 小山市大川島 小山市文書館寄託 

４  
明治 17年略暦本(明治 16年
[1883]) 

日向野家文書 小山市東黒田 小山市文書館寄託 

５  
明治三十三年略暦(明治 32
年[1899]) 

天谷家文書 小山市小薬 小山市文書館寄託 

６ 大正月 正月棚 再現 小山市武井（関家）  
７   正月棚 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田（菅沼家）   

９   エビジメ 栃木県立博物館 真岡市京泉   

８   歳徳神御影 青木家文書 小山市大川島 小山市文書館寄託 

10   若水桶 栃木県立博物館 日光市土呂部   

11   若水桶・柄杓 海老沼昇 小山市白鳥   

12   三日月様（お供餅） 再現 小山市雨ヶ谷  
14   注連縄(一尺ゴボウ) 当館 小山市白鳥  

15   注連縄(熊手) 当館 小山市白鳥  

16   注連縄(オカマサマ) 当館 小山市白鳥  

17   注連縄(首曲り) 当館 小山市白鳥  

18   注連縄(一尺玉) 当館 小山市白鳥  

21   注連縄(俵〆玉) 当館 小山市白鳥  

23   注連縄(二寸玉) 当館 小山市白鳥  

24   注連縄(二ツ目下げ玉) 当館 小山市白鳥  

25   注連縄(丸下げ玉) 当館 小山市白鳥  

26   注連縄(輪棒) 当館 小山市白鳥  

27   注連縄(二寸玉) 当館 小山市白鳥  

28   注連縄(宝舟) 当館 小山市白鳥  

29   注連縄(大七五三縄) 当館 小山市白鳥  

30   注連縄(竹〆) 当館 小山市白鳥  

33   注連縄(一尺五寸玉) 当館 小山市白鳥  

34   注連縄(細下げ) 当館 小山市白鳥  

35   注連縄(細中太) 当館 小山市白鳥  

38   注連縄(舟) 当館 小山市白鳥  



39   注連縄(大根) 当館 小山市白鳥  

41   注連縄(えび) 当館 小山市白鳥  

42   注連縄(二尺下げ細ゴボウ) 当館 小山市白鳥  

43   注連縄(二尺ゴボウ) 当館 小山市白鳥  

44   御節料理 レプリカ 小山市生良  
45   御札（天照皇大神宮） 関 昌 小山市武井   

46   御札（御年大神神璽） 関 昌 小山市武井   

47   幣束 関 昌 小山市武井   

48   幣束 関 昌 小山市武井   

 山入り タケヅツ 栃木県立博物館 日光市唐風呂  

49 鍬入り 鍬入り（供物） 再現   
50 小正月 マユダマダンゴ 栃木県立博物館 足利市 再現 

51 マユダマ マユダマダンゴ 再現    

52   繭玉飾り 当館  
 

53 小豆粥 小豆粥 レプリカ  
 

54   ハラミバシ 当館 栃木市入舟町   

55   ハラミバシ 栃木県立博物館 日光市神子内   

56   ハラミバシ 栃木県立博物館 日光市唐風呂   

57 
 

  ハラミバシ 栃木県立博物館 日光市唐風呂   

58   ハラミバシ 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

59   ハラミバシ 栃木県立博物館 那須塩原市東関根   

60   ハラミバシ 栃木県立博物館 那須塩原市東関根   

  センバシ 栃木県立博物館 那須塩原市東関根  

61   カユカキボウ 栃木県立博物館 日光市唐風呂   

62   ワリバシ 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

63   カユバシ 当館 小山市間々田   

64   カユバシ 当館 小山市間々田   

65   カユバシ 当館 小山市武井 再現  

66   カユカキボウ 栃木県立博物館 日光市土呂部   

67   カユカキボウ 栃木県立博物館 日光市唐風呂   

68   チャンカラボウ 栃木県立博物館 鹿沼市上粕尾   

69   クワ 栃木県立博物館 那須塩原市中塩原   

70   カマ 栃木県立博物館 那須塩原市中塩原   

71   ササエマタ 栃木県立博物館 鹿沼市上粕尾   



72   カマヒバシ 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

73   粥占道具 当館 足利市御厨   

74   榛名山神前筒粥絵解木版 青木家文書 小山市大川島 小山市文書館寄託 

75 ケズリバナ アワボウ・ヒエボウ 当館 栃木市入舟町   

76   カキバナ 当館 栃木市入舟町   

77   アワボ・ヒエボ 栃木県立博物館 那須塩原市東関根   

78   アワボ・ヒエボ 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

