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表紙解説

ニュースパーク(日本新聞博物館)は2016年7月、約1年間

の一時休館を経て、リニューアルオープンしました。 明治3年

に日本で初めて日本語による日刊紙「横浜毎日新聞」が創刊

されたことから 「日刊新開発祥の地」 とされる横浜に、 2000

年 10月に開館して以来、初の全面リニューアルとなりまし

た。当館はリニューアルを機に、地元の横浜市、神奈川県に

根差した博物館として、地域への貢献に一層力を入れていき

たいと考えています。

リニューアルに当たっては学校教育、特に小・中学校の情

報教育との連携を重視し、現代の情報社会とその中での新

聞 ・ ジャーナリズムの役割を楽しく学べる展示としました

(本号所収の論考に詳細)。中でも、新聞の意義や重要性、面

白さを伝えることは、開館以来変わらない当館の役割です。

この写真は2階の受付奥、ホワイエのスペースになります。

壁面に全国紙、地方紙、スポーツ紙、専門紙といった日本全

国の新聞(日本新聞協会の会員各紙)を一堂に集め、展示し

ています。 見比べながら新聞の違いや多様性を実感してもら

えればと思います。学校団体などの記念写真の撮影スポ ッ ト

にもなる場所です。

(日本新聞博物館 赤木孝次)
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特集「様々な成功事例に学ぶ~魅せる展示の工夫J にあたって

学芸員にとって展示に対する工夫は常に頭から離れないテーマだと思います。過去の会報でも何度か

展示の工夫に関する特集を組んでいますが、近年はLEDによる照明やプロジェクションマッピングの活

用など機材の進歩により新しい演出が可能になってきました。また、展示解説についてもパネルだけで

なく専用のタブレット端末やSNSを活用することにより、来館(園)者のニーズに合わせたきめ細かい対

応も可能になってきました。このように展示方法や広報の手段が多様化した時代に、改めて展示の工夫

における事例を紹介することは意義のあるものと捉え、特集のテーマに設定しました。

日本新聞博物館の赤木氏には昨今のインターネット時代の情報環境の変化に対応した博物館のリ

ニューアルについて紹介していただきました。

神奈川県立生命の星・地球博物館の大島氏と田口氏には、教材のキットを活用した企画展と出張授業

に関する2題の論考をいただきました。

神奈川県立歴史博物館の角田氏には企画展の準備から各種の仕掛けや広報、出版物、展示構成の工夫

など幅広い観点から具体的に報告をいただきました。

今回は特集記事としては投稿数が少なかったのですが、情報化社会に対応した新聞博物館のリニュー

アルオープンの事例や、自然史系の教材キットとその活用に焦点を当てた企画展の事例、人文系の企画

展に関する一連の取り組み事例についても紹介することができたので、全体としてはバランスよくまと

められたと思います。

今回の特集を加盟館園の今後の活動の参考としていただき、相互の交流や連携につなげていただけれ

ば幸いです。
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ニュースパーク(日本新聞博物館)全面リニューアルの狙いと概要

, .常設展示を全面制新
ニュースパーク(日本新聞博物館、横浜市中区

日本大通11) は2016年7月 20 日、約1年間の一

時休館を経てリニューアルオープンした。 2000

年10月の開館以来初となる大規模リニューアル

は、常設展示をすべて刷新する全面リニューアル

となった。

今回のリニューアルは、施設や展示機器の老朽

化などが契機とはなったものの、 よ り大きな理由

は、 2000年以降のd情報環境の変化への対応である。

現代に生きる人々、とりわけ子どもたちは、玉

石混交の大量の情報に固まれて暮らしている。

小・中学校の情報教育においては、インターネ ッ

ト時代の情報との向き合い方を学び、情報を見極

める力を身に着けることが重要となっている。当

館の主たる来館層は小・中学校の団体利用であ

り、学校教育との連携が重要なテーマであること

から、こうした情報教育のニーズに対応して展示

を見直すこととした。

そして、大量の情報が行き交う現代社会におい

て、新聞は確かな情報を届けるために日々、努力

を重ねている。新聞の大切さを訴えていくことは

当館の変わらぬ役割であり、現代を主たるテーマ

にした展示リニューアルの中で新聞の役割を捉え

直し、伝えていく必要がある。これらの観点から

新たな常設展示では、現代の情報社会のあり方と

その中での新聞・ジャーナリズムの役割が展示の

焦点とされた。

併せて、学校教育との連携を重視する観点から

小・中学生にとって分かりやすく、楽しい展示を

目指し、体験型展示を多く取り入れた。白を基調

に、明るく開放的な雰囲気作りも心掛けている。

分かりやすさの重視には、未来の新聞読者となる

若い世代に、新聞に親しみを持ってもらい、新聞

の世界に触れてもらう狙いもある。

2. 情報社会とジャーナリズムの展示

個々の展示内容について触れると、まず、現代

の情報社会を可視化し、人々と情報の関わり方を

考える展示ゾーンとして、今回新設した「情報の

海J がある。
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図 1 情報タイムトンネル

このうち「情報タイムトンネル」では、古代か

ら現代までの情報化の歴史、 20世紀以降に情報

が爆発的に増えていく様子を映像と音声で体感し

てもらう(図1) 。 そして、 トンネルを抜けた後

に展開するコーナーで、情報の見極めの大切さを

学んでいただく 。 デマやチェーンメールの拡散な

ど情報社会の問題点を具体的に説明しつつ、瞬時

に情報が流通する現代社会において、情報を受け

取ったらいったん立ち止まり、信頼性を確認する

ことの重要性などを挙げている。

続く「真実を届ける j のゾーンは、新聞・

ジャーナリズムが果たす役割を展示している。

日本新聞協会は毎年、優れた報道を顕彰する

新聞協会賞の授賞を行っている。「報道の力j の

コーナーは、新聞協会賞を受賞した報道の中から

6点を選び、受賞者のイ ンタ ビューなどで、記事

に込めた記者の思い、取材の苦労・葛藤を伝える

(図2)0 2011年度以降の受賞作品か ら、子どもに

分かりやすいテーマかどうかも念頭に、展示作品

を選定している。 このほか、新聞記者に親しみを

持ってもらうため、タッチパネル式のモニターで

記者の素顔を紹介する展示などがある。
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図2 報道の力

「新聞が届くまで」は取材、編集から印刷、配

達までの過程を紹介するコーナーである。小学5

年生の「情報産業J の単元学習に役立てていただ

く狙いもある。旧常設展示室「現代ゾーン」にも

同趣旨の展示はあったが、もちろん全面的に作り

直している。

このコーナーは、子どもたちに楽しみながら新

聞社の仕事を理解してもらうため、遊び感覚の体

験型展示を多く取り入れた。たとえば、神奈川新

聞社の協力のもと、紙面をパズルに分解し、来館

者がゲーム感覚で組み上げる展示を置き、重要な

ニュースを価値付けして見せる紙面編集の仕事を

体験してもらう。輪転機のスピードを実感しても

らうため、来館者の手回しと輪転機の回転速度を

比較するゲームもある。自転車をこぎながら画面

の左右に登場するポイントに新聞を配達する「新

聞配達ゲーム」は、新装した上で残している。

3. r横浜タイムトラベル」の狙い

「新聞が届くまで」展示が大きな弧を描いて取

り囲む円形スペースには、大型の体験型展示とし

て、タブレット型端末と拡張現実 (AR) 技術を

活用した取材体験ゲーム「横浜タイムトラベルj

を展開している(図3 ・ 4) 。

展示室に横浜港周辺のジオラマを設置。来館者

は過去にタイムスリップする設定で、ペリーの来

航と日米和親条約の締結、山下公園や日本大通り

の誕生という横浜の歴史に、取材を疑似体験しな

がら迫っていく。取材の結果は新聞になり、裏面

の横浜観光マップとともに、おみやげとして持ち

帰ってもらう。

横浜タイムトラベルは、(1)楽しみながら学

ぶ、 (2) 新聞記者の仕事への理解を深める、 (3)
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図3 ・ 4 取材体験ゲーム「横浜タイムトラベルJ

館として地域社会に貢献する一一ーなど、今回のリ

ニューアルのポイ ントが集約された展示物となっ

ている。

タイムスリップを表現する導入部の仕掛け、親

しみやすいキャラクターイメージなど、全体に

エンターテイ ンメントの要素を強めた一方、人

に話を聞いてテーマに迫るという取材の意味合い

はしっかり理解してもらえるようにした。取材結

果でできる新聞は、どこまで深い取材をしたかに

よって、紙面の出来上がりが変わる仕掛けになっ

ている。充実した取材であれば記事の量が増え、

取材が不調であれば記事が少なくなる。

また、「横浜の歴史に迫る」という取材テーマ

の設定、精巧なジオラマの製作、観光マップとの

連動には、地域とのつながりを重視する館の姿勢

を込めた。当館は今後、地域に根差した博物館と

して、特に関内・日本大通り地区の活性化に貢献

していきたいと考えている。

常設展示室の最後に位置する「新聞ひろばj は

新聞の魅力を感じてもらうゾーンである。戦後の

歴史的事件や出来事を報じた紙面を展示するほ

か、時宜のテーマのミニ展示を展開する。子ども

たちに楽しんでもらうため、新聞に固まれた小部

屋も設置した(図5) 。
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図5 新聞で遊ぼう

横浜情報文化センター 1階にシンボルモニュメ

ントとして展示している新聞オフセット輪転機に

は、プロジェクションマッピングの仕掛けを加え

た。新聞が刷り上がる様子のイメージ映像を投影

することで、この機械が新聞を印刷するモノであ

ることを示すとともに、演出の効果を狙った。 2

階エントランスには報道写真で来館者を迎える

ウェルカムゾーンを作り、ホワイエ奥の壁面には

新聞協会会員各紙を一堂に集め、展示している。

また、新たに「新聞閲覧室j を設置し、会員各

紙を 1週間分配架。記事データベースと併せて来

館者の閲覧に供している。以前の 「新聞ライブラ

リーj はスペースの関係で維持できなかったが、

この閲覧室で、全国のさまざまな新聞に触れても

らいたいと考えている。 Wi-Fi環境を整備し、適

宜イベントやワークショップを開催する「多目的

ルーム」は、以前からニーズが高かった学校団体

の昼食場所としても利用いただいている。団体見

学にとっての利便性向上を図 り、展示内容と併せ

て学校来館の拡大につなげていきたい。

4. 資料の活用と企画展

所蔵資料の活用、新聞文化の継承・発展は今後

とも、館の活動の大きな柱である。たとえば常設

展示の導入部には、所蔵資料約90点から成るコ

レクションギャラリーを置いた。明治期に普及

し、政論新聞から報道新聞への変化を促した「マ

リノ二型輪転機」を象徴的な展示物として中央に

配し、その周囲に編集、製作、販売など、多岐に

わたる博物館の資料を展示している(図的。日

本初の日刊新聞とされる横浜毎日新聞の創刊号

(複製)や日清・日露戦争当時の号外、スピード

グラフィック ・カメラをはじめ歴史的瞬間を捉え

図6 コレクションギャラリー

てきた報道カメラなどもある。

また、江戸時代から現代まで、新聞の歴史をコ

ンパクトにまとめた全30枚のパネル「新聞のあ

ゆみj を製作し、館内で適宜展示するほか、新聞

各社への貸し出しを始めた。当館の運営母体であ

る日本新聞協会には、全国の地方紙が加盟してい

る。歴史展示パネルの貸し出しを軸に、所蔵資料

を新聞各社に活用いただく「移動博物館」の事業

を行い、特に地方紙に新聞博物館の有益性を実感

していただければと考えている。

リニューアルを機に資料情報のアーカイブも構

築した。 国立民族学博物館などに納入実績がある

ATR社の閲覧端末「イメージファインダー」を

館内に設置したほか、博物館のウェブサイトでも

公開している。当初は約250点でスタートし、順

次点数を増やしていく。
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リニューアル以降、企画展として「新聞が伝

えたスポーツと社会一一一オリンピック・パラリ

ンピック報道展J (2016年7月 20 日 """9月 25 日)、

共同通信社との共催による「こんな時代があった

報道写真『昭和8年 jJ 展(1 0月 1 日 """12 月 25

日)、東京写真記者協会との共催による r2016年

報道写真展J (2017年 1 月 7 日 """3 月 26 日)を開催

している。特に昭和8年展は、当時の社会状況を

知ることができたなどとして、年配の方からも好

評を得た。今後も、現代の問題を楽しく学ぶ常設

展示と、歴史をはじめ専門的なテーマを掘り下げ

る企画展示を組み合わせて、幅広い世代の来館を

促していきたい。

5. プログラム開発の取り組み

リニューアルを機に、今後力を入れたいと考え
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ているのが「人を育てる博物館プログラムj の開

発である。

当館は、子どもたちの創造力をはぐくむ場とし

て、新聞各社の人材開発や地域の人々のまちづく

り、生涯学習などに資する施設として、幅広い世

代、分野の人々の多様な学びに対応していきたい

と考えている。

中でも重視しているのは、学校教育との連携強

化である。博物館の展示や施設を活用した教育プ

ログラムの開発により、新聞や社会について理解

を深めてもらうとともに、子どもたちが読解力や

表現力、コミュニケーション能力を身に着ける気

付きの場となるよう努めていきたい。

その一環として、これまで学校団体受け入れの

中核施設となってきた新聞製作工房を「イベント

ルームj と改称し、活動内容を充実させた。団体

向けの体験プログラムとしては現在、見出しゃ短

い記事を書き元新聞記者らが講評する「パソ コ ン

で新聞づくり j、新聞の読み方や新聞の役割など

を解説する「新聞レクチャー」、ワークシートを

手に館内を探索する「取材クルーズJ (図 7) の

三つを用意している。

図7 体験プログラム「取材クルーズJ
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当館の体験プログラムは「新聞を読むJ r新聞

を作る J r取材を行う(人に話を聞く) J など、新

聞に関わる内容が中心となるが、これらの活動は、

子どもたちの読解力や表現力を養う上で大きな意

味があると考えている。学習指導要領が掲げる新

たな学力観(社会的能力の重視)にも対応しなが

ら、当館では新聞の教育効果を生かしたプログラ

ム開発に、積極的に取り組んでいく所存である。

【参考文献】

新聞協会博物館事業部「ニュースパークを全面リ

ニューアル 情報社会の姿とジャーナリズ
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春原昭彦『日本新聞通史 四訂版』新泉社、

2003年
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George E. Hein , Learning in the Museum , 

1998 ジョ ージ・E・ハイン(鷹野光行監訳)

『博物館で学ぶ』同成社、 2001年



要旨

企画展「恐竜の玉手箱」と移動展示「恐竜の玉手箱J

~寄贈された教育標本の利活用~

神奈川県立生命の星・地球博物館 大島光春・田口公則

私立博物館から公立博物館へ、標本と教育普及

活動がスムーズに引き継がれ、企画展示と移動展

示ができた例を紹介する。生命の星・地球博物館

では、林原自然科学博物館 (2014年6月に展示・

教育活動を終了)から 、 主に教育活動に使われて

いた化石・レプリカ標本を受贈した(大島・田

口， 20 15 ) 。 これらの標本を活用すべく、企画展

「恐竜の玉手箱 J (2014.12.13"-'2015.03.01) 

を開催し、教育用標本を公開するとともに、各種

の体験アクティビティを展開した。 標本展示と体

験アクティビティを組み合わせた移動展示ツール

を開発・製作し、学校・公共施設などでの移動展

示や教育活動を行った。

展示や教育・普及活動も重要な役割である。林原

自然科学博物館は2014年に活動を事実上停止し、

翌年解散した。生命の星・地球博物館はそこで使

われていた教育用標本と、エデ、ユケータにより実

施されてきた教育プログラムを受け継いだ。 教育

用標本は、一般的な収蔵標本のように長期間保存

するためのものではなく、たとえ消費することに

なっても活用を優先させるべきものである。 これ

らを有効に活用するためには、当博物館内で展示

するだけではなく、外へ持ち出して展示したり、

併せて教育プログラムを使っ たワークショ ッ プを

行ったりすることが望ましい。 そこで、近隣に自

然史博物館がなく、普段化石や恐竜に触れる機会

が少ない地域に化石を詰めた「恐竜の玉手箱J を

届け、展示して教育 ・ 普及活動を行った。

はじめに

自然史博物館の最も大切な目的は自然から切り

取っ た標本を未来へ残すことである。 だが一方で

大規模な恐竜展では、恐竜の全体像を中心に見

てしまうし、たくさんの標本を短時間に見なけれ

ばならない。 一方「恐竜の玉手箱j では、小さく

表 寄贈標本受入までの経緯と展示・教育活動の時系列

201 3年度 1 2月

l月 ~

2014年度 6月 17 ・ 1 8 日

6月 26 日

7月 3 日

7~11月

10月初旬

教育用標本の寄贈に関する打診

標本の寄贈条件等に関する交渉を開始

寄贈標本・資料の範囲を検討、確認

輸送方法の比較検討

費用の検討

最終打ち合わせと教育プロクーラムの聞き取り 、
現品確認のため現地 ( 岡山県瀬戸内市邑久町尻海 )訪問

寄贈標本jRコンテナに積み込み発送

寄贈標本が当館へ到着

標本の整理、 写真撮影、 情報システムへの登録、 展示の準備を開始

Dinosaur National Monument , UT の風景を撮影

12月 1 3 日 ~3月 1 日 企画展「恐竜の玉手箱」

2月 7 日

2015年度 4~翌年3月

4~8月

11月

3月

2016年度 5月 28 ・ 29 日

10月

11月 26 日

サロン ・ ド・小田原「“恐竜の玉手箱"を楽しむ」を開催

平成27年度笹川科学研究助成金~ r恐竜カセキットJを活用した
小規模移動展示活動』による活動

展示台 ・輸送 ・保管ケースの開発

静岡高校で展示開催・ 「恐竜の足跡」授業

湘南台こども館での展示未遂

神奈川県民ホーノレ「オープンシアター2016 J での展示

金井高校で「恐竜の玉手箱」展示

文科省指定モデノレ校稚内中学校で土曜授業「人類の進イヒj に貸出
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て数も少ない標本を、近くで、場合によっては手

にとって観察することができる。コンパクトな展

示ではあるが、恐竜に直にふれた経験やその場で

の会話が、 古生物に興味を持つきっかけとなった

り、さらに地質学や生物学への関心に発展したり

することを期待している。

経緯

2013年末に林原自然科学博物館から教育用標

本の寄贈に関する打診があり、 20 1 4年 1 月から交

渉を開始した(表)0 6月に最終打ち合わせと教育

プロ グラムの聞き取り、および現品確認のため現

地(岡山県瀬戸内市昌久町尻海)を訪れ、 7月に

は標本が当館へ到着した。

12 月 13 日 から企画展「恐竜の玉手箱J を開催

(図1)し、 2月にサ ロ ン・ド ・ 小田原[“恐竜の

玉手箱"を楽しむj を開催したのち 、 3 月 1 日に

会期を終えた。

図 1 企画展「恐竜の玉手箱J の様子

2015年4月から笹川科学研究助成を受け、標

本の保存 ・輸送ケース兼展示台を開発製作し、

11 月 に静岡高校で出張展示・授業を行った。

2016年5月には横浜の神奈川県民ホールで出張

展示を行い、 10月には県立金井高校に標本や展

示用品を貸し出した。同校では地学教諭が展示を

使って、静岡高校の授業内容を参考にした恐竜の

授業を行った。 11 月 には教育標本のうち人類化

石の頭骨レプリカ等を文科省指定モデル校稚内中

学校で行われた土曜授業「人類の進化」に貸し出

した。

企画展「恐竜の玉手箱J の展示内容

2014年12月から約3ヶ月 間開催された企画

展「恐竜の玉手箱j は、①全身骨格が1つもない

8-

「恐竜展J を成立させる、 ②動かない標本で“動

く展示"をつくる、③動かない標本と動かない展

示室で“動いて見る展示"をつくる、という 3つ

の展示コ ンセプトを掲げて展示を構築した。

(1)全身骨格が1つもない「恐竜展」を成立させる!

