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　時代の節目にあたり、

変わりゆく「まちの様

子」や「人々のくらし」を、

市民提供の写真と豊田

市市政発信課の写真で

綴ります。また、時代を

撮影したカメラもあわせ

て紹介します。
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西加茂郡役所（現在の参合館）
から神明通りを撮影
明治末期　福田良三さん提供

右手前の家屋は、茅葺と瓦を組み
合わせた屋根になっています。
左手には燃料用の薪が積まれてい
ます。

花祭り　昭和初期　発見館所蔵
子ども達が白い象の山車を曳いて
います。
撮影場所は、上の写真と同じ場所・
挙母町役場（旧西加茂郡役所）です。
中央に少し見える瓦屋根は料理旅
館・喜楽亭で、昭和57年（1982）、
産業文化センター敷地内に復元移
築されました。

①挙母地区　昭和 26年、挙母市となる

②高橋地区　昭和 31年、挙母市と合併

　　　　　　昭和 34年、豊田市へと市名変更

③上郷地区　昭和 39年、豊田市と合併

④高岡地区　昭和 40年、豊田市と合併

⑤猿投地区　昭和 42年、豊田市と合併

⑥松平地区　昭和 45年、豊田市と合併

⑦藤岡地区　平成 17年、豊田市と合併

⑧小原地区　平成 17年、豊田市と合併

⑨足助地区　平成 17年、豊田市と合併

⑩下山地区　平成 17年、豊田市と合併

⑪旭 地 区　平成 17年、豊田市と合併

⑫稲武地区　平成 17年、豊田市と合併

現在の豊田市

街なかの昔  コモスクエア南
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①平戸橋　昭和初期　①～③ともに個人提供①平戸橋　昭和初期 ①～③ともに個人提供① ① ③①平戸橋　昭和初期　①～③ともに個人提供

②子どもの遊び　昭和初期②②子どもの遊び　昭和初期②子どもの遊び　昭和初期

③平戸橋 波岩にて（ライカⅢａで撮影）　昭和20年代③③平戸橋波岩にて（ライカⅢａで撮影） 昭和20年代③平戸橋 波岩にて（ライカⅢａで撮影）　昭和20年代

挙母市から豊田市へ
看板をかけ替える長坂貞一市長
昭和34年（1959）１月１日

参考文献：『とよた』豊田市役所1978年、『豊田いまむかし』名古屋郷土出版社1989年、『挙母 資料にみる明治大正昭和のあゆみ』豊田市教育委員会
　　　　  1995年、『ふるさと豊田』郷土出版社2011年、『豊田市のあゆみ』豊田市2011年、『愛知環状鉄道の30年』愛知環状鉄道株式会社2019年
※近代の産業とくらし発見館では、市内で撮影された明治・大正・昭和の古写真を募集しています。お心当たりの方は発見館までご連絡下さい。



昭和20年代昭和20年代
昭和20年　終戦
昭和25年　朝鮮戦争（～28年）
昭和26年　挙母町が挙母市となる
昭和27年　サンフランシスコ講和条約発効

昭和10年代昭和10年代
＜現・豊田市域の昭和初期＞
昭和４年　世界恐慌
昭和５年　繭価が半値に下落
昭和６年　衣ヶ原飛行場地鎮祭
昭和13年　トヨタ自動車工業株式会社挙母工場竣工

時代を写した

カメラ

ベビーイコンタ
昭和７年（1932）
ツァイス・イコン（ドイツ）
スプリング（蛇腹式）カメラ

領収書  ライカDⅢa
（ライカⅢaのこと）

昭和12年（1937）
◇領収書の額面は525円で
す。カメラの旧所有者の就職
３年目（昭和15年）の月給は
105円だったそうです。

ライカⅢa
昭和10年（1935）
エルンスト・ライツ（ドイツ）
初期の距離計連動式
精密小型35ｍｍカメラ

ビクトリー号  TYPE1937
昭和12年（1937）
イーグルカメラ（日本）
スプリングカメラ

ミノルタコード
昭和28年（1953）
千代田光学精工
(現・コニカミノルタ)
６×６㎝判二眼レフカメラ

ポラロイドカメラ
昭和36年（1961）
ポラロイド（アメリカ）
スプリング式
インスタントカメラ
◇ヤマウチ写真場で急ぎ
の証明写真を撮る際に使用
しました。

二眼レフ
上にファインダー用レンズ、下
に撮影用レンズがあります。
戦後、日本では低価格で良
質な二眼レフが製造され、昭
和25年（1950）頃から昭和
35年頃まで二眼レフブーム
が続きました。