79   アワボ・ヒエボ 栃木県立博物館 日光市湯西川   

80   アワボ・ヒエボ 栃木県立博物館 鹿沼市上粕尾   

81   アワボ・ヒエボ 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

82   ハナカキナタ 栃木県立博物館 日光市唐風呂   

83 鳥追い ノデボウ 栃木県立博物館 日光市土呂部   

84   ノデボウ 栃木県立博物館 日光市土呂部   

85   テギネ 栃木県立博物館 日光市土呂部   

86   テギネ 栃木県立博物館 日光市土呂部   

87   大刀 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

88 ゴイワイ セイマラボウ 栃木県立博物館 鹿沼市中粟野   

89   ゴイワイ 栃木県立博物館 鹿沼市中粟野   

90   ゴイワイの刀 栃木県立博物館 鹿沼市中粟野   

91   ゴイワイの鼓 栃木県立博物館 鹿沼市中粟野   

92 エビスｯコ エビス像 当館 小山市宮本町   

93   大黒像 当館 小山市宮本町   

94   エビスッコ供物 レプリカ   

95  
恵比寿購売出し広告（明治 24

年） 
日向野家文書 小山市東黒田 小山市文書館寄託 

96 オビシャ 朝的祭 弓・矢・的 当館 小山市髙椅 高椅神社   

97   
初午祭 流鏑馬 
壱の的・弐の的・参の的 

当館 小山市大本 篠塚稲荷神社   

98   
白鳥八幡宮古式祭礼 
鬼面・弓・矢 

当館 
小山市白鳥 白鳥八幡宮 

  

99 節分 大豆と枡 再現    

100   ヤッカガシ レプリカ    

101   豆占い控え 栃木県立博物館 鹿沼市笹原田   

102 初午 シモツカレ レプリカ    

103   オニオロシ 栃木県立博物館 大田原市佐々山   

104   オニオロシ 栃木県立博物館 日光市小代   



105   オニオロシ 当館 小山市間中   

106   ワラツト 再現 小山市武井  
107   ワラツト 当館蔵 小山市  
108   ワラツト 栃木県立博物館 鹿沼市玉田町   

109   稲荷神社幡 栃木県立博物館 鹿沼市玉田町   

110   稲荷神社旗 当館 小山市中央町   

111   稲荷神社旗・横幕 当館 小山市城山町   

112   稲荷神社提灯 当館 小山市城山町   

113 ダイマナコ ササガミサマ 再現   
114   ダイマナコ 再現   
115   トボグチダンゴ 再現   
116 雛祭り ひな人形 当館    

117   草モチ レプリカ    

118 オシャカサマ 
オシャカサマ道具一式 
（誕生仏・御堂他） 

小山市大本 
字大内川自治会 小山市大本字大内川 

  

119 端午の節句 五月人形 当館    

120   幟旗 当館    

121   ショウブ・ヨモギ レプリカ   
122   柏モチ レプリカ   
123 ムクレッツイタチ 小麦マンジュウ レプリカ   
124   ナエビラキ・サナブリ レプリカ   
125 辻固め 辻固めのワラジオリ 当館 小山市伊保沼 再現  

126   フギョウハリ 当館 小山市武井   

127   フギョウ 栃木県立博物館 真岡市道祖土   

  フギョウ 栃木県立博物館 真岡市道祖土  

128   大ワラジ 栃木県立博物館 日光市芹沼 再現  

129 七夕 七夕飾り 再現   
130 ハカナギ 花立て・線香立 再現 小山市武井   

131 盆 盆棚 再現    

132   盆用品 野口静男 小山市間々田   

133   盆提灯 栃木県立博物館 宇都宮市大通り   

134   盆食事 レプリカ    

135   盆ゴザ 当館 小山市白鳥   

136   マコモウマ 当館 小山市白鳥   

137   精霊馬 栃木県立博物館  再現  



138   送り盆供え 再現   
139 十五夜 月見供物 再現   
140   ワラデッポウ 当館 小山市髙椅 再現 

141   ワラデッポウ 当館 小山市武井 再現 

142 彼岸 ダンゴ レプリカ   
143 風まつり 御札 当館 群馬県板倉町 板倉雷電神社   

144   御札（氷嵐除け） 当館 群馬県板倉町 板倉雷電神社   

145   御札（雷除け） 当館 群馬県板倉町 板倉雷電神社   

146   辻札 当館 茨城県筑西市 雷神社   

147   神札 当館 茨城県筑西市 雷神社   

148   神札 当館 群馬県高崎市 榛名神社   

149  榛名山神社嵐除神符 青木家文書 小山市大川島 小山市文書館寄託 

150 ジチンサイ トウカンヤのモチ 再現   
151 エビス講 供物 レプリカ   

 