「恐竜展j と聞けば、ほとんどの人が巨大な全

身骨格と、場合によっては動きほえる復元模型を

連想し、期待もする。予算があればそれが良いこ

とは認めるが、当館にはほぼ無い。 それでも楽し

く恐竜について感じたり、学んだりできるように

展示を成立させた。

(2) 動かない標本で“動く展示"をつくる

筆者らは以前、『自然史博物館における「動

く展示J ・「動いてみる展示」の開発.1 (2012 

-----2 014年度に科研費基盤研究C課題番号:

2450 1279) に取り組んだ。その経験を活かして

“動く展示"を製作した。具体的には、次のよう

なものである。

走馬燈(恐竜の動く影) (図 2) :クワクポ リ ョ

ウタ氏の動く影絵作品や、カップヌードルミユー

ジアムの「アイデアを育てる」 コーナーの森を光

と影で表現した展示にヒントを得て試みた。行灯

ケースの中に展示用ターンテーブルを入れ、その

上に恐竜の模型を並べる。ケースのガラスに障子

図2 走馬燈一恐竜の動く影一
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紙を貼りスクリ ーンとしで、強力な点光源からの

光でスク リーンに影を映した。文章にするとそれ

だけなのだが、スクリ ーンの選択、光源探し、恐

竜模型の配置など、たくさんの試行錯誤の末に完

成したのである。

吊 り物(ティラノサウルス/ステゴサウルスの

しっぽバルー ン) (図 3) :恐竜の尾のみをほぼ実

物大で復元したビニル風船である。付け根を壁に

付け、壁から尾が生えている形にした。大型展示

ケースの上方に設置し、空調機の風を受ける位置

を探して、適度に揺れるように配慮した。これに

よって、尾がゆらゆら と常時揺れており、動力な

しで動く展示が実現できた。

図3 ティラノサウルスとステゴサウルスのしっぽバルーン

復元画に色 ・ 模様を投影(サウ ロロ フス ・ 彩

色プロ ジ ェ クション) (図4A-C) :大型の植物食

恐竜の実物大の輪郭が描かれた布を壁に吊した。

元々は恐竜の大きさを実感する展示として製作さ

れた と考えられる。この布にやや大型の広角プロ

ジェクタを使って画像を投影し、体に模様を付け

た。プロ ジェクタの設置場所に苦労したが、大型

ケースの屋根にさらに台を置き、その上に設置す

るこ と で、 他の展示ケースの影ができることや、

見学者の目になるべくレンズが入らないよ うに工

夫 した。最も困難だったのはプロ ジェクションを

恐竜の輪郭をぴったり合わせることだ、った。その

手順は、 最初にプロ ジェクタの画素数に合わせて

グリッドを引いた画像をっくり 、 プロ ジェクタで

恐竜の輪郭に投影した。次にグ リ ッドが輪郭全体

をカバーする よ うにプロ ジェクタの位置を決め、

写真を撮る。写真とグリッドがう ま く一致するよ

うに変形さ せ、 輪郭を ト レースしたら、そこに色

や模様をつけ、それぞれを 1つの画像ファイルに

する、というものである。
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図4A-C 恐竜の復元函に色や模様を投影する彩色プ口

ジェクション

この投影のために用意した画像は、赤 ・ 青・

緑・黄色などの単色と、キリンやシマウマなど草

食晴乳類の模様、チーターやワニ (鱗)など肉食

動物の模様、遊びでチェックや水玉模様などであ

る。これをきっかけに恐竜の色や模様を推定して

みてもらえれば良いが、自由な発想を妨げないた

めにあえて水玉模様なども入れてみた。

(3) 動かない標本と動かない展示室で “動いて見

る展示"をつくる

展示室で体と頭を動かすことで、恐竜への理解

を深めたり、楽しんだりできる仕組みを考えた。

体験アクティ ビティと称して、展示室内で行う 8

つのアクティ ビティを実施した(図5A-H) 。タ

イ トルと簡単な内容は次の通り。「展示標本と復

元画を行き来するJ は、展示標本と恐竜復元画を

対照させる作業。「やってみよう!フクワライサ

ウルス j は、棒の先につけた標本写真を復元画

に当てはめて、その状態を写真に撮る。「恐竜フ

ロ ッタージュ(こすりだし) J は、恐竜の輪郭が
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~会

図5A-H 8つのアクティビティ . A， 展示標本と復元画を行き来する; B， やってみよう!フクワライサウルス;

C， 恐竜フ口ッタージュ(こすりだし) ; 0 ， 恐竜の名前スタンプ; E ， 恐竜の目はどこ?~なんちゃってAR~;

F，トリプリント (3D プリント・フットプリント・スプリント) ; G， 足あとを押してみよう(型押しスタ

ンプ) ; H ， ダイノロイド(しっぽ体験)

プ リ ン トされた紙に、幼児用色鉛筆で骨格をこす

りだしていく。科学的遊びで、芸術的要素を含む

ものだ。「恐竜の名前スタンプJ は、恐竜の名前

は学名のカタカナ読みなことから、アルファベッ

ト のスタンプを押すことで、学名に親 しんでもら

うもの。「恐竜の目はど 乙 ?'"'"'なんちゃってAR

'"'"'J は、 恐竜の頭骨を見て眼の位置を考えさせる

遊び。 「トリ プ リ ン ト (3D プ リ ン ト ・フッ ト プ

リ ン ト・ スプリン ト )J は、常設展示室の恐竜の

行跡から製作した足の模型を使い、室内遊び用の

砂で作った ト ラ ック を歩かせるもの。 「足あとを

押してみよ う(型押 しスタンプ)J はイ ンクが不

要、 しかし力が必要なのでやった気になるスタン

プ。「夕、イノ ロイ ド(しっぽ体験)J は、身長1 30

'"'"'140 cmに合わせて製作した恐竜の尾。これを

装着 し運動することでバランスを体感できるも

の。準備はしたものの、スペースとスタッフが足

りず常時すべてのアクティ ビティを行うことはで

きなかった。

なお、 これらのうち「展示標本と復元画を行き

来する J rやってみよ う!フクワライサウルス J

「恐竜フ ロ ッタージュ(こすりだし)J r恐竜の目は

どこ?'"'"'なんちゃってAR'"'"' J の4つについては、

部分と全体をつなぐしかけをテーマに別途報告す

る(田口 ・ 大島， 201 7) 。

展示室のレイアウト

暗く、狭く、圧迫感のある入口から入り、狭い

通路で小さな標本を観察しながら進むと、視界が

開ける。するとそこには実物大復元画やティラノ
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サウルスの頭骨が現れる!という展開にした。通

路の頭上には前述の揺れるしっぽバルーンや実物

大ダンボール製の肋骨等が吊され、通路の床には

ティラノサウルスの足跡マ ッ トが常設展示室の

ティラノサウルスと同じ歩幅で敷かれている。 こ

れらは狭い通路でも、床や頭上の空間までを有効

に使うことで、立体的に展示を構成できるメリッ

ト がある。 また、入館者の視線を上下左右に向け

られるように誘導する意図がある。

ライティングでは、恐竜の色や模様のプロ ジェ

クションがあるので地灯りとなる水銀灯を使わな

いことにし、 スポ ッ ト ライ トとケース内の蛍光灯

だけに限定した。まずはグレアがないよ うに、次

に全体が暗くても、 必要なところにはきちんと光

量が確保されていることに気を配り、通路にも配

光した。

背景や解説付きバナー

全身骨格がない代わりに実物大復元画が4つの

壁を覆っていた。そこには頭骨だけとか足だけし

か展示されていない恐竜も、ほぼすべての種類の

復元画が描かれている。 また、前述したように、

その中のサウ 口口 フスに色や模様を液晶プロ ジェ

クタで投影した。 これは当館としては新しい試み

であっ た。

林原自然科学博物館から寄贈された物の中には

展示用のパナー もあった。体の部分を示す「あ

たまゾーンJ r どうたいゾーンJ rあしゾー ン J

I し っ ぽゾー ンJ の4種類があり、それぞれ3枚1

組で使用する。バナーはテーマを示すと同時に簡



寄稿 企画展 [恐竜の玉手箱j と移動展示「恐竜の玉手箱J~寄贈された教育標本の利活用~(大島 ・ 田口)

図6 4つのゾーンを示すパナーは3枚 1組で解説付き

単な解説もしてある(図6)。各ゾーンは4色に色

分けされているので、 その色に沿って展示台も色

分けした。 )11買路を行くと緑の 「 しっぽゾー ン J 、

紫の「あしゾーンJ 、青い「どうたいゾー ン」、赤

い「あたまゾー ンj が順に現れる。

標本展示の背景にユタ州にある恐竜国立公園

(Dinosaur National Monument) のジュラ紀

の地層(モ リソン層)のボーンベ ッ ドやその上下

の地層が広がる大地の風景を使用した。 展示標本

はジュラ系産と白亜系産があるし、北アメリカ産

以外もあるが、恐竜産地のイメージとしては良い

と判断した。例えば「あしゾー ンJ ではいくつ

かの足跡化石を展示したので、足跡が付きやすい

水辺. (河 J 11 ) の画像を用いた(図7) 。 他にも地

層やボーンベ ッ ドがむき出しになった画像をW

2500 XH 1180 mm にプリ ン ト アウトして使用

した。 化石産地の風景や化石の産出状態を知り、

ある いは生息環境をイメージするのに役だ、っ たと

考えている。

図7 ユタ州の恐竜国立公園の風景を展示ケースの背景

に使用した.このケースは足と足跡を展示してい

るので，水辺の風景を選んだ.

展示の評価

展示会の大小にかかわらず、展示を行ったらな

るべくきちんと評価して、会期中あるいは次回へ

の改善材料とすべきである。少なくとも当館に

は、決められた評価基準が無いため、個人的印象

と入館者数くらいしか評価が残らない。 広く展示

に適応できて、 客観性の高い評価基準ができると

良いと，思う。

筆者の個人的な印象としては、「低予算 ・ 短期

間で準備した割にはJ 楽しく、見応えのある展示

ができた。タペストリ ーによ って4面に復元画が

あり、 l面はプロ ジェクションによって恐竜の色

が変わり 、 系統樹の上に歯の標本が置かれ、さら

に、展示だけでなく多種の体験アクティ ビ、ティが

用意され、多角的な楽しみ方ができるよ うになっ

ていた。 問題点としては、背景に使用した恐竜国

立公園の風景が、「なぜ背景に使われているかJ

や「部分と全体」の関係などを理解してもらえ

る工夫が足りなかったことがある。 ま た、「低予

算・短期間で準備した割にはj ということは来館

者への言い訳にならない。

ある展示学の専門家からも「とてもいいアイ

ディアがたくさんあるのに、その多くが作り手の

アイディアと理論、および思い入れにとどま り、

実戦で有効な展示デザイン、利用者に思いが伝わ

る展示手法、 と いうところに届いていないj との

評価をいただいた。 「どうすれば伝わるかj とい

う観点で、文章、グラフィ ッ ク、ムービ一等の内

容と手法を含めて検討するべきであったと思う 。

今後の課題としたい。

企画展開会後

企画展 [恐竜の玉手箱j は、 企画展であると同

時に博物館以外への貸出可能標本のショ ールーム

にするという意図があった。

受贈した数多くの教育用標本は、ほとんどがレ

プリカのため軽く壊れにくいので、館外での利用

に適している。 恐竜の移動展示という活動は、当

館と地域とのつながりや、 自然史以外の博物館と

のつながりをつくることにもなる。 教育用標本を

アウトリ ーチで活用するために移動展示プログラ

ムを行二うことにした。

小規模な移動展示のメ リ ッ トは、標本を近くで

観察することができることである。 しかし、最大

でも 2人で行うアウトリ ーチの実現には労力と費

用 をかけない方法でなければ続けられない。

具体的には、 ① 手軽:展示台にもなる標本保

管 ・ 運搬用ケースの開発・製作し、運搬・設置・
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撤収を容易にする。②高自由度:会場(広さ、

設備)や対象(一般、児童・生徒、幼児、高齢

者)に応じた複数の展示パターンを準備する。③

体験:対象者や目的に応じたアクティビティを選

択できる。④低予算:汎用の看板、解説パネル

を準備し、標本輸送には美専でなく貨物便を利用

する、という方針を立てた。

以上の目的と方針で平成27年度笹川科学助成

金に申請したところ助成金を交付された。それを

使って展示台・輸送保管ケースを開発・製作し、

静岡高校で展示と授業を実践した(図8; 大島，

2016) 。藤沢市の湘南台文化センターこども館で

も展示を予定していたが、設置に行く当日筆者の

一人がイ ンフルエンザに擢患してしまい、やむな

く中止した。こども館には大変ご迷惑をおかけし

たが、博物館の事業でなく、個人が交付された助

成金による活動であったために他に方法がなかっ

た。

図8 2015年 11 月に実施した静岡高校での展示と綬業.

生徒が休み時間を利用して展示を見学している

平成28年度は助成金がなく、通常業務の範囲

で行った。神奈川県民ホール「オープンシアター

2016J で展示、金井高校で展示および授業でも

利用された。以降の継続は貸し出しシステム、輸

送費用負担などについてなお課題である。さらな

るパージョンア ップには予算が必要であるし、標

本とパナーについてはどちらもメンテナンスや更

新のための費用確保も課題である。
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企画展「恐竜の玉手箱J での体験アクティビティ:

“部分"と“全体"をつなぐしかけ

神奈川県立生命の星・地球博物館 田口公則・大島光春

はじめに

一般に、展示室において、来館者に各展示物の

関連付けを意識させ・認識させることは難しい作

業である。 たとえば、「恐竜の企画展J と聞けば、

「恐竜で恐竜を紹介している展示会j とイメージ

する人が多いのが実情だろう。恐竜の企画展に持

たせたメ ッセージが何であるか、その展示構成か

ら読み解くことを楽しむ人は少数派である。

いかにして、展示物同士の関連性を気づかせ、

ひとつのまとまりとして理角平してもらえるか。 こ

の命題をふまえながら、企画展 「恐竜の玉手箱j

では、ミクロな視点とマクロな視点で、思考回路

を働かせるための支援の 1例として、ハンズオ ン

展示といえる体験アクティビティの併設を試行し

た。 企画展では、どのような視点を持たせたかっ

たのか、そしてそのためにどのようなアクティビ

ティを行ったのか「魅せる展示の工夫j を含めて

紹介する。

企画展「恐竜の玉手箱」

生命の星・地球博物館にて、 2014年 12月 13 日

から 2015年3 月 1 日まで企画展「恐竜の玉手箱j

を開催した。 この企画展は、林原自然科学博物

館から教育用標本・資料の寄贈が起点となってい

る。 これらの教育用標本・資料を広く活用して

いくために、企画展での公開につなげたもので

ある。

この恐竜展は、恐竜の全身骨格などで構成され

るいわゆる“恐竜展"とは趣が異なる。 恐竜の体

の各部分(しっぽ、あし、どうたい、あたま)の

標本を展示物の主軸とし、また恐竜の全身の姿に

つ いては、実物大に描かれた恐竜復元画を掲げ、

展示室を構成した。 すなわち、体の各部分標本か

らなる1)しっぽコーナ一、 2) あしコーナ一、 3)

どうたいコーナ一、 4) あたまコーナ一、そして、

その先にある 5) 復元画コーナーまでを、展示の

大きな住とした。 つまり、展示ケース内に並べら

れた恐竜の体の各部分の標本と、展示室の壁に掛

けられた実物大の恐竜復元画、この2つが展示構

図 1 企画展「恐竜の玉手箱J 展示室

-・lillI匝z・・
図2 実物大復元画(全体)と恐竜のパーツ標本(部分)

成の主軸であった(図 1 ， 2) 。

また、体験アクティビティも含む体感コー

ナ一、さらには、教育用標本公開の目的もあり、

カセキ ッ トコーナーでは、アンモナイトなどの化

石や人体模型までをも展示した。 なお、本企画展

の経緯や展示評価などについては、本誌別稿の大

島・田口 (2017) を参考にされたい。

部分から全体へ、全体から部分へ

展示の見方のひとつとして、展示標本を単体だ

けで観るのではなく、関連する展示物とあわせて

情報を統合して観るという作業が期待される。 し

かし、複数の展示物の情報を統合し、その背景ま
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でを理解する作業は、まだ不慣れな方が多いのが

実情といえる。来館者にとって情報を統合しやす

い情報提示の順序、モノの見せ方などがあるが、

実際には物理的な制約によって、展示物の場所・

順序が決まることが多い。

企画展「恐竜の玉手箱」で主軸とした標本は、

恐竜の体の部分化石である。部分の化石を展示

ケースに並べて紹介し、その後に、全身の画を示

した。ここでの視点の変化は「部分から全体へJ

という流れである。この視点変化は、化石を研究

する立場では、自然な流れといえる。 化石は、部

分的・断片的に見つかることのほうが多いからで

ある。恐竜好きな人であれば、部分だけの情報提

示でも、すんなりと受け入れられることが期待で

きる。基礎となる知識を持つからである。

一方、恐竜の「しっぽの練j と聞いても、初学

者にとっては具体的にイメージがわかないことが

多い。恐竜と聞いて、全身骨格や復元映像をぼん

やりと思いうかべる知識レベルの人にとっては、

恐竜の部分化石の情報提示だけでは、興味関心を

高めることは難しいと考える。この場合、イメー

ジしやすい全体を示した後に、部分(細部)のこ

とを紹介する流れが受け入れられやすいだろう 。

これは上述の「部分から全体に」に対する「全体

から部分へj という視点といえる。

部分と全体と行き来する:展示の向こうに、もの

の見方を表現

部分から全体へ、全体から部分へという 2つの

視点の流れを述べたが、企画展「恐竜の玉手箱」

では3つ目の見方ともいえる視点を試行した。そ

れが「部分と全体を行き来する」という見方であ

る。一方通行ではなく、何度も行き来する動き

(思考)を伴う視点である。部分から全体に、全

体から部分にという視点変化を何度も繰り返す状

況での見方である。

たとえば、恐竜のあたまの標本を観るときに、

復元された全身の姿に重ね合わせてイメージでき

るような状況をつくること。つまり、部分と全体

を重ね合わせることで、同時にそれぞれを行き来

する状況をっくり出している。これが情報の統合

であり、部分と全体を行き来しての見方である。

ここには、自分が行き来する動き(思考や体の動

き)があり、そこにはある種の楽しみを含むと考

える。多視点で見ることができる上級者は、頭の

中だけでの「行き来J を楽しむことが可能であろ

う。不慣れなひとには、「行き来J のための支援

が必要である。そこで、部分と全体をつなぐため

頭のゆで.示物をつなげマ見マ下さい.

割E本~単体?銀るだけでなく、関連する展示物とあわ

せマ見るとIIう作集?す.

恐竜の『あたまJ の線本を見るときに‘復元された全

身の畿に健康づけマイメージマるわけです.