火鉢で暖を取る親子
昭和20年代後半　伴春男さん提供

現在の竜神町。火鉢を使用する際は換気に
気をつけました。

スイカ割り
昭和20年代後半　伴春男さん提供

現在の竜神町。“スイカの季節の終わ
りごろに、よく目隠しをして、スイカ割
りをしました。当時は娯楽が少なかっ
たので、スイカ割りをして遊びました。”
（伴さん談）

現在の竜神町にて
昭和20年代後半
伴春男さん提供

服装は、今でいうカバー
オールでしょうか。
風邪をひかないように
しっかり着込むのが
当たり前でした。

明治用水旧頭首工
昭和29年（1954）

発見館所蔵

当時の人たちは、この頭首工を簡易橋
として利用していました。現在もその
一部が残っています。

神田共同乾燥場前にて　昭和12年（1937）頃　伴春男さん提供
現在の竜神町にあった米・麦の共同乾燥場前での集合写真。写真提供者は両親と共に、
現在の大府市から開拓団として入植しました。写真には開拓者の子ども達が写ってい
ます。中央付近の少年少女が赤ちゃんをおぶっています。当時、写真は高価で、珍し
かったそうですが、親戚だった若子写真館が撮影したそうです。

組立式暗箱
昭和初期
◇写真店外での出張撮影に
利用しました。

2 3

矢作川（高橋下）
昭和14年（1939）
発見館所蔵

写真下部の書込みに
「昭和14年７月１日」とあ
ります。木造の高橋の下
は、鮎釣りをする人達で
賑わっています。
この橋は昭和28年の台
風で流失。昭和31年に架
橋された鉄製の高橋も、
令和元年（2019）、新しい
高橋の完成と共にその
姿を消しました。

たかばし
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昭和30年代昭和30年代

児ノ口公園　昭和39年（1964）頃　柴田巌さん提供
“ブランコ、木登り、えびがに釣りなど、幼い姉弟にとって家
からほど近い児ノ口公園は毎日の楽しい遊び場でした。
カラーフィルムが出始めた頃の私の第１号のカラー写真
です。”（柴田さん談）

結婚式当日（小坂町）
昭和39年（1964）　水野之洋さん提供

“毘森公園結婚式場での結婚式を終えた後、披露宴は家で
行いました。当時の披露宴では、近所のお手伝いの皆さん
が食事の準備などを手伝ってくださいました。”（水野さん談）

昭和30年（1955）頃の
スキースタイル
個人提供

“トヨタ自工（トヨタ自動車工業株式
会社）で働く兄とその友人たちがス
キーへ行った時の写真です。”
スキーストックは竹で出来ているよう
です。

車が来た最初の日曜日、
鞍ヶ池公園にて（パブリカ
800cc）　昭和43年（1968）
西岡敞造さん提供

“子どもも二人になり、家族で
遊園地などに行きたくてなり
ませんでした。中古車でした
が、わが家にはじめて来た
「かわいい愛車」に家族みん
なが大喜びでした。”（西岡さ
ん談）