この作嫌により、

「郡分』と「全体J

~行き来する姦し

みが生まれます. 礼同比a札ヒ;肉る
伊党側別1_________ 

自分細川みることです. 以盛岡i
煩を動力、し、 13~動力、し、体を ω預列

島かしマ、恐竜になっマみマく I J-¥ 
ださい動llTみるj

図3 企画展「恐竜の玉手箱」の楽しみ方のコンセプトパネル
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のしかけ(支援)として、試みたものが体を使つ

ての活動を取り入れた体験アクティビティなので

ある。

以上のことをふまえて、展示導入部には企画

展を楽しむコツとして3つの要素「目をつかう:

じっくり見る J r頭をつかう:標本←→復元画j

「体をつかう:動いてみる」をうたったパネルを

掲示した(図3) 。

体験アクティビティ

企画展[恐竜の玉手箱」において、部分(体の

部分化石)と全体(全身復元画)を行き来する楽

しみを内包させた体験アクティビティ[展示標本

と復元画を行き来する J rやってみよう!フクワ

ライサウルス J r恐竜フ ロ ッ タージュ(こすりだ

し)J r恐竜の目はどこ?'"なんち ゃっ てAR'"J 
の4つを紹介する(図4) 。

この4つの体験アクティビティに共通するねら

いは、恐竜の展示標本(恐竜の一部分)と恐竜の

復元画(恐竜の全体像)とが関連付けられている

ことに気づかせ、部分と全体の視点の行き来を楽

しむことである。

それぞれの体験コーナーには展示スタッフはつ

復元画シートを片手Iζ、

線2伝ラベルの名前司Eチ工'!Iクしてみ2ましょう.

.元薗1ζ鎗かれた恐電に関連する篠本がL

多量.a;ることがわかります。

体験アクティピテイ

を試行

画盛量圏

匝画壇
-E写n窃言I害事認否・・

開E聞置盟問

図4 自分が動く 4つの体験アクティビティ

かないことを前提に、体験内容をわかりやすく示

した案内パネルをスポ ッ ト的に設置した。一見し

て体験アクティビティとわかるように、この案内

パネルは共通デザインとした。すなわち、目を引

くオレンジ色を基調としたデザインとしたこと、

人の動きを示したシルエットをイラストに用いた

ことなどである。

or展示標本と復元画を行き来するJ (スケッチ)

展示の恐竜全身復元画のプリントで、手元で復

圃雌動誕酒田宮開国

図5 体験アクティピティ「展示標本と復元画を行き来するJ コーナーと案内パネル
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元画と部分標本を対照する作業である。用紙にメ

モやスケッチの書き込みは古典的作業といえる。

a) 体験のねらい

展示標本(恐竜の一部分の標本)に対応して恐

竜の全身復元像の展示があることを気づかせるこ

とがねらいである。また、関連付けのキーとして

標本ラベルに示した学名(カタカナ表記)を用い

ることで標本ラベルの有用性を実感することをね

らいにふくめた。

b) 効果的に行うための工夫

展示の恐竜全身復元画を配布式シートにプリン

トしたものを準備し、クリップボードとともに設

置した。復元画を持ちながら展示標本を対照でき、

来館者にシートを見ながら標本の確認を促した。

また、シートの余白に標本のスケッチを書き込む

例を示すことで、書き込み作業を促した(図5) 。

c) 来館者の反応

標本ラベルの情報をキーとした対象確認作業は

恐竜好きの人には有効であったが、恐竜名に詳し

くない人にとっては手間のかかる作業となった。

パネルを読む人が少ない中、画板を設置すること

は来館者に何か作業ができることを期待させるこ

恐竜梅本の部品(樺っき写翼}を復元画

に合わ世る遊びです。

名ゴ付て uフタワライザワルス'二

写寓と復元薗がL ぴったり合ったところで、

バチリと担影。上手に揖れるでしょうか。

ペアの二人が協力して、位置合わせに挑戦

してください。

図6 来館者(子ども)によるシートに標本スケッチ書

き込みの例

とにつながったようであっ.た。 大人よりも子ども

が画板を手にすることが多い。小さい子どもが熱

心に時間をかけてスケッチに取り組む例がみられ

た(図6) 。

01やってみようフクワライサウルスJ (福笑い)

展示部分標本のパネル写真を全身復元画と画像

(カメラ)の上で重ね合わせる遊びである。部分

を全体にあてがうことそのものの作業といえる。

展示標本の写真パネルがついた棒を一人が持

ち、その写真と復元画とが重なるところで、もう

図7 体験アクティビティ「やってみようフクワライサウルスJ の案内パネル
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一人が写真を撮るという作業となる(図7) 。

a) 体験のねらい

展示標本の部分化石を全身復元画の上に重ね合

わせ、恐竜の体の一部であることを確かめさせる

ことがねらいである。また、一人の作業ではなく

二人以上による協働作業となるものとした。

b) 効果的に行うための工夫

全身の復元画と重ね合わせる体の一部の写真

は、展示している標本そのものの写真とした。棒

の先につけた写真パネルには、対応する全身復

元画を示した。写真パネルが付いた棒が複数本置

くことにより、来館者の興味をひくことにつなげ

た。自分たちの協働作業による撮影画像を手にで

きることは魅力の一つになるであろう。

c) 来館者の反応

写真付きの棒を手にする人(とくに子ども)は

多いものの、それをどのように楽しむかはそれぞ

れであった。写真で重ね合わせるという作業をす

ぐにイメージできる人は皆無といえる。楽しみ方

の説明を受けたり、先に楽しんでいる様子を見る

ことで楽しみ方の理解が促された。楽しみ方がわ

かってしまえば、協働作業が楽しい遊びにつな

骨@絵(凸凹下鎗) 0)土に、

恐竃の鎗(紙)を重ねて、

好きな色でこすりだし!

骨絡が、うかぴおがってきます.

骨のほかに、何か出たかな?

恐竃@レシトゲ〉聞ができあがり! ! 

がっていた(図8) 。

図8 体験アクティビティ「やってみようフクワライサ

ウルスJ の様子と楽しむ来館者

01恐竜フロッタージュ J (こすりだし)

フロッタージュ(美術技法)を応用し、恐竜の

全身復元画に骨格を浮きだたせる作業である。

立体コピーで作製した全身骨格図(骨格図の線

の部分が凸凹する)を紙の下に敷き、クレヨン等

でこすりだしを作業とした(図9， 10) 。

図9 体験アクティビティ「恐竜フロッタージュJ の案内パネル
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図 1 0 体験コーナーでの「恐竜フロ ッタージュJ の様子

a) 体験のねらい

恐竜の全身骨格図に復元図を重ね合わせること

で全身像をイメージさせるとともに、多数の骨が

骨格をなしていることを気づかせることがねらい

である。

b) 効果的に行うための工夫

ティラノサウルスやトリケラトプスなど人気の

複数種についてフロ ッ タージュのセ ッ トを作製し

た。 こすりだしに用いる筆記具には、持ち手の大

きい子ども向けの色鉛筆(平面を塗る作業に適し

ている)を用 いた。全身骨格だけでなく、恐竜名

(学名)もこす り だしにより 浮き出る仕掛けを施

大きな穴がいくっちある恐竜の顕骨。

自は、どこにはいっていたのでしょうか?

フクワライザワルス~目玉編~です。

右手にカメラ、左手に目玉(樺 orブラ板)。

目はここだ!という位置に重ねてみて、

J(チリと撮影。上手に撮れるでしょうか。

し、 学名に親しむ機会とした。

c) 来館者の反応

作業テーブルを設置した体験コーナーの作業で

あり、ゆっくりと体験を楽しむ場となった。 紙と

筆記具のセ ッ トは、こすりだしだけでなく塗り絵

という作業をも生み出し、体験者の自由度を持た

せた体験アクティビティとなった。

o r恐竜の目はどこーなんち ゃってAR-J (福

笑いの派生版)

恐竜の頭骨標本に対して、造作した目玉をカメ

ラの画像上で重ねる遊びである。

一人で片手に持っ た目玉を頭骨と重ね合わせ撮

影した り 、フクワライサウルスのように複数人で

撮影を楽しむことができる(図 11 ， 12) 。

a) 体験のねら い

恐竜の目の位置がどこであったのか、 頭骨を見

て考えさせる乙とがねらいである。 たとえば展示

ケース内の触れることのできない頭骨展示におい

て 「頭骨のあの部分の穴に目があった]という言

葉では、「あの部分J を共有できない。 写真上で

造作目玉と重ね合わせることで目の位置を共有可

能となる。

図 11 体験アクティビティ「恐竜の目はどこJ の案内パネル
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図 12 体験アクティビティ「恐竜の目はどこ」の3人に

よる僚子

b) 効果的に行うための工夫

一見して生物の目玉を模したものとわかる教材

を準備した。具体には棒の先に目を模したものを

取り付けた。カメラ、頭骨それぞれの距離に応じ

て、目の大きさがそろう よ うに大小種々の目玉を

準備した。

c) 来館者の反応

先述のフクワライサウルスと同様に、棒の先に

付いた目玉をどのように楽しむのかが来館者に伝

わらない結果となった。体験コーナーでスタッフ

が説明をすることが必要である。また、そもそも

恐竜の目の位置を考えるという準備が整わない状

況でのアクティビティに課題が残った。 よくよく

考えると恐竜の目の位置をきちんと認識していな

いという矛盾を来館者に気づかせる状況をわかり

やすく作る手立てが重要であろう。

体験アクティビティ実践の効果と課題

一般.にはなじみの少ない体験アクティビティ

を、来館者対応スタッフの介在なしで、展示の各

所に解説パネルとともに設置した。体験アクティ

ビティの案内パネルとともに、クリ ップボード、

棒、クレヨン、スタンプなど一目でわかる道具類

が置かれたことは、来館者の興味を促す一助とな

るものの、体験アクティ ビティの楽しみ方を理解

してもらうには不十分であることがわかった。

19 

説明やイラストによる案内だけでなく、動画な

どを使った具体的な紹介を併せることは体験の方

法を来館者に伝える手立ての一つになろう。コー

ナーごとに動画を流すことも比較的容易である。

しかし、案内パネル同様に動画をしっかり見る来

館者は限られるのが実情だろう。来館者に、読ん

で見てもらわなければ伝わらない。しかし、今回

の体験アクティビティについては、先に体験して

いる人たちと居合わせその様子を見ることで、体

験の楽しみ方が伝わった部分がある。このことを

ふまえれば、体験の様子の動画という情報に注目

できる。動画を見る場面を増やすということも体

験の理解を促す。 今後は、ネット上に動画をアッ

プするなどの情報案内、さらには来館者自身が

SNSにアップなどの状況が整えば新たな情報の

広まりが期待できる。 一見体験の方法がわからな

い体験アクティビティであったとしても、来館者

の体験に基づく情報がそれを補足するものとな

ろう。

体験アクティビティに含めた「部分と全体を行

き来するしかけj という意図については、来館者

にほぼ伝わっていない。しかし、本企画展では、

恐竜を紹介する展示に加え、恐竜で「視点・もの

の見方j を伝える内容を盛り込んだ点は、単なる

体験展示とは異なり、非常に大切な試みであった

と考える。

謝辞

今回の試みにおいて、フロッタージュの製作

では星野美和子さんが担当製作した。深謝する。
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16K0 1 206) を使用した。
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五姓田義松をビッグネームへというタスク

一神奈川県立歴史博物館平成27年度特別展の事例報告一

はじめに

神奈川県立歴史博物館は、前身の県立博物館

が昭和42年に開館して以来、幕末開港期以後に

西洋美術に学んだ美術作品や資料を収集展示する

方針を設け、今日に至る。昭和61年特別展「明

治の宮廷画家 五姓田義松」、平成2年特別展

「没後100年 チャールズ・ワーグマンj などや、

同展図録などの普及活動を通じて、その時期の作

品群の魅力を発信し続けてきた。特にそのなかで

も主軸となったのは、幕末の横浜で直接西洋人か

ら技術を学び、明治初頭の日本で本格的な制作を

実践し、国家的な作品を残し、フランスのサロン

で日本人画家として初めて入選した五姓田義松

(1855'"'-1915) である。横浜市南区の日野公園

墓地に眠る義松は、美術業界では屈指の画家とし

て知られながらも、一般的にも地域的にもほとん

ど知名度がない。どうにかして美術史上の表舞台

に、幕末明治の横浜文化の主人公の一人にしたい

というのが当館の悲願でもあった。

そして平成27年9月 19 日から、義松没後100年

を記念した特別展「五姓田義松一最後の天才一」

を開催し、その悲願は達成された。特別展の観覧

者数が通常は1万人程度のところ、本展では3万

人を超え、図録売り上げも通常1 ，000部程度のと

ころ 2 ， 500部を完売し、数字的にも大きな成果を

果たし、画家の認知度向上が大きく果たされたと

いえる。本稿は、同展の企画担当者自身が仕掛け

たその工夫について概説するものである。

仕掛けその 1 一事前準備一

平成27年特別展を開催するにあたり、それま

での流れをおさえておこう。五姓田義松の研究史

はそのまま神奈川県立歴史博物館、前身の神奈川

県立博物館の歩みとほぼ重なる。昭和61年の特

別展で義松が紹介されたものの、その後、美術業

界でも積極的に取り上げる機会は乏しかった。ま

た同展を担当し、義松研究の第一人者でもあった

学芸員横田洋一氏(故人、平成20年没)が平成

12年度で退職して以後、当館における積極的な

神奈川県立歴史博物館角田拓朗

公開の機会も減少した。稿者は平成18年より横

田氏の後任となったのだが、その時点ですでに平

成27年度の没後100年展への意識が強くあった。

それは館内部さらには美術業界としてもうっすら

とはいえ、期待感を感じたからである。

その布石となるようにという願いを込めて、平

成20年に特別展「五姓田のすべて一近代絵画へ

の架け橋-J を企画実施した。布石というには不

適当だと自身思うほどに同展の規模と内容は最終

的には大規模なものとなったが、企画の趣旨は義

松没後100年展への第一段階という思いであり、

そこでは義松を取り巻く画家たち、作品や資料を

可能な限り調べようという思いがあった。岡山県

立美術館への巡回展であったものの、両館ともに

観覧者数としては大きな実績を残せずに閉幕した

(当館の来館者数は9 ，000人余)。しかし幸いなこ

とに、それまで五姓田派という画家集団を総覧し

た展覧会が実施されなかったことから美術業界か

らの反響は大きく、翌年には第21回倫雅美術奨

励賞を受賞するに至った。

以上の反響をうけ、平成20年以後、美術関係

の雑誌等に五姓田作品が掲載される機会、あるい

は研究雑誌等に寄稿する機会が格段に増加した。

このことが事前準備につながったといえる。没後

100年展に向けて、じわじわとながら、その知名

度を高めようという思いがそこにはあり、結果、

平成26年刊行の小学館版『日本美術全集』に義

松作品が複数点掲載されたことはそのひとつの達

成と評価している。いわずもがなだ、が、『日本美

術全集』は出版各社が社運をかけ、その時代の美

術の同行の最先端、さらにはその粋を結集したも

のである。 10年に 1度程度の割合で刊行されるが、

義松作品やその他五姓田派作品がこれほどに取り

上げられたことはなかったから、この掲載は快挙

といってもよい

また、その背景には当館や他館を含めて、義松

やその他五姓田派の展覧会の企画等にも協力し、

その宣伝に努めたことも挙げておきたい2。普及

行為としての展覧会は、やはり足を運んでもらう
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必要があるため、印刷による広報宣伝活動、ある

いは出開帳などを重視したことが、没後100年展

成功のひとつの要因だ、ったと考えられる。

仕掛けその2一広報一

おそらく現在過去未来、展覧会の来場者数を大

きく左右するのは広報活動の成功如何だろう。し

かも、そこに多額の投資をおこない、新聞雑誌、

テレビ、街頭広告、 SNSなどのデジタルメディ

ア等、あらゆる手段を駆使し、回数を多くするこ

とで、相当の効果を生むと考えられる。当館では

通常、ポスターやチラシを主とし、ときに新聞広

告などを掲載する。いずれも一定の効果を上げて

いるとは実感しているが、やはり新聞社等が主催

する大型企画展の広報展開と比較すれば、微力に

すぎないだろう。

そこで本展で仕掛けたのは、テレビ放映を狙う

ことだ、った。その発想は、実績に裏付けられて

いる。稿者が平成23年に担当した特別展「ワー

グマンが見た海 洋の東西を結んだ画家-J が、

NHKの朝6時台、 7時台のニュース番組内で2回

報道された乙とがある。その効果は大きく、その

日だけで、 1 ， 000人以上の来場者数を記録した。

ちなみに、それまでに6週間ほど会期を消化し、

7 ， 000人弱の来場者数だったから、その数の大き

さが理解されよう。このときに思い至ったのは、

テレビの効力が大きいこと、また博物館のメイン

ユーザーは紛れもなく地上波テレビ放映を見る高

齢者層だということだ、った。

以上の経験から、先述の目的達成のために稿者

が狙ったのは、 Eテレ 「日曜美術館J の本編で特

集されることだ、った。 美術業界にとって、毎週日

曜日に放映される「日曜美術館J に取り上げられ

る乙とは大きな宣伝となり、集客ばかりでなく、

その画家の知名度を最大限に向上する大きな手段

と認知されている。その本編枠で放映されるた

めには、どうすればよいのか、様々な情報を収集

し、制作担当者に各種の資料を送付することから

コンタクトをと りはじめた。結果、開幕2か月ほ

ど前に内諾を得て、番組制作を始めることとなっ

た。 ちなみに、これが大きなターニングポイント

だ、った。テレビ放映があるとなれば、周囲の見方

が変わり、その他のマスコミからの反響も大きく

なった。各雑誌社、新聞社など、大きく注意をひ

いたことを実感している。閉幕後にも取材等をう

け、同展成功のわけを取材されたほどだと一方

で、テレビ放映がなければ、これほどには関心を

抱いてもらえなかっただろうと危倶もする。

そして展覧会が始まりおよそ3週間たった10 月

11 日に放映され、翌週には再放送された。番組

の内容に少しだけ触れるとすれば、展示会場を

訪れ、コメントを残した現代美術家諏訪敦氏の解

説が多くの来場者の背中を押したといえる。義松

《老母図》 に対する冷静ながら情熱あふれるコメ

ントが、「その作品を生で見たいj と来場を強く

促し、担当者も何度も展示室で呼び止められ、来

館者から解説を求められた。番組制作の前段階か

ら、同作品の力強さ、肉親に対する愛情という普

遍的なメッセージを担当者としてもアピールして

いたが、諏訪氏へも展示を通じて伝わったのだと

思う。諏訪氏には『芸術新潮j 2015年 12月号誌

上で、後述する関連書籍の書評なども執筆いただ

くなど、各種方面で展覧会を支援していただいた

ことも大きな助力となった九
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図 1 特設ホームページ

さて、今日の広報展開として、インターネ ッ ト

上の各種ツールを活用する機関は多い。本展で

もいくつかの試みを行った。ひとつは特設ホー

ムページである(図1)。そこでは担当者による

不定期ブログ(コラムとして全35回更新)や展

覧会の楽しみ方などのページ、また動画による

五姓田義松の紹介映像を配信した(ホームペー

ジの閲覧件数・ 11 月まで約60 ， 000件) 。 動画は担

当者ならびに当館職員による自主製作だ、ったが、
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YouTubeにア ッ プロードし、現在でも配信中で

ある。それと同時に、五姓田義松名義のアカウン

トでTwitterも配信した(会期中は1 日 1 ツィート

を実施した)。彼の生涯に関するつぶやきや、見

どころ、作品などを紹介し、閉幕頃には200名を

超えるフォロワーを記録した。 総じて反響は上々

だ、ったものの、どれほど集客に効果を発揮したか

は不透明である。 当館のメインユーザーは高齢

者であり、デジタル機器等に不慣れな方が多い。

従って、そのような方には届かなかったのも事実

だろう。一方で、デジタル機器に慣れた比較的若

い年齢層には、より親しみやすい博物館の印象を

与え、即時性を伴う豊かな情報発信に成功したと

考えられる。

仕掛けその3ー展示一

某新聞社の美術記者の方から、会期中終盤、以

下のような話を頂戴した。テレビなどで宣伝され

た展覧会の傾向として、放映直後の集客がピーク

で、その後右肩下がりになるものがあるという 。

仮にそうならずに、放映以前の数値などに低下せ

ず集客ができているのであれば、その展覧会は良

い展覧会なのだろう、と。 幸い、本展は後者の事

例に相当し、放映以後も大きく数値を悪くするこ

となく、閉幕となった。その最大の理由は、ひと

えに展示であると稿者は信じている。 当館でしか

見ることができない、充実した展覧会だ、っ たと自

負しているが、多くの方々も口コミでそう伝わっ

たようで、稿者が確認しただけでも北海道から沖

縄まで、名古屋から日帰りだという方も含め、大

勢の方がこの一期一会の展示へと来館されたよ

うだ。

そして、複数回来場された方も多いと記憶し、

かつそのようなお話を頂戴した。作品の魅力が来

館を促したといえるが、同時に前後期の大幅な

展示替もその背中を押す要因になったと考えられ

る。 本展は小さな鉛筆による人物画なども 1点と

数えたことから、総点数は800点をこえた。 油彩

画、水彩画、鉛筆画、そして資料など、全国の

20を超える所蔵機関・個人の方からの多大なる

ご協力のもと、実現できた数字である。 平成20

年の特別展以来のお付き合い、ある いはその後の

調査研究等で交流が生まれ、どの方々も没後100

年展で幻に近い画家の作品が結集することに大き

な期待を寄せられていた。 特に宮内庁侍従職なら

23 

びに宮内庁三の丸尚蔵館には多大なるご高配を賜

り 、数多くの作品のご、拝借を賜った。 かつ、参考

図版というかたちで図録へ 《明治十一年北陸東

海御巡行図》 の連作すべて、 《昭憲皇太后御肖像》

の掲載のご、許可を賜ったことで、後述の図録が質

量ともに充実することとなった。 そのほか、東京

妻術大学からも展覧会の趣旨を考慮いただき、通

常の規定を超える点数のご出品をご許可賜り、東

京国立博物館ほかにもご高配を賜っ た。 いずれ

も、義松没後100年という節目に大きな意義を見

出していただいた結果である。

さて、本展の大半を占める鉛筆画・水彩画を主

として前後期で入れ替えた。会期が7週間あった

ため、作品保護の観点から実施したものである。

展示替は多くの作品を来場者に見せることには適

した手法だが、 一方で、学芸員泣かせである。 会

期の前半後半のバラ ンスを考え選定し、展示個所

を検討し、キャプションを準備する(図2) 。 展

示したと思ったら、もう展示替という印象が強

く、重労働である。 しかも、いちどに300点程度

を入れ替えた今回は、それだけで1本の展覧会を

開催したに等しいほと、だ、った。

図2 第 1章キャプション

図3 第 1章後期展示
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小さい作品を効率よくかっ安全に展示替を行う

ため、中性紙の台紙(数十cm X lm程度)に複数

点をコーナーマウントで固定し、それを複数セッ

ト準備した。展示替えはそれを指定の位置に置く

ことで対応した。あわせて、その台紙ごと、ある

いは展示台、コーナーごとにキャプションを用

意し、ケースに貼る手法を用いた。そうするこ

とで、休館中の作業時間も短縮するように工夫し

た。多くの作品を並べ替えることで、展覧会の表

情は一変した(図3)。特に前期の目玉作品だっ

た 《孝明天皇御肖像)) (宮内庁蔵)が下げられる

予定だ、ったことから、後期に来場する方へ大きな

期待感や充実感をどのように演出するかを模索し

た。結果として、後期により多くの作品を展示す

ることを考え、後期にはケースを2台追加した。

このことは後期展示にかけて増加した来場者への

対応にも一役買い、一つのケースに群がる人数を

分散させる効果も出た。

そもそも当館は固定ケースを前提とした展示空

間である。従って、展示の導線や展示点数の強弱

の付け方に大きな制限がある。それに伴い、展示

ストーリーの展開も柔軟に対応できるわけでな

く、導線の最終パートが廊下を隔てた小さな展示

スペース(コ レクション展示室と呼称)となって

いるため、大型作品等を展示するにふさわしいと

は言えない。そのため、本展では、画家のワンマ

ンショーに一般的な編年的な作品配置を行わず、

「第一章鉛筆画・水彩画J r第二章油彩画J と

いう材質技法による分類を前半に、後半の小さな

展示スペースはそれとは切り離してテーマを重視

した「第三章 家族・自画像」で構成した。さら

には導入部分では作品ではなく、本展の隠れた目

玉だ、った新出の肖像写真などを含む資料類を示し

た。画家の自筆資料から具体的な作品へ、そして

最後に画家の家族や画家自身の姿を見るという順

序で展示した。結果として、義松とはいかなる画

家なのか、どのような時代相のなかで生き、制作

を続けたのかを印象付けることとなった。特に本

展の象徴的な作品と位置付けた《五姓田一家之

図))((老母図)) (いずれも当館蔵)を照明の落とさ

れた空間に配置して作品への集中を高める一方、

それに続く展示室最後の部分では光あふれる空間

に義松の自画像を挟んで、父と母の像を配置し、

家族とともにあった画家であることを印象付けた

(図4、 5) 。
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図4 第3章展示風景 《五姓田一家之図)) ((老母国》

図5 第3章展示風景《自画像》ほか

乙こでもうひとつ、本展の大きな仕掛けを記し

ておきたい。それは鉛筆画、水彩画という言葉の

使用である。鉛筆による作品は、多くの場合作品

と認識されることなく、「デッサンJ r習作j とい

う位置づけが多い。確かに下絵として描く場合、

完成作品と比較して単純に低く見られがちだが、

その線の勢いやかたちの面白さはまた別物である

と個人的に考える。義松の場合、あるいは西洋絵

画を学び始めた明治初頭から、画材が潤沢ではな

かった明治後半ごろまでのおよそすべての洋画家

にとって、実のところ、鉛筆や水彩による作品が

洋画家の日常的な制作であり、それらもまた新奇

な西洋の画材による立派な「洋画」だ、った。その

事実を伝えるために、極力、展覧会内の印刷物や

口頭の解説であっても「デッサンJ r習作j とい

う言葉を用いなかった。 意図的なその操作は、予

想以上に好意的に受け止められ、美術業界でも一

定の理解を得た。 その理解を得たのも、疑いな

く、これでもかと埋め尽くされた作品の数々が雄

弁だ、ったからである。
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仕掛けその4ー 出版一

展覧会は、一過性のショ ーである。ある特定の

空間に、特定の配置で並べ、一定期間が過ぎると

その空間は跡形もなく消える。この消失こそ展覧

会の醍醐味であり、そのためにかえって展覧会図

録の重要性が高まる。展覧会に並べられた作品を

収録し、そこまでに得られた情報、そこで発信し

た情報をまとめた図録は、 ISBNのつかない「図

書未満」の印刷物かもしれないけれども、博物館

界にとってはなくてはならない存在である。

以上の理解があった担当としては、本展図録は

構想段階から実に厄介な代物だ、った。というの

も、前節で記したとおり、 800点をこえる出品数

である。 参考図版も含めれば、 950カ ッ トを掲載

する大部な内容となることが明らかだ、ったから

だ。予算などを考えても、実現には無理がある。

しかし、無理を通したいという願いがあった。 な

ぜなら、本図録が五姓田義松のカタログ・レゾネ

相当になると思われたからだ。ある画家の作品を

網羅したカタログのことをカタ ロ グ・レゾネとい

うが、その刊行があって初めてその画家のまっと

うな評価行為が始まる。 残念ながら義松にはそれ

に相当する画集はなかった。本展の出品作品の大

半となるのが当館所蔵品であり、当館の近代美術

コ レクションの中核と位置付けながらも、恥ずか

しながら、それまでに全図版を掲載した印刷物を

刊行したことがなかった。そのため、是が非で

も、全作品のカラー図版を掲載した図録を、当館

所蔵品全目録という意味合いも込めて作成した

かった。そのために行ったのは、全点のデジタル

カラー撮影化、全ページの完全デジタルデータ入

稿 (Adobe社InDesignによるデータ作成)とい

う手法だ、っ た。 データ自体は完備されていたもの

の、美術印刷l ということがかえって災いし、印刷

上のミスが発生し、図録の刊行がオープンから 1

か月以上遅延したことは本展最大のミスとなっ

た。その聞にテレビ放映や新聞等の記事掲載な

どが続き、ショ ッ プ店頭販売が開始された 1 0月

後半から 1週間を経ずに、初刷2.0 00冊が完売。

増刷を行い、閉幕3 日前に500部のみを販売する

もほぼ即日完売という盛況だ、った。 その人気は、

ヴォリュームに比して安価という販売価格云々で

はなく、五姓田義松という画家の作品がほぼ網羅

的に見ることのできる唯一の書物というのが、や

はり最大のポイントだ、ったと思う。かえすがえす
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も発行の遅延が悔やまれる。改めてここに記し

て、お詫び申し上げる。

図6 関連印刷物

さて、加えて、本展では印刷物には様々な仕掛

けをこらしたので、まとめて紹介したい(図6) 。

五姓田義松という画家を伝えるために、「絵本j

「物語J I史料J を3本柱とした書籍等を刊行しよ

うと開催2年前から構想していた。 「絵本J とは

絵を見る書物、すなわち図録である。 しかし、多

くの来場者はその画家の作品の背景にある物語を

欲することが予想された。 特に知られていない画

家であれば、なおさらである。そこで「物語」、

すなわち絵をメインとした書籍ではなく、文章を

主とし、画家の生い立ちゃ様々なエピソー ドを主

体とした書物を刊行したいと願った。そこで開幕

と同時に完成させたのが、拙著『絵師五姓田芳

柳・義松親子の夢追い物語 西洋画師サバイバ

ルj (三好企画平成27年9月)であった。平易

な文章で、同時代の美術事項や歴史事項を加味し

つつ、 義松の父や周辺の画家たちのことを含めた

書籍であり、ショ ップ等で多くの部数を販売した

という 。 加えて「史料j として、拙編『五姓田

義松史料集j (中央公論美術出版 平成27年9月)

を刊行した。当館には五姓田義松に関する多種多

様かつ大部な史料群を所蔵している。 それらを公

刊することは研究者にとっては有益なことは間違

いないと確信しながら、しかし図録にはほとんど

掲載の余地なく、また当館刊行物の紙面にも当然

限界がある。 そこで展覧会にあわせ、 一冊の書籍

として刊行しようと考え、最終的には公益財団法
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人鹿島美術財団から出版助成を得て、刊行するこ

ととなった。三好企画、中央公論美術出版、いず

れの出版社にもこちらから原稿の束を示し、ご

協力を仰いだ次第である。無謀な挑戦ではあった

が、すべて揃うことが義松理解の促進に欠かせな

いと考えたからこその挑戦であった。また、この

数年来続く出版不況にあって、売れない美術関係

書籍、研究書などを刊行するには、展覧会などの

ような宣伝機会がなければ難しいという実情もあ

る。その双方の思惑が合致し、実現できた次第で

ある。

さらに3つ紹介しておきたい。ひとつは子供向

け企画。中高生、あるいは小学生にも展覧会を楽

しんでほしいと常々思っている。当館は歴史部門

を中心に社会科見学や修学旅行生などの受入れ実

績はあるものの、特別展ともなると敬遠されがち

である。少しでも鑑賞の手助けになってほしいと

思い、漫画で義松の生涯を伝えることとした。明

治時代に奥羽地方からアイヌを訪ねた旅行家イザ

ベラ・バードに取材した漫画『ふしぎの国のバー

ド』を連載する漫画家佐々大河氏に協力を仰ぎ、

執筆いただいたパンフレットを小中学生に限定し

無償配布した。魅力的な絵によって活写された義

松は「実物よりイケメンJ と好評だ、った。二つめ

は、図録の遅延に対応するために、リーフレット

を急速作成し、無償配布した。 A4判を4つ折にし

た両面カラー刷りのリーフレットは、ハンデイー

サイズに各章の解説、簡単な年表や作品紹介な

どを掲載し、会場をゆっくりと歩く来場者に有効

だ、った。最後に、チラシである。 A3両面カラー

印刷としたチラシは、数多くの作品で埋め尽くさ

れている。義松の作品には、それまでこれといっ

た有名作品はなかった。 1)去の作品で訴えること

はむしろ難しく、多種多様な作品を描いた事実を

伝えたかった。その担当の願いが反映されたデザ

インとなっている。そして、そのチラシデザイン

を用いたパナーを会場内に垂らして、雰囲気作り

を行ったが、特に後期展示の空間はそのチラシが

先行していたイメージをそのまま具現化したかの

ようだ、った。当館のチラシ等のデザインは、デザ

インを専門とする非常勤職員が十年以上担ってい

る。その職員が当館の展示空間や展示作品などに

精通しているために、成しえた仕事だ、ったことを

明記しておきたい。
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仕掛けその5ーイベントー

本展はさらに欲張り、イベントも各種行った。

講演会は連続講座として、第一人者の先生方にお

願いした。各先生方に改めて義松の素晴らしさ

を理解していただくことで、それぞれが展覧会の

支持者として様々な媒体等で宣伝いただき、多大

な効果を上げたと実感している。高階秀爾氏に

は『毎日新聞』紙上で担当されているコラムに

も、本展を取り上げていただいた山下裕二氏

は、義松らが掲載された前出の小学館版『日本美

術全集』の責任編集にあたったこともあって実に

熱心に足を運んでいただき、「日曜美術館j にご

出演いただいた。現代美術家の小沢剛氏にも講演

をいただいた意義は大きく、義松理解に新しい視

点、また義松を知らない人々の注目をひく起爆剤

となっていただいた。

このように従来の来場者や鑑賞者を強く意識

すると同時に、新たな支持層の獲得を本展でも

狙い、子供向けのイベントとしてワークショッ

プ「鉛筆で描乙う 正確に描こう J を開催した

(図7) 6。東海大学の協力のもと、課程資格教育

センター篠原聡氏、教養学部華術学科河野孝博氏

に加え、 30名弱の学生にワークショップの運営

を依頼した。 2 日間延べ200名を超える参加を得

て、実際に描く行為を通じて、義松のすごさ、明

治美術の面白さの一端に触れてもらった。必ずし

も小中学生の参加が多かったわけではないが、当

館の試みとして若年層を主対象としたものは多く

ないことから、来場者に多様なツールを通じて義

松を知ってもらう機会を設けることは重要だと認

識している。また、他機関と連携することによ

り、他機関が有する広報ツールを援用することが

図7 ワークショップ
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でき、またそこから新たな来場者の開拓が叶うこ

とも有意義といえよう。

仕掛けその6-現場対応一

以上、よいことばかりだと印象をもたれるかも

しれないが、その舞台裏は薄氷を踏む思い、首の

皮一枚というような綱渡り状況だ、った。通常にな

い印刷物の量(それにともなう編集校正)、出品

点数の多さ、テレビ撮影等マスコミ対応、図録の

刊行遅延、イベントの多さなどなど、オープン前

後の混乱は筆舌に尽くしがたい。

さらに多忙を極めたのは、テレビ放映以後であ

る。他館園からの情報で、放映後はパニックだと

知らされていたものの、職員の多くが半信半疑

だ、った。平成23年の状況を知る者も人事異動等

で少なく、一過性で終わるだろうというどこか安

易な気持ちだ、ったことは否定できない。しかし、

幸いにというべきだろう、放映後、連日のように

多くの方々に来場いただき、受付前に長蛇の列が

できることも少なくなかった。職員が複数名、受

付前の整理等の応援にまわった。それ以外にも館

内巡回、図録販売遅延への苦情対応など、様々な

対応に追われ、多くの職員が疲労困懲だ、った。な

かでも当館が立地する馬車道で開催される[馬車

道まつり J (例年 10月 31 日 ""'-' 11 月 3 日)の期間中

は連日開館し、 11月 3 日は文化の日ということも

あり無料開館日としたに結果、特別展入場者数

は1 日で4， 600人を超え、特別展は一時入場規制

を行うほどだ、った。

担当として気を配ったのは、作品の安全であ

る。なかには露出展示していた作品もあり、展示

環境の悪化も憂慮された。当館では通常時、午

前午後に 1回ずつボラ ンティアによる提示解説を

行っている。しかし、会場に多くの方が詰めかけ

ている状況で実施するのは難しく、会場内の状況

を見て、当館講堂において担当による臨時の展示

解説を行った(図8)。都合27回、延べ2 ，00 0人

ほどの方々に解説をした計算である。この実現に

毎日のように奔走した関係職員は高く評価されて

よいだろうが、一方で、そもそも大量来場者に対

応する想定がなされていない博物館設計という実

態が浮き彫りになったといってもよい。なお、こ

の解説で前期展示のうちに後期展示が大幅に変わ

ることを伝えた結果、リピータ ーの獲得につな

がったと考えている。

図8 講堂における臨時展示解説

さて、以上の対応が功を奏したのか、大きな事

故等なく閉幕を迎えられたことは安堵したと表現

するに他ない。しかし、様々な苦情に対応できな

い施設設備上の課題、特に図録の増刷が実現でき

ない予算上の制約など、課題が残った。公立館さら

には建築が指定文化財ゆえにトイレ等の増設が不

可能であり、老朽化した空調機器ゆえにどうして

も室温が下がりきらなかった九図録も単年度会

計の規則にある以上、当館として対応致しかね、

担当者としては申し訳ない思いでいっぱいだ‘っ

た。現状ではどうにもならない問題が山積した事

実もあえて明記しておきたい。

おわりに

本展が終了したのは、平成27年 11 月 8 日。翌

年2月 28 日には、早くもEテ レ「日曜美術館J の

義松特集が再放送された。それをうけ、当館で

は急速、特集展示[五姓田義松」を常設展示室の

一角をもうけて開催した。あわせてパンフレ ッ ト

『線と色のきらめき 神奈川県立歴史博物館所蔵

五姓田義松作品選』を刊行し、増刷できない図録

の代替品とした。常設展示室ゆえ特集展示のみに

来館された人数はわからないものの、パンフレッ

トだけでいえば、特集展示を実施した 1か月ほど

で900部を超える売り上げを記録している。図録

であれば、およそ1 ヶ月で 1 ，000部を販売するこ

とから、同等の足並みと考えることができる。

以上報告してきたように、本展では即効性のあ

る工夫として、テレビ放映や大量の出版物、展

示、イベントなど多方面の展開を行った。しか

し、このような対応が十分にできる機会の方が稀

だろう。体力的、財政的な限界があり、担当者な

らびに職員の疲労は並ではない。マ過性のイベン

-27-



神奈川県博物館協会会報第88号

トだからやりきれるとはいえ、博物館が毎年のよ

うに同様の規模を受け入れるには相当の準備と覚

悟が必要となることを改めて実感した。

ここで繰り返すまでもないが、博物館を取り巻

く現状はげんに厳しく、入館者数や収益が強く求

められている。その要求へ対応するには、劇薬の

ような、本報告のような即効性のある工夫が求め

られていることも事実だろう。良薬は苦し、とい

う肯定的な側面を挙げれば、やはり館が潤うこと

で職員のやる気や余裕が生まれたという点が挙げ

られる。一方、劇薬ともなり、設備的にも職員の

体力的にも疲弊した印象が強い。

また、以上の工夫を下支えしたのは、数年来の

地道な調査研究活動や広報活動であることも重視

してほしい。平成20年の特別展以来温め、かっ

継続的に調査研究や情報発信と収集を繰り返した

結果、相当の年数をかけて準備し、各種方面を説

得した結果である。即効性の裏には相当の時間が

かかっている。

しかも、多くの協力者がいてこそ実現できたと

いえる。たとえば先に挙げたデザイン担当の非常

勤職員の存在。打ち合わせした時間は、わずかか

もしれないが、雑談を交えての会話は数年に及

ぶ。また、当館には非常勤職員ながら文化財専門

の写真技師がおり、また公用車もあり、全国の所

蔵機関へと撮影ないしは集荷返却に赴くこともし

ばしばだった。即効性のある工夫には短期間の豊

かな資金が必要だが、このような準備行為にはマ

ンパワーが欠かせない。以上のほかにも、学芸部

ばかりでなく、全館の職員が本展に協力した。そ

して館内の職員だけではなく、館外の所蔵者、有

識者等との連携も重要なことは本報告に記すとお

りである。そのような日ごろからの積み重ねが、

大きな結果を生んだといえる。

以上の即効性と継続』性のかけあわせを狙った効

果として、実にわかりやすい数字を手に入れた。

加えて、将来性を見据え、画家のブランド力、ひ

いては館の存在価値を一気に高め、若年層への発

信も実現できたことは担当者として大きな喜び

だ、った。この喜びを一過性にしないよう、ここに

記して担当者から見た工夫を加盟館園の方々と共

有し、さらなる工夫を継続していきたい。

l 平成3年に講談社から刊行された『日本美術全集第21巻江戸から明治へ近代の美術 n でカラー図版とし
て掲載されている五姓田義松作品は4点で、その他紹介される五姓田派も山本芳翠の6点を数えるばかりだ。その