初めて手に入れたマイカー
（上丘町村内地区）

昭和37年（1962）　杉本巌さん提供

フロントグリルには注連飾りが付けら
れています。
“パブリカ発売の２年後に購入しまし
た。エアコン、ヒーターなどがなく、
とにかく寒かったです。”（杉本さん談）

キャノネット
昭和36年（1961）
キャノン
35ｍｍコンパクトカメラ
◇月給で買えるカメラを！と
高性能で安価なカメラが完成。
爆発的な人気となりました。

昭和47年（1972）頃から画
面サイズ13×17ｍｍの「110
フィルム」カメラのブームが起
きました。

35ｍｍフィルムを半分の画
面サイズ24×18ｍｍで写す
ハーフサイズカメラです。昭
和33年（1958）頃から昭和
30年代後半にかけて人気を
博しました。

フジカハーフ
昭和38年（1963）
富士写真フイルム
(現・富士フイルム)
35ｍｍハーフサイズカメラ

ドンキー110
昭和47年（1972）
（株）ドンキーボックス
110カートリッジフィルム専用カ
メラ

ポケットフジカ250
昭和51年（1976）
富士写真フイルム
（現・富士フイルム）
110カートリッジフィルム専用カ
メラ

名鉄挙母線（昭和48年廃止）に乗って
真福寺への遠足　昭和30年代　挙母小学校提供
楽しいお弁当の時間。お弁当を包んだり、敷物にしたり、新
聞紙は重宝しました。

細谷町の田んぼ
昭和37～38年（1962～63）頃　戸田孝さん提供

“後ろに見えるのはトヨタ自動車元町工場です。下宿先の農
家さんの田んぼでパチリ。その後、元町工場拡張のため、
引越ししました。当時、カメラを持っている人は少なく、この
写真を撮影したヤシカを質入れして、ニコレックスを買いま
した。”（戸田さん談）

4 5

・ ・ ・ ・

東京オリンピック聖火リレー
昭和39年（1964）　豊田市市政発信課提供

10月3日、正走者中野征生さんら豊田市代表23人が、名電山
中駅付近（岡崎市）の国道１号1.7ｋｍを走りました。

昭和36年（1961）発売のパブリカ
はマイカーブームを後押ししま
した。

昭和34年　挙母市、「豊田市」へと市名を変更する
　　　　　トヨタ自動車工業株式会社元町工場操業開始　伊勢湾台風による災害
昭和36年　名鉄豊田市駅・トヨビルが完成
昭和39年　豊田市、碧海郡上郷町と合併　東海道新幹線開通　東京オリンピック開催

し め
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し め



バレンタインケーキ
作り講習
（逢妻公民館）
昭和60年代
岡部さゆりさん提供

地域の公民館でのお料
理教室も盛んでした。

国鉄岡多線（現・愛知環状鉄道）
工事中の国鉄平芝トンネル
昭和51年（1976）　丹羽八十さん提供

愛知環状鉄道開通　昭和63年（1988）
カメラの店白樺提供

愛知環状鉄道は、昭和63年１月31日、岡崎
～高蔵寺間45.3kmで開通しました。

この時期、豊田市内にはトヨタ自動車工業株式会社（現・トヨタ自動車株式会社）
とその関連企業で働く人々が移り住み、人口が増加しました。これにともなう
住宅問題を解消するため、市内には多くの住宅が作られました。保見団地も
その一つです。

修学旅行当日の写真
昭和45年（1970）頃　杉浦妙子さん提供

“母が近くの若林駅まで送ってくれました。家を出るとき
パチリ。”（杉浦さん談）

矢作川を渡る挙母線
昭和48年（1973）　丹羽八十さん提供

昭和４年に開通した三河鉄道岡崎線（のちの名鉄挙母線）は、
昭和48年３月４日に廃線となりました。（Asahi Pentax SPで撮影）

キャノネックス
昭和38年（1963）
キヤノン
35ｍｍ一眼レフカメラ

キヤノン A-1
昭和53年（1978）
キヤノン
35ｍｍ一眼レフカメラ
ズームレンズ

フジカST605Ⅱ
昭和54年（1979）
富士写真フイルム
（現・富士フイルム）
35ｍｍ一眼レフカメラ

ポラロイドランドカメラ
CP-80型

ポラロイド（アメリカ）
ポラロイド・シートフィルム
インスタントカメラ

写ルンです
昭和61年（1986）
富士写真フイルム
（現・富士フイルム）
レンズ付きフィルム

ラジオ体操（保見団地 
北緑園第一公園）
昭和53年（1978）７月
丹羽八十さん提供

夏休み恒例のラジオ体操
です。ランニングにショート
パンツが流行りました。
（Nikon FMで撮影）

昭和60年代昭和60年代
～平成期～平成期
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四七・七災害の爪痕
昭和47年（1972）　ヤマウチ写真場提供