後、平成25年に小学館から刊行された『日本美術全集第16巻幕末から明治時代前期激動期の美術』では、

五姓田義松作品は9点と増え、鉛筆による自画像が含まれるなどその一般認識が変化したこともわかる。また五姓

田派もワーグマンをはじめ計4名、 6点と急増しているといえる。
2 他館での展示実績として、たとえば以下が挙げられる。坂東市立猿島資料館企画展「生誕150年 二世五姓田芳
柳ーその知られざる画家-J (平成26年10月~平成27年2月)、古河市歴史博物館企画展「二世五姓田芳柳の世界

日本近代洋画の先駆けJ (平成24年3月 ----5月)新潟市歴史博物館企画展「五姓田 GOSEDA一明治新潟の人々を

描いた絵師J (平成21年4月 ----6月)など。

3 角田拓朗談話記事「五姓田義松の人気の理由J rA此 CollectorsJl no.81 生活の友社平成27年。
4 諏訪敦「書評作品さえ良いものをのこせばJ r芸術新潮Jl 2015年12月号新潮社。
5 r毎日新聞Jl 10月 14日付夕刊。なお、 2015年美術界の回顧を特集する紙面で、高階秀爾氏が『毎日新聞』で、
山下裕二氏が『朝日新聞』でともに年内で注目した展覧会として挙げている。

6 なお、本事業は、科学研究費 平成27----29年度基盤研究 (B) r明治期図画手工教科書のデータベース構築に向
けた総合的調査研究J (研究課題/領域番号: 15H03502、研究代表:岡山大学・赤木里香子、研究分担:角田拓
朗)の研究成果還元のひとつである。

7 当館の無料開館日は、平成25年3月から実施している。毎年、 3月の春分の日、 11 月 3 日文化の日に実施し、屋上
ドームの観覧も含め、好評を博している。本展開催日には、延べ6 ， 000人を超える来館者を記録した。

8 神奈川県立歴史博物館は、空調機器リニューアル工事のため、平成28年6月より休館している。平成30年4月頃、
リニューアル開館の予定である。
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館園だより

館園だより

.川崎.

川崎市市民ミュージアム

博物館、美術館の機能をあわせもった複合文化

施設として、「都市と人間j を基本テーマに博物

館部門(考古、歴史、民俗)と美術館部門(美

術・文芸、グラフィック、写真、漫画、映画、ビ

デオ)の相互が連携し、豊かな個』性を持った活動

を実施しています

平成25年度には、文化・芸術を活かしたまち

づくりを推進し、さらなる魅力向上を図ってい

くために、これまでの取組方針の成果等も踏まえ

つつ、改めて当館がめざす姿を、①市民ミュージ

アムの強みや川崎のポテンシャルを活かし全国に

発信できるミュージアム、②市民に親しまれる川

崎発の市民文化の伝承と創造の発信拠点としての

ミュージアム、③生活にうるおいをもたらし、地

域の活性化に貢献する拠点としてのミュージアム

と定め、その実現に向けた取組を進めています。

平成28年度は、企画展として「生きるアート

折元立身J (4月 29 日 "'-'7 月 3 日)、 rr描く! JI マ

ンガ展J (7月 23 日 "'-'9 月 25 日)、 r&がカタチを

ひらくとき J (8月 4 日 "'-'9月 25 日) r昔のくらし

と道具2016J (8月 6 日 "'-'10月 16 日)、「旅する人

びと J (10月 8 日 "'-'11 月 20 日)、 r2016川崎フロ

ンターレ展J (12月 17 日 "'-'1 月 15 日)、「第50回か

わさき市美術展J (12月 23 日 "'-'1 月 14日)を開催

いたしました。

なお、当館は平成29年度から指定管理者制度

を導入し、新たな魅力ある空間として市民への

サービス向上を目指した取組を進めてまいりま

す。各館園職員の皆さまの御来館を心よりお待ち

しております。

川崎市平和館

当館では、「平和とは、すべての人間が暴力や

差別、貧困や環境破壊におびやかされず安心して

生活できる」ことであるとの考えのもと、日本の

過去の戦争、戦時中の川崎、現代の武力紛争、兵

器、マスメディアと武力紛争の関わりなどの戦争

についてはもちろん、国家による弾圧、武力は

伴っていないものの、私たちの平和的な生活を

おびやかす、環境破壊、貧困、差別などについて

も、平和問題として展示しています。

包括的な平和への理解を促進し、啓発の場とし

て、また市民の平和交流の場として、当館が幅広

く利用されることを目指しています。

1階の屋内広場(平和の広場)では、川崎大空

襲記録展 (3月 "'-'5月)、親子平和推進事業(毎

月)、原爆展・特別展 (8月)、企画展・ミニ企画

展 (6、 11 、 12、 2月)を開催しています。

2階の常設展示は平成26年4月にリニューアル

オープンしました。平和を包括的に捉えて発信し

ていくという平和館のコンセプトは継承しなが

ら、これまでの動画中心の展示から、説明パネル

を中心にした展示に移行しています。これは、来

館者が自分のペースで見ていただけることや、展

示更新を柔軟にできること、東日本大震災以降の

省エネの観点などを勘案したことによります。

また、音声ガイドを導入するなど、展示の方法

をいろいろと工夫し、さまざまな平和問題をより

分かりやすく、深く理解してもらえるような展示

となっています。

明治大学平和教育登戸研究所資料館

今年度は明治大学生田キャンパスと周辺地域

(川崎市多摩区)に焦点を置き、登戸研究所の諸

施設の変遷と地域社会の関わりについて解き明か

した企画展 rr登戸』再発見一建物と地域から追

う登戸研究所一J (2016年 11 月 16 日 "'-'2017年3

月 25 日)を開催しました。今回この企画展を開

催したねらいは、明治大学在学生や多摩区在住の

人々が、自分達が普段何気なく生活をしている場

所は、実は登戸研究所とつながっていると発見し

てもらうことでした。そのため、 1960"'-'80年代

に撮影された生田キャンパスの風景写真を数十点

まとめて展示するコーナーを設けました。生田

キャンパスは1980年代頃まで、旧登戸研究所施

設を教室や部室などとして使用していたため、こ

れらの写真は普段の学校生活と登戸研究所を結び
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付ける最適な資料だからです。展示の前でOBの

皆さんが思い出話に花を咲かせる姿や、在学生が

「あ!ここ知ってる! J と会話をしているのを見

かけ、こちらの想いが伝わっていると実感しまし

た。

また、今回初の試みとして、キャンパス内に残

る史跡を巡るスタンプラリー「登戸研究所の史跡

探検!ラリーJ を企画展と同時開催しました。ラ

リーを通じ、在学生などが普段何気なく目にして

いるモノが、実は登戸研究所の史跡だ、ったと気が

付いてもらうことができました。

川崎市立日本民家園

当園は、東日本の代表的な古民家をはじめ、水

車小屋、農村歌舞伎舞台など25件の文化財建造

物を移築・復原し展示する野外博物館です。古民

家のうち何棟かはボランティアスタッフが囲炉裏

で火を焚いており、床上に上がって見学いただ

けます。また、古民家と昔の暮らしについて学べ

る常設展示・企画展示のほか、民俗芸能公演、昔

話、体験講座など様々な催しも行っています。

今年度は企画展示として「ふしぎ古民具 大集
ワケ

合!一不思議な形には理由がある J を7月 1 日

から 11 月 30 日まで開催。当園が所蔵する、一見

何に使ったか分からない、不思議な形の古民具を

一挙公開し、謎解きをしながら昔の暮らしや道具

について楽しく学べる展示を行いました。

また、来年度に開園50周年を迎えることから、

記念企画展示を開催する準備として、本館展示室

の改修と常設展示のリニューアルを行います。

古民家の旧所在地との交流事業としましては、

富山県南砺市及び山梨県甲州市のほか、新たに福

島市との交流事業を行い、金沢黒沼神社十三神

楽の公演や士湯こけし作り実演などを開催しまし

た。

その他にも年間を通じて様々な催しを開催して

おりますので、ぜひ御来園ください。

川崎市青少年科学館

(かわさき宙(そら)と緑の科学館)

当館は2012年に通称名「かわさき宙と緑の

科学館」としてリニューアルオープンし、プラ

ネタリウムには世界最高水準の星空を投影する

MEGASTAR-III FUSIONを導入、川崎の自然

に係る動植物や地質に関する展示も内容を一新し

ています。

2016年度も展示や教育普及に係る各種事業を

展開しました。

天文分野では、市内外の多くの小中学生が訪れ

るプラネタリウム学習投影のほか、乳幼児親子向

けの「ベビー&キッズアワー」、プラネタリウム

解説を半世紀以上続ける河原郁夫氏による「星空

ゅうゅう散歩J など特色ある投影は高く評価され

ています。今年度はプラネタリウムでオーロラ写

真家の作品上映を行い、好評を博しました。

自然分野では、当館のある生田緑地での各種自

然観察会を開催するとともに、「子どものための」

「初心者向けj と題した昆虫や植物の観察会も開

催し、幅広い層を対象に自然に親しむ事業を実施

しています。また、 30年以上にわたる市民協働

による自然環境調査の成果を紹介する報告会・シ

ンポジウムを開催しました。

科学分野では、「実験工房」、「発明教室J íふし

ぎ実験室J などの科学実験・体験教室のほか、大

人向けの科学実験教室も開催するとともに、これ

らを支える人材育成として、科学サボーター養成

講座も開催しました。また、科学実験キット「ワ

クワクドキドキ玉手箱」の学校出前事業など、学

校理科教育との連携も図っています。

.横浜・

横浜市歴史博物館

平成28年度に実施した企画展は次のとおりで

す。春季は、歴史を初めて学ぶ小学校6年生の学

校見学に対応して、横浜市内の遺跡から見つかっ

た考古資料を中心に紹介する「君も今日から考

古学者! J (4/2~6/5) を、初夏には神奈川県立

30 

歴史博物館が所蔵する浮世絵「丹波コレクショ

ン」を同館の協力のもとに紹介する[楽しい浮世

絵ヒストリーJ (6/18~7/10) を、夏季には横浜

市内の小学校に設置された郷土資料室の整理・リ

ニューアルをすすめている「博物館デビュー支援

事業」のうち、これまでに整理が終わった各資料



室の成果から、地域の歴史ゃくらしを物語る学校

文化財を一堂に展示した「よみがえる学校の文化

財J (7/23"'9/4) を開催しました。秋季は、港

北ニュータウンの埋蔵文化財撮影で活躍した写真

家寿福滋氏が、長年にわたり追い続けた杉原千畝

の「命のビザ」をテーマにした写真展[杉原千

畝と命のビザJ (9/24'" 11/27) を開催しました。

冬季には今年度新たに市の指定を受けた文化財を

展示する「横浜市指定登録文化財展J (12/10'" 

1/9) 、また神奈川大学日本常民文化研究所と共同

で企画展「和船と海運」を開催し、当館では和船

による横浜と各地の交流の様相を江戸時代を中心

に点描する「津々浦々 百千舟J (1/28"'3/20) 

というテーマで展覧しました。

体験学習は新たに[れきし工房j としてリ

ニューアルして実施しました。

このほか、好評の講座や横浜市内外の歴史探訪

も、例年通り実施しています。

横浜美術館

・企画展

富士ゼロックス版2画コレクション×横浜美術

館複製技術と美術家たちーピカソからウォーホ

ルまで【会期 :4月 23 日 "'6月 5 日】、メアリー・

カサット展[会期 :6月 5 日 "'9月 11 日】、 BODY/

PLA Y/POLITICS 【会期 :10月 1 日 "'12月 14

日】、篠山紀信展写真力 THE PEOPLE by 

KISHIN 【会期: 1 月 4 日 "'2月 28 日】

・コレクション展

横浜美術館コレクション展2016第1期【会期:

4月 23 日 "'6月 5 日，6月 25 日 "'9月 11 日】、同第

2期【会期: 10月 1 日 "'12月 14日】、同第3期

【会期: 1 月 4 日 "'2月 28 日】

・New Artist Picks 

和田淳展|私の沼[会期2月 3 日 "'2月 28 日】

・美術情報センター

メアリー・カサット展連動企画特別資料展

示「パリ万博と紹介された日本」【会期 :7月 11

日 "'9月 28 日]、 BODY/PLAY/POLITICS展連

動企画関連資料コーナー「もっと知りたい 16人

のアーテイスト」【会期10月 1 日'" 12月 28 日】、

BODY/PLAY/POLITICS展・篠山紀信[写真

力」展連動企画特別資料展示: Wピクチャー・ポ

スト』に見る「フォト・エッセイ」【会期10月 1

日 "'3月 22 日】、篠山紀信「写真力j 展関連資

ノ
V一、
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料コーナー「篠山紀信の原点を探る一『アサヒカ

メラ』を中心に j 【会期2017年1 月 4 日 "'4月 14

日】

横浜みなと博物館

平成28年度の展覧会は8月から 11月の会期で、

横浜に住み、画家・イラストレーターとして船や

海を描き続けた柳原良平の画業を通観する企画展

「柳原良平海と船と港のギャラリー」を、平成

29年2月から4月の会期で海難救助の歴史と変化

を紹介する企画展「海難と救助一信仰からSOS

へ-J を開催しました。

教育普及事業では、企画展開連事業として記

念座談会「柳原良平の海と船と港の絵を語ろう

」や、横浜シティガイド協会との共催でガイドツ

アー f'"柳原良平の描いた《海・船・港》を求め

て"'J 、ワークショップ「柳原良平の海・船・港

の絵本をつくろう J や「アンクル船長の絵を親子

で探検しよう」を実施しました。また今年度から

館長が横浜の港と船などについて話す「みなと博

館長トーク J、学芸員が常設展示をわかりやすく

解説する「学芸員のワンポイント展示解説j、日

本丸船長が帆船日本丸について解説する「日本丸

船長による船の講座j を開始しました。横浜み

なとキッズクラブは開始から6年目を迎え、新し

く「モーターで動く船を作る工作教室」をプログ

ラムに加えました。また土日の入館者向けに、毎

週土曜日に「楽しい船の折り紙教室J、日曜日に

日本丸などのペーパークラフトを製作する「ペー

パークラフト教室j を実施しています。祝日は2

つの教室を交互に実施しています。どの教室も入

館者から大変喜ばれています。今後とも、横浜み

なと博物館は帆船日本丸とともに、積極的に事業

を行っていきます。

横浜市立野毛山動物園

本園は、昭和26年 (1951年) 4月に「野毛山

遊園地」という名前で開園して以来、横浜の中心

に位置する“身近な動物園"として、世代を超え

て市民の皆さまに親しまれてきました。おかげさ

まで、平成26年度には32年ぶりに100万人以上

の来園者数を記録しました。

平成28年 (2016年) 4月には65周年を迎え、

記念式典の他に新しく野毛山動物園にやってきた

ミナミコアリクイ「アサヒ」のお披露目式を行い
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ました。

飼育する動物は、約100種を数え、いずれも来

園者に“身近に"動物を感じていただける展示

となっており、“動物への理解を深めていただく

入口"としての役割を担っております。中でも、

「なかよし広場」では、モルモット、マウスなど

の小動物とのふれあいを体験していただき、特に

次世代を担う子どもたちが“動物のぬくもり"を

実感できる場となっております。

60年以上の歴史の中で、数多くの希少種の繁

殖に成功しています。現在も、より計画的な繁

殖に取り組むことで、動物園の大きな役割である

「種の保存」に努めており、平成27年には国内初

であるヘサキリクガメの繁殖、平成28年9月には

チンパンジーの繁殖に成功しています。

また、神奈川県の「野生傷病鳥獣保護事業」の

委託を受け、野生動物の保護を行い、環境保全の

一翼も担っております。

どうぞお気軽にご来園ください。そして、動物

たちとの出会いをお楽しみください。

神奈川県立歴史博物館

神奈川県立歴史博物館は、適切な収蔵環境の維

持と快適な展示環境の実現を目指して、空調設備

等改修工事を行うこととなり、平成28年6月から

全館休館することとなりました。休館前最後の特

別展として『まぼろしの紙幣 横浜正金銀行券』

を4月から 5月に開催しました。その後、夏から

秋にかけて収蔵資料の移転作業を行い、 9月には

県内の博物館、美術館、公文書館ならびに外部収

蔵庫への資料移転を完了しました。博物館近くの

ビルに事務所機能を移転し、 10月から業務を問

責台しました。

休館中の業務として、学芸員や外部講師による

各種講座、多様な年代をターゲットにした体験教

室、県内各所を舞台とした講義と現地見学会、学

校への出張講座など、充実した教育普及事業を開

催しています。また工事中も見学可能な区域に限

り建物見学会も継続し、重要文化財に指定されて

いる横浜正金銀行本店本館の建築の魅力を発信し

ています。

休館中の当館資料の活用として、県立近代美術

館(葉山)コレクション展「明治の美術J (4"-'5 

月)で近代絵画コレクションが、横浜市歴史博物

館企画展「楽しい浮世絵ヒストリーJ (6"-'7 月)
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で丹波コレクションが紹介されました。県立生

命の星・地球博物館とは共催展「石展2 かなが

わの大地が生み出した石材J (12月~平成29年2

月)を開催しました。

再開は平成30年4月下旬の予定です。約2年の

休館の間、様々な準備を整え、再開後はより充実

した博物館事業を展開したいと思います。どうぞ

ご期待ください。

三渓園

2016年は開園110周年を迎えました。創設

者・原三渓が新しい芸術を支援したこともあり、

今年度は所蔵品展の他、現代美術をとりあげ、春

には「北欧美術展j を古建築内で、冬には企画展

「会所一三渓園の建物と花一エパレット・ブラウ

ン湿板光画展」を三渓記念館で開催しました。庭

園の整備は名勝整備委員会の指導のもと、植栽の

整備に力をそそぎ、景観や建造物等の保存環境を

改善しました。建造物の修理は横浜市指定有形文

化財《白雲邸》の屋根修理や重要文化財《春草

庫》の部分修理などを実施、内外ともに美しい

姿となりました。ボランティアは、ガイド・庭

園・合掌造りの3本立てで、行っており、各々運営

方法の見直し等に努めました。ボランティアの

方々は建物周りの清掃や各行事への協力など、三

渓園の管理や催事、来園者サービ、スへの大きな力

となっています。また、他団体の三渓顕彰活動で

は、 10月に三渓の出身地・岐阜で顕彰会の協力

により、岐阜市歴史博物館の分室・三渓記念室が

開室、他にも横浜の原三渓市民研究会などによる

周知活動が盛んです。交通面では土日祝日に「ぶ

らり三渓園BUSJ の運行で正門前までの交通が

確保され、来園者の利便性が高まりました。開園

後1世紀を過ぎて、ようやく近代文化遺産として

の価値に理解が得られつつあるという状況であ

り、その維持保存への姿勢が一層問われることに

なり、今後も、長く親しまれる名所を守るため、

職員一同努力してまいります。

JICA横浜海外移住資料館

当資料館では、日本から海外へ移住した日本人

移住者の歴史・生活・体験や、世界各地に存在す

る日系社会の現在の様子などを展示しています。

たくさんの日本人が海を渡っていったここ横浜

で、日本人の海外での発展と日系社会の形成や、



国内で働く日系人とその子弟について知ること

で、多文化共生社会について考えるきっかけとし

ていただ、ければと願っています。

今年度は、リオデジャネイロオリンピック・パ

ラリンピックを記念して、企画展示「二つのオリ

ンピックースポーツがつないだ日系社会-J を開

催致しました。実際に使用された聖火トーチも寄

贈頂き、多くの来館者が記念撮影をされました。

現在は企画展示「鏡像の祖国一アルゼンチンの日

系人たち -J を 10月 15 日 "'-'12 月 11 日まで開催中

です。また今冬には企画展示「ハワイの日系人の

まつり一盆ダンスとお正月一(仮題)J を開催予

定です。

毎年春には各都道府県からの海外移住に焦点を

当てた展示を企画しており、沖縄移民展、一昨年

度の和歌山移民展、昨年度の福岡移民展に続き、

来年春には広島移民展の開催を予定しておりま

す。

また他にも公開講座、各種イベントなども随時

開催していきます。

みなさまのご来館をお待ちしております。

シルク博物館

当館では、絹の科学・技術の理解や絹服飾の工

芸美の鑑賞の場として、年間を通してさまざまな

事業を実施しています。

平成28年度は春の企画展として、「キモノの美

一人間国宝田島比呂子の友禅-J (4/23"'-'6/12) 、

秋の特別展として「第24回全国染織作品展j

(1 0/8"'-'11/13) を開催しました。その他、真綿

の実演、スカーフ染め体験など、シルクにまつわ

る実演・講習会やワークショップを随時開催しま

した。

また、今年度より、当館の教育普及活動は「か

いこ博士プロジェクト」として一括して取り組む

こととし、小学校を中心に広報しました。プロ

ジェクトの第1弾は蚕種(蚕の卵)配布 (5/19"'-'

21) 、第2弾は夏の企画「かいこ教室J (7/30"'-' 

8/14)、第3弾は小学校向けの団体利用やワーク

ショップ(通年)、第4弾は「たのしいかいこの

発表会J (12/3"'-'1/10) として、年間を通して子

どもたちが蚕の生態や蚕が作る繭や生糸について

学習する機会を作りました。
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日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

日本郵船歴史博物館と日本郵船氷川丸は、とも

に総合物流企業日本郵船株式会社が運営する施設

です。

歴史博物館では社史を通じ近代日本海運の繋明

期から現在の企業グループ活動を紹介する常設展

と年3"'-'4回の企画展を開催しています。昨年度

は、収蔵品の船体模型に焦点を当てた「ザ・模型

-NYK Model Ships-J (4月 23 日 "'-'7 月 10 日)

を開催し、あわせて講演会・ワークショップなど

関連イベントで普段なじみのない船を身近に体験

してもらうことができたと考えます。

また、氷川丸の重要文化財指定に伴い記念企画

展として、氷川丸関連資料を紹介しながら竣工か

ら 86年を通観した「重要文化財指定記念まるご

と氷川丸展J (7月 16 日 "'-'12 月 25 日)を開催しま

した。同展では各分野の識者にそれぞれの視点か

ら講演いただき、氷川丸を再発見していただく機

会となったと考えます。

一方、山下公園先(横浜市)に係留される日本

郵船氷川丸は、 1930年に横浜船渠(株) (現三菱

重工業(株)横浜製作所)で建造された貨客船

で、シアトル航路就航以来、いくつもの激動の

時代を乗り越え、 1960年に引退。 2016年に洋上

に浮かぶ船舶として初めて、重要文化財に指定さ

れました。戦前の造船技術を伝える貴重な産業

遺産として実物のもつ迫力は多くの方を魅了し、

みなと横浜のシンボルとして親しまれています。

2017年には、 2008年4月のリニューアルオープ

ン以来、 250万人目のお客さまをお迎えする予

定です。両館は徒歩15分ほどの距離にあります。

ぜひご来館いただき、展示と実物の両方をご鑑賞

ください。

横浜開港資料館

平成28年度の企画展については、第1回「ハマ

の大地を創る一吉田新田から近代都市へJ (2016 

年4月 15 日 "'-'7 月 18 日)は、横浜の中心部が入り

海から新田開発によって陸地化しさらに開港を起

点に近代都市へと変貌していく過程を紹介した。

第2回「明治のクールジャパン一横浜芝山漆器の

世界・金子陪彦コレクションを中心にJ (7月 22

， 8"'-'10月 23 日)は、開港直後から輸出向けに横

浜で製作されていた「横浜芝山漆器」にスポット

をあてた。第3回「明治天皇、横漬へ一宮内省文
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書が語る地域史J (10月 28 日 -----2017年1 月 29 日)

は、宮内公文書館との共催で、近代日本の国家的

行事の舞台となった横浜における明治天皇の姿を

取り上げた。第4回は「郷土史の昔と昔(仮称)J

(2017年2月 1 日 -----4月 23 日)である。また季節や

時宜にかなった資料を紹介するコーナー展示も随

時開催した。

横浜人形の家

横浜人形の家は、平成28年度より指定管理者

制度のもと丹青社・東急コミュニティー共同事業

体が運営。「横浜発・世界の人形ふれあいクルー

ズ」をコンセプトに、収蔵品の中から地域色豊か

な人形や人間国宝の手による貴重な人形まで多様

な人形を展示。また、見て、触れて、感じて、遊

ぶことが出来る新人形文化の発信にも独自の切り

口から取り組んでいます。

今年度は「武者人形~人形師・永徳粛の技と

美 J (4/16-----5/15) をはじめ、ウエディングを

テーマにしたリカちゃん展「リカちゃんが夢見る

ウエディングLicca' s Sweet WeddingJ (4/26 

-----7/10) 、「ミニチュア・ドールハウス展J (6/28 

-----8/31) 、ロボットと人間の未来を考える「鉄腕

アトムロボットと暮らす未来展J (2016.7/16 

-----9/25) 、女性作家に注目した IKawaii こけ

し展J (10/1 -----11/27) 、 15周年のプライスの集

大成 IBlythe 15th Anniversary Exhibition 

Sweet CelebrationJ (1 2/3-----2017. 1/ 22) 、

関節人形作家・清水真理の作品展 IDOLLS

FANTAGIC CIRCUSJ (12/20-----2017.2/12) 、

「ひな人形展~時を越えて -----J (2017.1/28-----

3/3)、体験型展示「シルパニアファミリー展わ

くわくミュージアム2017J (3/11-----5/7) を開

催。あわせて関連イベントや体験プログラムを行

いました。

今後ともご指導、ご協力を賜りますよう、お願

い申し上げます。

神奈川県立神奈川近代文学館

28年度は指定管理者制度の第3期の初年度にあ

たる。春の特別展 1100年目に出会う夏目撤石」

では、代表作「道草J 原稿の一部が約一世紀ぶり

に発見され、初公開されたことが話題となり、単

独の展覧会で歴代最高の入場者数29 ，430人(会

期51 日)を記録。順調なスタートを切ることが

34 

できた。秋は27年度に資料の寄贈を受けた「第

三の新人」の中心的作家・安岡章太郎を回顧した

特別展「安岡章太郎展一(私)から(歴史)へ」

を開催。また、中規模の企画展として、 5月末か

ら初夏にかけて戦後詩壇を代表する詩人・鮎川信

夫の「没後 30年鮎川信夫と『荒地』展」を、夏

に「絵本作家・西村繁男の世界展やこうれっしゃ

で出発! J を、 29年 1 月末から春にかけて社会派

小説の問題作を数多く発表した戦後派作家・井上

光晴を回顧した「全身小説家・井上光晴展」を開

催。さらに年度末から特別展「生誕 150年E岡

子規展一病林六尺の宇宙」の開催を予定してい

る。また、文学展に関連した講演会、対談、朗読

会、映画会などのイベントを多数開催したほか、

文字・活字文化振興事業として文芸朗読会や連句

会、児童向けの「かなぶんキッズクラブJ (読み

聞かせ会、紙芝居、子ども映画会など)を実施し

た。県内図書館や中・高等学校図書室などへパネ

ル文学展の巡回も行い、若年層の読書推進活動に

も力を注いだ。さらに新企画の中・高校生限定文

芸講演会や一般向け朗読教室を実施し、利用者層

の拡大を図った。

ニュースパーク(日本新聞博物館)

当館は常設展示を全面的に刷新して2016年7

月、リニューアルオープンしました。現代の情報

社会と新聞の役割を楽しく学ぶ施設として、体験

型展示を増やし、主たるターゲットである子ども

たちに分かりやすい展示を心がけました。

現在の情報社会に生きる子どもたちは、大量の

情報に固まれて暮らしており、情報を見極める力

を身に着けることは大きな課題となっています。

「情報の海j の展示ゾーンで急激な情報化を可視

化し、情報との向き合い方を考えます。続く「真

実を届けるj の展示ゾーンでは、確かな情報を届

ける新聞社、新聞記者の仕事を紹介します。参加

者がタブレット端末を手に横浜の歴史に迫る「横

浜タイムトラベル」を導入してゲーム感覚で取材

を体験してもらっています。小・中学校はじめ団

体向けには「パソコンで新聞づくり J 1新聞レク

チャーJ 1取材クルーズ」という三つのプログラ

ムを用意しています。体験と交流を通じて新聞に

ついて学ぶとともに、読解力や表現力の向上にも

役立ててほしいと考えています。

リニューアル以降開催した企画展は「新聞が伝



えたスポーツと社会一一オリンピック・パラリン

ピック報道展J (7月 20 日 '"'-'9 月 25 日)、「こんな

時代があった 報道写真『昭和8年』展J (1 0月 1

日'"'-' 12月 25 日、共同通信社との共催)、 12016年

報道写真展J (1 月 7 日 '"'-'3 月 26 日、東京写真記者

協会との共催)です。

横浜都市発展記念館

横浜都市発展記念館は、現在の横浜市の骨格が

形成された昭和戦前期を中心に、「都市形成の歴

史J 1市民生活の変遷J 1横浜が育んだ文化」の三

つのテーマから都市横浜のあゆみを紹介する施設

です。

平成28年度は特別展・企画展として、 4月 16

日から 7月 3 日まで「横浜・山下公園 海辺に刻

まれた街の記憶-J 、 10月 22 日から 29年1 月 15 日

まで「焼け跡に手を差しのべて一戦後復興と救済

の軌跡-J を開催しました。それらにあわせて、

「マリンタワー開業55周年ハマに展望塔ができ

るまで」などの写真パネル展も開催しました。ま

た、収蔵資料を中心としたコーナー展(常設展示

室内)のほか、ワークショップや体験学習も実施

しました。調査研究員による「月イチj 講座も完

全に定着し、リピーターが増えています。さらに

毎年恒例の「夏祭り J 1開館祭り」などとともに、

にぎわいの創出をはかっています。市内の小学校

4年生を対象に「吉田新田とその後の歴史」を解

説する、学校団体向けのプログラムもたいへん好

評で、毎年多数の利用校があります。

一方、横浜開港資料館および横浜市史資料室と

は、戦後の都市横浜に関する連携研究事業や共同

の地図データベース作成事業などを進め、調査研

館園だより

究体制の充実に努めています。

神奈川県立金沢文庫

平成27年12月 14日から 28年3月 18 日まで休館

し、空調設備の更新工事を実施しました。おかげ

さまで館内の温湿度は安定し、厳しい夏期も乗

り越えました。さらに 12月 19 日から 29年2月上

旬まで休館し、空調設備の制御盤の更新を行いま

す。これで大規模な館内環境整備も一段落となり

そうです。御心配をおかけしました。

金沢文庫に収蔵する「称名寺聖教J 1金沢文庫

文書」総計二万点余が、 28年8月 17 日の告示で国

宝となりました。県内でも半世紀ぶりの国宝指定

だそうです。保存・修理をはかりつつ、分かりや

すく展示・公開できるように学芸一同努力してま

いります。

28年度は、再開第一弾として特別展「金沢百

景J (3/19'"'-'5/29) を開催しました。昭和初期、

失われつつあった金沢の風景を克明なスケッチに

残した地元の画家・角田武夫の作品を一堂に公開

し、昔を知る地元の方々に好評でした。続く企画

展「泥亀永島家の面影J (6/3'"'-'7/3 1)では、江

戸時代に金沢の新田開発を進めた永島家の古文

書・遺品をまとまった形で初公開し、忘れられか

けていた歴史のーコマに脚光をあてました。企画

展「国宝でよみとく神仏のすがたJ (8/5'"'-' 1 0/2) 

では、国宝に指定された文化財と、珍しい美術作

品のコラポを実現しました。特別展「忍性菩薩J

(10/28'"'-' 12/18) では、忍性の生誕800年を記念

し、極楽寺を中心とする中世律宗の展開を多角的

に展示しました。

.三浦.

公益社団法人観音崎自然博物館

特別展示(平成28年度分)

「江戸のタナゴ釣り文化とそれを支えた人々J

3月 13 日 '"'-'5 月 15 日

「ミヤコタナゴ写真展 生息地復元の試みj

5月 20 日 '"'-'7 月 10 日

「三浦半島の鳴く虫たち J 7月 15 日'"'-'1 0月 30 日

「たねの世界観音崎の植物とその種子J

11 月 13 日~平成29年2月 26 日
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人事について

10月 24日に石鍋害寛館長が病気のため亡くな

りました。

変わって河野えり子主任研究員が館長に就任し

ました。

鎌倉・吉兆庵美術館

料理に合う器づくりにこだわった北大路魯山

人。 2015年から 2016年は特に料理人としての観
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点から魯山人を紹介した巡回展示が各地で催さ

れ、関心が高まった年でした。それは、 2013年

12月に「日本食J がユネスコ無形文化遺産に登

録されて以来、美食家としての顔を持つ魯山人が

メディアを通して紹介されてきたからでした。

鎌倉にゆかりのある北大路魯山人の作品を常設

で展示している当館でもこうした背景を受け、魯

山人と料理との接点やそのこだわりを普段の展示

よりも多くご紹介しました。「器は料理の着物」

といった魯山人が遺した名言と好んだ料理のパネ

ル。そして、「花は足で(山野を歩いて、そこで

摘んだ花を)生けよ」の言葉と山野草を生けた花

器のパネルなど、作品だけの展示ではなく、言葉

や写真から料理や生け花の世界を少しでも体現で

きるようにしました。

また、今年は備前焼作家、金重陶陽が生誕120

年を迎えており、これを記念する展示を行いまし

た。金重陶陽は明治から昭和にかけて活躍した陶

工で、備前焼の分野で初めて人間国宝に認定され

ました。それまで彫刻のような細工を施した備前

焼が主流だ、った時代に、本来の魅力である土と炎

から生まれる窯変が美しい桃山風の備前焼を再

興させ「備前焼中興の祖」としても知られていま

す。当館では、陶陽の初期頃に見られる細工備前

の香炉や桃山風備前の花器や水指を展示し、時代

を追いながら変貌していったその作風の変化をご

覧いただきました。

鎌倉国宝館

鎌倉国宝館は、大正12年の関東大震災を契機

に、こうした災害から鎌倉の文化財を保護し、鎌

倉を訪れる人々がこれらを容易に見学できる施設

として、昭和3年に開館しました。今年、開館88

周年を迎えた当館では、国宝・重要文化財をはじ

めとする貴重な収蔵品の数々をご覧いただくこと

ができます。

本年度はまず、 4月 2 日から 14日にかけて、平

成27年度に鎌倉市新指定文化財となった作品を

展示し、 4月 23 日から 5月 29 日にかけては、線持

寺の名宝を中心とした特別展「禅の心とかたち~

綿持寺の至宝"'-'J を開催しました。 6月 7 日から 7

月 18 日にかけては、公益財団法人常盤山文庫と

の共催で、同文庫収集の墨蹟を中心とした「常盤

山文庫名品展2016J を開催しました。また、 7月

23 日から 9月 4日にかけては、仏像の見方をわか
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りやすく解説した「仏像入門~ミホトケをヒモト

ケ! "'-' J を、 9月 9 日から 10月 16 日の「国宝鶴岡

八幡宮古神宝」では、鶴岡八幡宮に伝わる古神宝

類や社宝を展示しました。さらに、本年鎌倉で行

われた東大寺サミットにあわせて、 10月 22日か

ら 12月 4日までの問、鎌倉とゆかりの深い東大寺

に関連する資料を展示する「鎌倉meets東大寺一

武家の古都と南都をつなぐ悠久の粋 j を開催し

ました。 1 月 4日から 2月 5 日にかけては、公益財

団法人氏家浮世絵コレクション展「肉筆浮世絵の

美 氏家浮世絵コレクション J を開催し、 2月

11 日から 3月 12 日まで「ひな人形」を開催しま

した。

観音ミュージアム

平成26年4月より長期休館に入った当館は、去

る平成27年10月 18 日、装いを一新し、名称も

「観音ミュージアム」と改めリニューアルオープ

ンいたしました。

本改修の主目的は、開館から 35年が経過し、

老朽化した施設の耐震化や設備の刷新でありまし

たが、それとともに、鎌倉長谷寺が博物館施設を

設置・運営するうえで「本尊である十一面観音菩

薩について、興味や関心、そして理解を深めてい

ただけるような施設造りを目指す」という趣意を

来館者にも明確に伝えるため、展示方法の全面的

な見直しを図った次第であります。

具体的な取り組みとして、映像による当山や

ミュージアムの紹介をはじめ、主要展示資料の詳

細な解説を行うためのデジタルキャプション、あ

るいは、本尊をあらゆる方向から見ることができ

るパノラマ画像を駆使したコンテンツなど、時代

性に即した親しみやすい演出と、より深い探究心

を持った方にも満足していただける補助解説機器

の導入で、来館者のニーズに幅広く対応できるよ

う努めました。

また、 1階展示室の増床に伴い、常設資料の展

示演出にも力を入れ、当山伝世の資料群でも特異

な存在である「木造観音三十三応現身立像J (鎌

倉市指定文化財)や「銅造十一面観音懸仏J (国

指定重要文化財)は、それぞれ専用の展示ケース

を製作し、その希少性や特殊性を際立たせること

で当ミュージアムを代表する文化財として紹介が

できるようになったと自負しております。

なお、常設展示を中心とする運営方針に切り替



えたことで、企画展示のコーナーは縮小せざるを

得なくなりましたが、昨年のオープンより所蔵資

料によるリニューアルオープン展(彫刻・絵画資

料)をはじめ、昨夏には「カワイイKawaiiほと

けさま」展の開催など、仏教美術品をより親しみ

やすい形でご紹介する企画も随時開催を予定して

おります。

寺院系博物館の新たな姿を模索し、「宝物館J

から「ミュージアムj に生まれ変わった当館へぜ

ひお運び下さい。

神奈川県立フラワーセンタ一大船植物園

平成28年度は、毎年ご好評をいただいている

「ハスの花観賞のための早朝開園J を 7月 16 日、

17 日、 18 日及び23 日、 24日の5 日間にわたって

開催しました。午前7時に開園し、早朝に咲くハ

スの花を多くの方にご覧いただきました。 10月

28 日から 11月 23 日までは神奈川県菊花連盟との

共催により、県内各地の愛好家が仕立てた菊を展

示する「第54回神奈川県菊花大会j を、また11

月 12 日、 13 日には楽しい企画が満載の「第20田

フラワーフェスティパルおおふなJ を開催しまし

た。そのほか、年間を通じて植物愛好団体の協力

による季節感ある展示会も開催しています。圏内

の花壇は、四季を通して花が楽しめるよう工夫し

ており、観賞温室では熱帯の植物を通年ご覧いた

だけます。人気が高い[ばらj や、本園で改良・

育成してきた「しゃくやく j、「はなしようぶ」な

ども季節ごとにお楽しみいただけます。年間を通

して寄せ植え教室や植物の栽培教室など各種講座

を開催し、夏休みには小学生向けの「親子で楽し

むフラワーアレンジメント教室j などを企画しま

した。園芸に関する相談については専任相談員が

館園だより

県内一円から幅広い相談を受けております。

なお、平成30年4月には指定管理者による管理

への移行が予定されておりますが、今後もお客様

に喜んでいただけるよう職員一同取り組んで参り

ます。

横須賀市自然・人文博物館

平成28年3月 12 日(土) ----6月 5 日(日)まで企

画展示「土・石・木・・器のかたち いれものか

らみる横須賀の歴史-J を開催しました。横須賀

市内で出土・収集された様々な器を展示しまし

た。

平成28年7月 16 日(土) ----9 月 25 日(日)に特

別展示「天神島大冒険! 一海とともにくらす生

き物たちの楽園-J を開催しました。博物館付属

の天神島臨海自然教育園が2016 (平成28) 年に

50周年を迎えたことを記念して、天神島の自然

とその保全の歴史、おすすめの観察ポイントなど

を展示しました。

平成28年10月 29 日(土)----平成29年2月 5 日

(日)に企画展示「横須賀の古墳時代一古墳はだ

れがつくったか -J を開催しました。古墳と横穴

墓を中心に、横須賀市内の遺跡から出土した古墳

時代の遺物を展示しました。

平成29年3月 11 日(土)から企画展示「横須

賀製鉄所の同窓生J を開催しています。平成29

年6月 4日(日)まで、横須賀製鉄所が作った学

校である「聾舎(こうしゃ)J の人びとの写真や

演習図面を展示しています。

今後も本館をはじめ、馬堀および天神島の自然

教育園、ヴェルニー記念館において、横須賀や三

浦半島の自然および人のいとなみについて研究

し、分かりやすく発信していきます。

@湘南.