写真は共に藤岡町御作下切（現在の御作町）付近
で撮影。

みつくり

昭和40～50年代昭和40～50年代

東名高速道路豊田インター完成
昭和43年（1968）　『とよた』所載

長崎屋前にて
（現在のKiTARA中央棟付近）
昭和49年９月　カメラの店白樺提供

賑わう街なかの様子です。

昭和40年　豊田市、碧海郡高岡町と合併
昭和42年　豊田市、西加茂郡猿投町と合併
昭和43年　東名高速道路(岡崎～小牧間)が開通
昭和45年　豊田市、東加茂郡松平町と合併
昭和47年　四七・七災害
昭和50年　保見団地の入居・分譲が開始される
昭和54年　名古屋鉄道豊田線が開業する
昭和56年　加茂蚕糸販売農業協同組合連合会の工場が休止される

昭和63年　愛知環状鉄道が開業する
平成17年　豊田市、西加茂郡２町村（藤岡町・小原村）・
　　　　　東加茂郡４町村（足助町・下山村・旭町・
　　　　　稲武町）と合併する
平成31年　市名変更から60年を迎える
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　時代の節目にあたり、

変わりゆく「まちの様

子」や「人々のくらし」を、

市民提供の写真と豊田

市市政発信課の写真で

綴ります。また、時代を

撮影したカメラもあわせ

て紹介します。

令和元年度　豊田市近代の産業とくらし発見館企画展「あの頃の風景 あの頃のカメラ」
発行日：令和元年12月3日　　編集・発行：豊田市近代の産業とくらし発見館
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①
挙母

②
高橋

③
上郷

④
高岡

⑤
猿投

⑥
松平

⑦
藤岡

⑧
小原

⑨
足助

⑩
下山

⑪
旭

⑫
 稲武

西加茂郡役所（現在の参合館）
から神明通りを撮影
明治末期　福田良三さん提供

右手前の家屋は、茅葺と瓦を組み
合わせた屋根になっています。
左手には燃料用の薪が積まれてい
ます。

花祭り　昭和初期　発見館所蔵
子ども達が白い象の山車を曳いて
います。
撮影場所は、上の写真と同じ場所・
挙母町役場（旧西加茂郡役所）です。
中央に少し見える瓦屋根は料理旅
館・喜楽亭で、昭和57年（1982）、
産業文化センター敷地内に復元移
築されました。

①挙母地区　昭和 26年、挙母市となる

②高橋地区　昭和 31年、挙母市と合併

　　　　　　昭和 34年、豊田市へと市名変更

③上郷地区　昭和 39年、豊田市と合併

④高岡地区　昭和 40年、豊田市と合併

⑤猿投地区　昭和 42年、豊田市と合併

⑥松平地区　昭和 45年、豊田市と合併

⑦藤岡地区　平成 17年、豊田市と合併

⑧小原地区　平成 17年、豊田市と合併

⑨足助地区　平成 17年、豊田市と合併

⑩下山地区　平成 17年、豊田市と合併

⑪旭 地 区　平成 17年、豊田市と合併

⑫稲武地区　平成 17年、豊田市と合併

現在の豊田市

街なかの昔  コモスクエア南
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①平戸橋　昭和初期　①～③ともに個人提供①平戸橋　昭和初期 ①～③ともに個人提供① ① ③①平戸橋　昭和初期　①～③ともに個人提供

②子どもの遊び　昭和初期②②子どもの遊び　昭和初期②子どもの遊び　昭和初期

③平戸橋 波岩にて（ライカⅢａで撮影）　昭和20年代③③平戸橋波岩にて（ライカⅢａで撮影） 昭和20年代③平戸橋 波岩にて（ライカⅢａで撮影）　昭和20年代

挙母市から豊田市へ
看板をかけ替える長坂貞一市長
昭和34年（1959）１月１日

参考文献：『とよた』豊田市役所1978年、『豊田いまむかし』名古屋郷土出版社1989年、『挙母 資料にみる明治大正昭和のあゆみ』豊田市教育委員会
　　　　  1995年、『ふるさと豊田』郷土出版社2011年、『豊田市のあゆみ』豊田市2011年、『愛知環状鉄道の30年』愛知環状鉄道株式会社2019年
※近代の産業とくらし発見館では、市内で撮影された明治・大正・昭和の古写真を募集しています。お心当たりの方は発見館までご連絡下さい。