茅ヶ崎市文化資料館

文化資料館では、平成28年2月に策定した「文

化資料館整備基本計画j を策定し、平成33年度

の(仮称)茅ヶ崎市博物館の開館に向け、建物及

び展示・収蔵の設計に取り組んでいます。

その問、現資料館では、海岸地域の動植物の分

布調査、市内の石造物の記録調査や、自然観察会

や文化財探訪、小学生の向けのワークショップな

どの教育普及事業を、市民ボランティアと協力し

て開催しております。

28年度は、寒川町文書館と共同開催した共催

展「寒川と茅ヶ崎の大山道J を7月に開催し、多

くの来館者を得ることができました。

また、神奈川県建築士会(湘南支部)と東海大

学工学部建築学科の小沢朝江研究室と協定を結

び、幕末期に建てられた市指定重要文化財である
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旧和田家及び旧三橋家について、保存と活用の検 ムでお伝えするブログも始めました。ぜひご覧く

証を行いました。旧和国家については、現況調査 ださい。

を行い、今後の望ましい保存方法の検討を行いま

した。旧三橋家の普請等について研究を行い、建

てられた当時の状況について明らかにすることが

できました。また、今後の活用を検討するにあ

たり、ミニ企画展の開催、保全と文化財に親しむ

ことを目的とした障子の張り替えなどのワーク

ショップを開催しました。

今後は、(仮称)茅ヶ崎市博物館の開館に向け

て設計や移転に向けた準備を進め、これまでの活

動で育んできたものを、継承し発展させるべく、

地域の博物館としての新たな活動に向けた準備を

進めて参ります。

平塚市博物館

当館は2016年5月 1 日で開館40年を迎えまし

た。多くのサークル活動をはじめ市民とともに歩

んだ40年です。

これを記念して7月 16 日 .-....-9 月 11 日に、夏期特

別展『レンズが見たひらつか2 1976-2016j 

を開催し、開館以来40年の平塚市と博物館のあ

ゆみを写真で伝えました。地域博物館として過去

を探るだけでなく、未来を見据えて今を記録する

視点も大切にしたいと思います。

10月 22 日 .-....-12 月 18 日には秋期特別展『知られ

ざる平塚のロケット開発』を開催しました。当館

が建っている場所は戦前には海軍火薬廠があり、

そのなかで現代の日本のロケット技術が萌芽して

いたこと、市内の企業や大学でのロケット技術や

開発を紹介しました。

2017年2月 25 日 .-....-5 月 7 日には春期特別展『男

の子と女の子のお雛さま』を開催します。当館に

寄贈された節句人形を紹介し、人形と節句行事へ

の理解を深めていきます。

プラネタリウムも「すだれ越しに見た宇宙j

「フリー・トーク・プラネタリウムJ 1賢治が綴っ

た星空J 1不思議な星と悪魔の星J 12017年の天

文現象J 1ペピ・コロンボの琴星探査J などの番

組を投影しました。そのほか、考古・民俗・歴

史・生物・地質・天文の各分野の講座や体験学

習、観察会を実施し、市民の多様なニーズに応え

られるよう努めています。

また、 2016年から当館ホームページをリニュー

アルしました。当館の活動や出来事をリアルタイ
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大磯町郷土資料館

昭和63 (1988) 年 10月に開館した大磯町郷土

資料館は本年度11月 3 日付けでリニューアルオー

プンいたしました。郷土資料館リニューアルオー

プンに際しましては、「湘南の丘陵と海」という

館のテーマにもとづき、 28年間の博物館活動を

生かした常設展示の構成といたしました。とりわ

け、「別荘地 大磯」にかかわる近代史・現代史

に重点を置いています。

企画展示は、郷土資料館巡回展として「海の中

の植物・海藻~いろいろな色 いろいろな形.-....-J

を5月 28 日 .-....-6 月 26 日に開催し、「大磯の災害

パネル展j を9月 17 日 .-....-10 月 16 日まで開催しま

した。オープン記念企画展として「遺跡からみる

近代別荘地の形成と展開」を 11 月 3 日 .-....-12 月 18

日に開催。平成29年1月 21 日から 2月 26 日まで神

奈川県教育委員会主催による巡回展「かながわの

最初の現代人一旧石器時代のヒトと社会-J を開

催しました。 3月 26 日から 5月 7 日は企画展「吉田

茂j を開催しております。

また、ワークショップは従来「大磯自然観察

会J、「海の森クラブj、「古文書裏打クラブj、「古

文書解読クラブ」の活動しておりましたが、今年

度、新たに「写真整理クラブ」の活動を開始いた

しました。

皆様のご来館をお待ちしています。

秦野市立桜土手古墳展示館

当館は、丹沢山系の麓、秦野盆地に遣されてい

た桜土手古墳群を保存・復原した遺跡公園(桜土

手古墳公園)とともに、古墳群からの出土品を中

心に展示した野外・館内とが一体となった博物館

です。

今年度は、特別展として春季は歴史を学び始め

た小学生を対象に秦野市内の遺跡から見つかっ

た考古資料を時代別に展示した「秦野の歴史

2016J (4/19.-....-6/26) 、秋季は神奈川県西部の新

東名関連の発掘調査成果を公開した「遺跡・遺物

が語る!かながわ・秦野の歴史2016J (10/4.-....-

11/27) ((公財)かながわ考古学財団共催)を開

催しました。また企画展として、新設された「山

の日 j を記念して、大正から昭和にかけての丹沢



登山の記録写真や当時の登山雑誌・用具を展示し

た、はだの史・発見展「丹沢登山昔むかし一大正

から昭和30年代J (7/21 "'8/28) 、秦野市指定文

化財特別公開として「ニホンオオカミの頭骨J 展

示会 (10/28'" 11/3) を開催しました。

講演プログラムとして考古学・歴史・民俗を

題材とした「ミュージアムさくら塾」を全6回、

体験プログラムとして遺跡見学会「ミュージア

館園だより

ム青空レクチャー」を全4回、夏休み子供向けに

「ミュージアムさくら工房・親子まが玉作り教室J

を開催、いずれも好評を博することができまし

た。

引き続き、来館者の皆様の古代へのロマンと探

究心を掻き立てるような学習の場、憩いの場を提

供していきたいと考えています。

@西湘@

小田原市郷土文化舘

当館では、郷土の豊かな自然や歴史に関する豊

富な郷土資料の調査研究・収集・保管・展示等と

ともに、郷土文化の普及向上に資する各種事業を

行っています。平成27年1 月 20 日には開館から

60周年を迎えました。

本年度は、本館(小田原城吐公園内)と市立

かもめ図書館において、小田原映画祭開催10回

目の節目にあたる機会に、特別展「小田原が生ん

だ映画の世界J を実施し、市民が所有する資料や

写真も含め、小田原に関係する映画や映画人、市

内にあった映画館等を紹介しました。分館松永記

念館(板橋)においては、設立者・松永安左ヱ

門(耳庵)の事績を紹介する、常設展[松永耳庵

と老棒荘j のほか、昨年度改修を行った別館展示

室にて「収蔵市指定文化財展」などを実施しまし

た。

そのほかにも地域のかたがたと協働で行う事業

の実施や、特別展に関連した講座、野外観察会、

史跡等の散策、縄文時代や和の文化を体験する普

及事業などを実施し、小田原の歴史・文化の発信

に努めています。是非ご来館ください。

神奈川県立生命の星・地球博物館

当博物館は、地球と生命・自然と人間がともに

生きることをテーマに活動している自然史博物館

です。 46億年にわたる地球全体の過去から現在

までの、そして神奈川を中心に自然に関する幅広

い資料の収集・保管と次世代への継承、調査・研

究活動を基盤とした展示活動や学習支援活動の展

開により、人々の心に自然に対する愛着と感動を

呼び起こすことを目指して活動しています。

平成28年度は、当館所蔵の鉱物コレクション

を扱った特別展 iMinerals in the Earth 大地

からの贈り物-J (7/16"'11/6) 、昨年度県立歴

史博物館で開催した「石展」をアレンジした企

画展「石展2J (12/17"'2/26) を開催しました。

「石展」は、県立歴史博物館と当館との初共催に

より、考古、歴史、民俗、岩石、地質等の多角的

な視点で「石」を紹介する企画の実現となりまし

た。その他の企画展示として、児童・生徒による

研究作品(自由研究など)を展示する「子ども自

然科学作品展J (3/19"'5/8) を開催しました。

彫刻の森美術館

当館は、自然と彫刻の調和をめざし、 1969年

にフジサンケイグループによって創設された国内

初の野外美術館です。およそ7万凶の広大な庭園

は季節や天候により様々な表情を見せ、ロダン、

ムーアなど近現代を代表する国内外の巨匠の作品

120点余りを散策気分で鑑賞できます。

本年度の企画展として、「篠山紀信写真展

KISHIN meets ART J を 2017年4月 5 日まで

開催しています。 1950年代後半から今日まで、

第一線を走り続ける写真家・篠山紀信はヌードや

都市風景、スターたちのポートレイトなどの写真

を次々と発表してきました。

その篠山が選んだ本展覧会のテーマは、ずばり

「アート j 。今回は、 2つの会場で篠山とアートの

出合いの瞬間を公開しています。

本館ギャラリーでは、篠山が新たに撮り下ろし

た当館コレクションのへンリー・ムーアやカー

ル・ミレス、ジュリアーノ・ヴァシジなど、野外

彫刻の迫力ある写真をご覧いただきます。

もう 1つの会場、緑陰ギャラリーでは、篠山が

交流を重ねてきたアーテイストやその仕事場の写
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真を、複数台のカメラを結合して撮影する「シノ

ラマj でとらえた写真を中心にご覧いただいてい

ます。

篠山とアートとの出会いを切り取った瞬間

=“KISHIN meets ART" をお楽しみください。

各館園職員の皆様のご来館を心よりお待ちして

おります。

箱根写真美術館

当館は箱根出身、在住の写真家・遠藤桂の富士

山作品を常設する個人立美術館として2002年に

開館致しました。箱根は、昨年から箱根山火山活

動が活発化し観光客数が激減していましたが、警

戒レベルの引き下げ、箱根ロープウェーの再開を

受け、活気が戻って参りました。一安心している

ところではありますが、今後も災害に対する意識

を高く持ち、作品の保全、災害時の備えを継続し

ていきたいと思います。

今年度の事業は当館所蔵の作品を中心に企画展

を構成した他、協力作家の作品展を開催しました

(8-10月トシ・ワカパヤシ Tin Toy Dioramas 

Photography、 10-12月海野貴典写真展秋彩)。

普及活動では『箱根PHOTOさんぽ』と題し

て季節毎の写真教室を実施、今年度は箱根山内

の様々な施設を訪れ、専門スタッフや学芸員の方

から説明を受けながら撮影をさせていただきまし

た。また、教室参加者による作品展「はじめの

いっぽ展2016J を東京銀座にて開催致しました。

現在は、来年迎える開館15周年企画展の準備

を進めています。これまでの15年を礎に当館国

有の特色を活かし、作家によるギャラリートーク

など対話形式の活動を強化していきたいと考えて

おります。

箱根町立郷土資料館

当館では、湯治場として知られた箱根が江戸時

代頃を境に現在の温泉観光地へと移り変わってい

く様子を、温泉開発などを絡めて紹介していま

す。

体験コーナーでは、ミニチュアのわらじが作れ

る「ミニわらじを作ろう J コーナーゃからくりパ

ズルや秘密箱が体験できる「からくり細工」体験

コーナ一、塗り絵で明治時代の彩色写真を疑似体

験できる「彩色写真にチャレンジ! J コーナーを

常設しています。
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28年度の行事では、「夏休み体験広場J を開催

し、入館者に現代の日常生活では体験できない、

歴史の疑似体験してもらうことを目的として、実

際にわらじを作ったほか、昔の道具に触れたり、

火おこしや拓本の体験などのワークショップを7

月から 8月の毎週火・日曜日におこないました。

また、 1月には毎年開催している「お正月を楽し

む会j を開催し、箱根特有のおもちの入った七草

がゆ作りの実演・実食、百人一首やすごろく等正

月遊びを行いました。

企画展としては、昭和31年9月 30 日に5か町村

が合併して箱根町が誕生してから 60周年を記念

して、これまでの町のあゆみを写真パネルでふり

返るとともに、町民から提供された写真や資料を

展示する「写真で振り返る箱根町の60年j を9月

""'11月に開催しました。当館では、毎年秋ごろ

に企画展を開催しております。箱根にお越しの際

は、ぜひ当館にお立ち寄りください。

報徳博物館

当館に事務局を置く国際二宮尊徳思想学会の第

7回大会が2016年8月 24 ・ 25 日、明治大学駿河台

キャンパスで開催されました。 rw地域活成』と報

徳一近世・近現代の諸相と課題-J をテーマに基

調講演が2本、研究報告が日本側19本、中国側8

本という過密なスケジュールに加え、シンポジウ

ム「近世の遺産を近現代にいかにつなぐかJ も行

われました。

盛り沢山の内容とともに、会場が交通の便に恵

まれていたこともあって、一般の参加者も多く、

盛況裡に日程を終えることができました。次回の

大会は2018年に、孔子の故郷である中国山東省

の曲車で開く予定です。

さて、当館では8月を除く毎月第3日曜日に

「古文書に親しむ会J を開催しています。 1991年

4月の初回以来、 2017年3月で280回を数えます。

現在は2人の職員が月毎に交代で講師をつとめて

おり、テキストの選択にも、それぞれの特色が見

られます。本年度は、尊徳の伝記として著名な富

田高慶の『報徳記』の原稿や、尊徳の門人で観光

地箱根の近代化にも尽くした福住正兄の手になる

『群書類従』の写本、福住家に伝来した江戸時代

の版本『庭訓往来』などをテキストに使用しまし

た。受講者数は毎回10名前後ですが、皆さん非

常に熱心で、講師役の職員も手を抜くことができ



ません。

小田原城天守閣

当館は、昭和35年に市制20周年を記念して、

総工費8 ，000万円をかけて復興された、小田原市

のシンボルともいえる施設です。復興に際して

は、江戸時代に作られた模型や引図(設計図)な

どを参考に、当時の姿が外観復元されました。平

成26年度には約50万人のお客様をお迎えすると

ともに、平成27年には累計入場者数2 ， 500万人を

達成しています。

小田原市では、平成21年に「小田原市耐震改

修促進計画」を策定し、その中で「市内の特定建

築物の耐震化率を 100% にすることj を目標に掲

げました。これに伴い、当館は耐震改修を行う施

設と位置づけられたため、平成27年7月から平成

28年4月まで、「平成の大改修J として耐震改修

および展示改修工事を行い、 5月 1 日にリニュー

アルオープンしました。

展示リニューアルでは、 H皆で江戸時代の小田

原城、 2階で小田原北条氏の歴史を紹介するなど、

ストーリー性を明確に打ち出しました。また、北

条家ゆかりの武具を新規に収蔵・展示するなど、

展示品の充実も図っています。更に、最新の研

究成果を活かし、江戸時代の天守最上階にあった

とされる摩利支天像の安置空間を一部再現しまし

た。再現に際しては小田原産の木材を使い、小田

原の木工職人が施工するなど、小田原の木に関わ

る人々が結集しました。

リニューアル後は前年度比で約2倍にあたる 35

万人のお客様にご来場いただいております (9月

15 日時点)。生まれ変わった小田原城に、ぜひお

越しください。

館園だより

町立湯河原美術館

展覧会事業では、公益財団法人梅若研能会の協

力のもと、貴重な所蔵品の中から能面や装束等

を展示し、能の魅力とともに日本の伝統美の世

界を紹介する特別展「幽玄の美~能面と装束展J

(10/7"-' 11/15) を開催しました。平松礼二館で

は、「さくら咲くジャポンJ (3/31"-'6/27) 、 110

周年プロローグ~寄贈作品セレクト展J (6/30"-' 

10/4) 、平松館開館10周年記念特別展「琳派モダ

ン~平松干し二展J (H29.3/2~6/26) の他、秋

冬の季節に合わせた展示 (10/7"-' 11/15、 11/17

"-' H29.2/27) の計5回の企画展を開催しました。

常設館では、竹内栖鳳、安井曾太郎、三宅克己等

湯河原にゆかりある作品を中心に20点前後を展

示しています。さらに、収蔵品小企画展として、

日常や風景を引き立てる「光の存在」をテーマに

した展覧会「ヒカリウム~陰陽の中で」を開催

しました。また、地元作家を中心とした第10回

「現代作家展J (3/31"-'6/27) を開催し、「麻賀進

写真展J 1はっ・とび展VJ 1新山拓日本画展」の

3組の作家を紹介しました。

学校との連携事業として、吉浜小学校6年生を

対象に「平松礼二先生による課外授業」を平成

29年1 月 27 日に実施し、事前学習として美術館

鑑賞教室を行いました。

その他の事業として、夏休みに子供向けのワー

クショップや美術館探検、クイズラリーなどを開

催し、期間中、小・中学生の観覧料を無料としま

した。また、四季折々の景色を楽しむことができ

る庭園では、「もみじライトアップJ を 11/26"-'

12/4に開催しました。

.県央@

海老名市立郷土資料館・海老名市温故館

夏の企画展を平成28年8月 8 日から 9月 30 日ま

で開催し、近年多発している「震災」について取

上げました。海老名市内だけでなく県内の発掘調

査で確認された痕跡や、今も大地に残る地形など

を主に写真を用いて紹介しました。

10月 16 日には目の前に広がる相模国分寺跡で、

2回目となる「相模国分寺むかしまつり J が開催
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され、昔遊びゃ出土遺物を用いたバッチ作り、舞

台発表などともに、温故館では民具体験や顔出し

パネルを設置し、多くの家族連れでにぎわいまし

た。

秋の企画展は、平成28年10月 25 日から 12月

25 日まで開催しました。本年度は、海老名市市

制施行45周年に当たることから「海老名ノスタ

ルジアj と題し、当時の街並みや生活がわかる写
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真や資料を展示し、昭和30年代に市内で撮影さ

れた貴重な教育映画である「おかあさんのしご

とj を上映しました。

年明けの平成29年1月 9 日から2月 5 日まで、

「海老名郷土かるたj 製作40周年記念収蔵品展

「郷土かるたのいろいろj を開催し、当時製作に

あたって集めた各地のかるたや原画などを展示し

ました。

厚木市郷土資料館

当館は、地域の自然、歴史、民俗資料を収集・

保管し、展示などに活用することで郷土に対する

興味、理解を深める“あつぎ百科"であることを

標梼し、活動してきました。まもなく開館20年

となりますので、今年はその成果を示す「まと

めJ となるような展示、講座の事業を計画しまし

た。

まず、①収蔵資料展[“あつぎ百科"物語1-

歴史・文化編-J (6"'8月)、その続編として②収

蔵資料展「“あつぎ百科"物語2一自然編-J (9 

'" 10月)を開催し、会期中には③「“あつぎ百

科"物語J 関連講座 (7"'10月、 4回)を実施い

たしました。

続いて④特別展「あつぎと酒~酒の飲みようの

移り変わり'"J (11 月 20 日 "'29年1月 15 日)を

実施し、⑤「あつぎの化石J (1"'2月)、恒例の

⑥「あつぎの遺跡展J (3月)を予定しています

(⑤、⑥は仮タイトル)。

④特別展「あつぎと酒j では、酒がどのよう

に「造られJ、「飲まれJ てきたのか、資料館所蔵

の古典籍、絵画、民俗資料などから紹介いたしま

す。

展示以外の普及活動としては、「古文書講座」

「あつぎの自然を歩く J I石造物講座J I自然教室j

などの講座を継続して実施するほか、「古文書解

読会J I石造物の会J I伝えよう!わらべうた遊

びj など市民団体との共催講座も積極的に行って

います。

相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはら

「コラボレーションで広がりのある展示や活動

を展開」

明治20年に日本初の近代水道である横浜水道

の水源となったことに始まり、現在でも神奈川

県内の生活用水の60% をその水系から取水して

いる「相模川j。そのほかにも、数多くの発電所

が建設され京浜地区の工業化に大きく寄与するな

ど、私たちの生活と密接な関係を持ちながら、今

なおその流域には豊かな自然環境が残り、特に最

近では生物多様性など、直面している地球環境問

題を考える身近なフィールドとして注目を集めて

います。

平成26年3月のリニューアルオープン以降、当

館は主にこの環境問題を発信し訴求する拠点とな

るべく、日1[・生命・人のつながり j というコン

セプトのもとで様々な活動に従事し、平成26年

度は19万人強、 27年度は19万5千人強のご来館

者にお越しいただきました。

今年度は、今まで以上に多くの施設や団体との

コラボレーションにより、限られたハードやソフ

トを超越してwin-winの関係を重視した相乗効

果を生むことに注力しました。たとえば、県内で

唯一の展示施設として、前年度死亡したオオサン

ショウウオを岐車県にあります「世界淡水魚園水

族館アクア・トトぎふ」より貸与を受け展示を再

開し、また[神奈川県水産技術センター内水面試

験場J の最新の研究成果を2ヶ月ごとにテーマを

変えてご紹介するコーナーを常設エリアに設ける

など、常設展示でも新鮮さを保つ成果を得ること

ができました。イベントとしても、麻溝公園ふれ

あい動物広場との生体の相互交換展示を行う、ま

た桜美林大学のサークルを招鴨して特別企画展の

テーマにあわせてエイサーの演舞を披露するな

ど、特に当館近郊の施設や団体を中心に分野の違

いなどの垣根を越えた協力体制を構築することも

できました。

そしてこのような協力体制の構築が、今までは

環境問題に関心が薄かった方にも訴求する貴重な

チャンスとなり、またその交流がもとになって新

しい出会いや発見が生まれるという、当初は予想

し得なかった成果をも得ることができた、そんな

年度となりました。

相模原市立博物館

平成28年度は開館してから 21年目を迎え、入

館者は開館以来270万人を超えました。

企画展示として「鳥の羽根温かく、美しくま

とうものJ 、 IJAXAX博物館宇宙とつながる写

真展」、「学芸員のタマゴがつくった展示j、「学習

資料展 大地さんと未来さんが見つけるちょっと
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昔のくらしJ、「相模原の遺跡2017J のほか、常

設展示室内に養蚕や勝坂遺跡発見90周年記念事

業に関するミニ展示を行いました。

また、[今夜の星空を見上げてみよう~星空観

望会"'J 、「民俗探訪会j、「生きものだいすきミニ

サロン」など、各分野の事業を実施してきまし

た。このほか、当館が推進している「宇宙教育普

及事業j の一環として天文分野の講演会等を開催

する「さがみはら宇宙の日j は、奇数月には折々

のテーマで講演会等を、偶数月には恒例となっ

た「はやぶさ2 トークライブJ を開催し、それぞ

れ毎回好評を博しています。なかでも 11月には

JAXAを始め、新聞社や大学、地域等と連携した

「宇宙フェスタさがみはら 2016J を開催し、トー

クバトルやコンサートなど、延べ1200名の参加

者を得ました。

所管施設である尾崎号堂記念館では、市民協働

事業として巡回展や号堂ゆかりの地パスツアー等

を、吉野宿ふじゃでは企画展示のほか、蚕の飼育

や、まゆ人形作りのワークショップを開催するな

ど、施設の活性化を図っています。

平成29年度も企画展や各種事業を開催し、市

内外へ魅力を発信していきます。また『相模原市

史続編別編』及び『津久井町史文化遺産編』

の刊行も予定しています。

館園だより

大和市つる舞の里歴史資料館

当館は、大和市北部地域の歴史を紐解く資料を

中心に、収蔵・展示しております。

今年度の企画展では、[鉄道と駅とわたしたち

の 100年J と題して、鉄道と駅の開業やその変遷

をとおして、市域の近代化の様相やまちと市民生

活の変化などを紹介しました。鉄道開業に尽力

した地元住民の情熱や、神中鉄道(現相模鉄道)、

小田原急行鉄道(現小田急線)の開通によって誕

生した市内各駅が紡いだドラマ、現在では文化と

して浸透した鉄道趣味や子供の心をとらえた鉄道

玩具などにもスポットをあてました。

常設展示では、旧石器時代から縄文時代草創期

の長堀遺跡出土の石器や土器などの展示のほか、

古墳時代後期の浅間神社西側横穴墓群から出土し

た副葬品の鳴鏑、下鶴間城山遺跡からほぼ完全な

形で出土した室町時代の茶臼など全国的にも珍し

い遺物を展示しています。また、江戸時代に大山

詣の人々が利用した矢倉沢往還(大山街道)の宿

場町「下鶴間宿j、近代の小田急線開業と同時に

進められた都市開発「林間都市計画J を紹介して

います。

そのほか毎月第四土曜日の午後には、ミニ講座

「つるまい土曜講座j を開催し、市域の歴史と文

化財について新たな発見をしていただけるように

努めております。
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出版物情報

.凡例・
館園名

出版物名 出版年月 有償阻布の有無と定価

.川崎。

川崎市市民ミュージアム

企画展パンフレット『生きるアート 折元立身』

2016.4￥500 

企画展図録『旅する人びと ~東海道五十三次か

ら世界へ，，-，j 2016.10 ￥ 1 ， 500 

『川崎市市民ミュージアム紀要第29集j 2017.3 

￥1，028 

明治大学平和教育登戸研究所資料館

『明治大学平和教育登戸研究所資料館館報』第

2号 2016.9 関係機関、希望者のみに頒布

『明治大学平和教育登戸研究所資料館だより』第

13号 2016 .4 無料

『明治大学平和教育登戸研究所資料館だより』第

14号 2017.1 無料

川崎市立日本民家園

『日本民家園だより vo1.85j 2016.7 無料

『日本民家園だより vo1.86j 2017.3 無料

企画展示図録『ふしぎ古民具 大集合!一不思

議な形には理由(ワケ)がある一 j 2016.7 

￥600 (税込)

『シリーズ暮らしと家1 中原海道の醤油屋一川

崎市中原区小杉陣屋町・原家j 2017.3刊行予

定価格未定

『日本民家園叢書13 合掌造りはいつ建てられた

のか? -14C年代調査の意外な発見一(仮)j

2017.3刊行予定価格未定

.横浜・

横浜市歴史博物館

企画展図録『大昔のくらしをさぐるj 2016.4 

￥ 500 

企画展図録『楽しい浮世絵ヒストリー 丹波コレ

クションの世界j 2016.6 ￥850 

企画展図録『よみがえる学校の文化財一地域の

“かがみ"学校内歴史資料室-j 2016.7 無料

絵本『よこはまのうらしまたろう j 2016.7 

￥850 

企画展図録『杉原千畝と命のビザ シベリアを越

えてj 2016.10 ￥ 500 

企画展図録『和船と海運一一和船の和船の構造・

技術と近世横浜をめぐる海運j (仮題) 2017.1 

￥1，500 (予価)

『横浜市歴史博物館紀要第21号j 2017.3 

￥ 1 ，000 (予価)

『横浜市歴史博物館調査研究報告第13号』

2017.3 価格未定

『横浜市歴史博物館資料目録第25集j 2017.3 

非売

『横浜市歴史博物館Newsj No.41 2016.10 

無料

『横浜市歴史博物館Newsj No.42 2017.1 

無料

*いずれも税込み価格

横浜美術館

平成27年度横浜美術館年報 2016.6 (館HPで

も公開)

横浜美術館収蔵品目録2015 2016.11 

横浜美術館研究紀要第四号 2017.3 (予定)

横浜みなと博物館

企画展『柳原良平海と船と港のギャラリー』図

録 2016.8 ￥ 1 ， 200

企画展『海難と救助一信仰からSOSへ一』図録

2017.3 価格未定

神奈川県立歴史博物館

特別展図録『まぼろしの紙幣 横浜正金銀行券』

2016.4￥ 1 ，000 

『神奈川県立博物館研究報告一人文科学-j 第43

号 2016.12 非売品

『神奈川県立歴史博物館だより j Vo1.22 NO.1 
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(No.202) 2016.6 無料(館HPでも公開)

『神奈川県立歴史博物館だより~ Vo1.22 NO.2 

(No.203) 2016.12 無料(館HPでも公開)

『神奈川県立歴史博物館だより~ Vo1.22 NO.3 

(No.204) 2017.3 無料(館HPでも公開)

JICA横浜海外移住資料館

『海外移住資料館だより 2015 6月号』 無料

『海外移住資料館だより 2015 7月号』 無料

『海外移住資料館だより 2015 10月号』 無料

『海外移住資料館だより 2016 3月号』 無料

UICA横浜海外移住資料館館報 (2014年度H

2015.7 無料

UICA横浜海外移住資料館研究紀要10~

2016.3 無料

シルク博物館

特別展図録『第24回全国染織作品展~ 2016.10 

￥ 1 ，000 

神奈川県立神奈川近代文学館

機関紙『神奈川近代文学館~ 132""135号(季刊)

￥ 100有償頒布あり

『神奈川近代文学館年報~ 2015年度版 2016.7 無

料(頒布可)

特別展図録 uOO年目に出会う夏目激石』

2016.3""4 ￥ 1 ， 000完売

企画展図録『絵本作家・西村繁男の世界展やこう

れっしゃで出発! ~ 2016.7 ￥ 700有償頒布あ

り

特別展図録『安岡章太郎展一(私〉から(歴史)

へ~ 2016.10 ￥ 900有償頒布あり

特別展図録『生誕 150年正岡子規展一病林六尺

の宇宙~ 2017.3 (予定)頒価未定

企画展リーフレット『没後 30年鮎川信夫と「荒

地J 展~ 2016.5 無償配布在庫あり

企画展リーフレット『全身小説家・井上光晴展』

2017.1 (予定)無償配布

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

企画展図録『重要文化財指定記念まるごと氷川

丸展~ 2016.7 ￥1，000 

『氷川丸ガイドブック』改訂版 2016.6 ￥500 

出版物情報

横浜開港資料館

企画展開連出版物『ハマの大地を創る一吉田新田

から近代都市へ~ 2016.4￥432 

企画展開連出版物『明治のクールジャパンー横浜

芝山漆器の世界~ 2016.7 ￥ 500 

企画展図録『明治天皇、横漬へ~ (横浜開港資料

館・宮内公文書館編、横浜市ふるさと歴史居財

団発行) 2016.10 ￥ 1 ， 000 

館報『開港のひろば』第132号~第135号無料

(館HPでも公開)

『横浜開港資料館紀要』第35号 2017.3 ￥ 1 ， 620

(予価)

横浜都市発展記念館

特別展・企画展図録

『横浜・山下公園一海辺に刻まれた街の記憶-~

2016.4￥ 880 (税抜き)

『焼け跡に手を差しのべて一戦後復興と救済の軌

跡-~ 2016.10 ￥ 1 ， 000 (税抜き)

『横浜都市発展記念館紀要』第13号 2017.3

(予定)館報『ハマ発Newsletted 第26号

2016.4無料

同第27号 2016.10 無料

-三浦.
観音ミュージアム(鎌倉文化研究会)

『鎌倉』第119号 2015.8 ￥ 1 ， 500 (税込)

『鎌倉』第120号 2016.2 ￥1，500 (税込)

横須賀市自然・人文博物館

『館報63号~ 2016.8 無料

『研究報告(自然科学) 64号~ 2017.3 価格未定

『研究報告(人文科学) 61号~ 2016.12 価格未

定

『資料集41号~ 2016.3 価格未定

『特別展示図録14 天神島冒険図鑑~ 2016.7 

￥50 

『自然教育園だより第9巻2号(夏号)~ 2016.8 

無料

『自然教育園だより第9巻3号(秋・冬号H

2016.12 無料

『自然教育園だより第10巻1号(春号H 2017.3 

無料
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.湘南。

平塚市博物館

夏期特別展図録『レンズが見たひらつか2

1976ー 2016Jl 2016.7 ￥ 700 

秋期特別展図録『知られざる平塚のロケット開

発Jl 2016.10 ￥ 700 

春期特別展図録『女の子と男の子のお雛さま』

2016.2 未定

『平塚市博物館研究報告 自然と文化Jl 40号

2016.3 未定

.西湘.

小田原市郷土文化館

『小田原市郷土文化館研究報告Jl NO.53 2017.3 

(予定)

神奈川県立生命の星・地球博物館

『神奈川県立生命の星・地球博物館年報第21

号Jl 2016.11 一般頒布なし

『神奈川県立博物館研究報告(自然科学) 第46

号Jl 2017.2 一般頒布なし

『神奈川自然誌資料第38号Jl 2017.2 一般頒

布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.2Jl 2016.6 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.3Jl 2016.9 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.4Jl 2016.12 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.23 No.lJl 2017.3 

一般頒布なし

特別展図録 WMinerals in the Earth -大地から

の贈り物-Jl 2016.7 ￥900 

箱根町立郷土資料館

『館報第33号Jl 2016.6 無料(町HPにて公開)

OneCoin シリーズ(発行予定) 有料

『箱根の歴史と文化 ⑫道祖神』 ￥ 100 

『箱根探訪ハンドブック ⑬温泉地域コース』

￥ 100 

彫刻の森美術館

写真集『篠山紀信写真展 KISHIN meets ARTJl 

2016.9 ￥ 1 ，620 

。県央.

厚木市郷土資料館

-特別展図録『あつぎと酒Jl 2016.11 、 470円

・『資料館newsJl 206-217 2016.4-、無料 (HP

でも公開)

相模原市立博物館

『研究報告24集Jl 2017.3 無料(博物館ホーム

ページで公開)

『さがみはら市史ノート 12号Jl 2017.3 価格未定

大磯町郷土資料館

図録『遺跡からみる近代別荘地の形成と展開』

2016.11 ￥ 500 

図録『吉田茂展(仮)Jl 2017.3 価格未定

『年報一平成27年度一Jl 2016.10 無料

『資料館だよりJl 2016.12 無料

大和市つる舞の里歴史資料館

平成28年度企画展パンフレット『鉄道と駅とわ

たしたちの100年Jl 2016.10 無料

-46-



研 修

神奈川県↑導物館協会平成27年度第6回研修会

A 
M 開 催 幸R 企ヒ

Eヨ

研修会開催報告

平成28年2月 20 日 (土)於 : 小田原市民会館6階第6 ・ 7会議室 参加者109名

知っておきたい博物館の話

「博物館と観光一小田原ー箱根地域の魅力を活かして-J 開催報告

人文科学部会幹事・小田原市郷土文化館 大貫 みあき

1 .はじめに

神奈川県博物館協会では、加盟館園の職員の知

識向上を図ることを目的に毎年研修会を複数回実

施していますが、 その内の 1回は、一般にも公開

し、参加を呼びかけています。

これは、博物館の活動について、 一般の方に

もっと知ってもらいたいと平成2 1年度から始め

たもので、「聞いておきたい博物館の話j、「知っ

ておきたい博物館の話j と銘打ち、毎回テーマを

変えてシンポジウムや講演会を開催しており、今

回は、 「博物館と観光J をテーマとし ま した。

県内のみならず、 各地域において多様な特色を

持った博物館が活動を行っており、社会教育施設

と して、 地域の課題や学校教育などに対応しなが

ら様々な取組みを行っています。観光地における

博物館においては、また違った観点からも活動を

行っているのではないかといったことから、東京

オリンピックの開催を控え、観光を意識する時期

に、観光地に立地する博物館の取組みなどを紹介

することで、博物館と観光について考える機会と

することを目的に開催しま した。

本講演の全体概要としては、近年の文化観光に

おける博物館について概観した後、県西部での代

表的な観光地の博物館における活動について紹介

しま した。

2. 基調講演

明治大学教授 矢島国雄氏「文化観光という潮流

一博物館と観光」

まずは、基調講演として、全日本博物館学会の

会長でもある矢島氏に近年の博物館の動向などに

ついて、今回のテーマである観光とも関連させな

がらご講演いただきました。

矢島国雄氏

観光の歴史にはじまり、マスツー リズム(大衆

観光)とカルテュラルツー リズム(文化観光)、

観光学の登場などに話が及びましたが、 最後の

「博物館と観光を考える J という部分が特に今回

のテーマと深く関わる部分でした。

近年、自分だけの発見や学び、への志向から、目

的型の旅行が増加しており、文化観光の拠点であ

り核としての歴史博物館、グリーンツーリズム ・

ジオツー リズムの拠点であり核としての 自然博物

館というように、博物館のすべきこととして、そ

れらを結びつける橋渡しの役割があるというとい

うことでした。

また、博物館が学びの非常に重要な出発点とな

り、また、学んだことを整理するために再度博物

館へ訪れるなど、学びの総括ともなる点について

触れ、コレクション(モノ)とデータ(情報)の

バンクである博物館がインフォメイションの役割

を果たすことを挙げられました。

最後に、地域が潜在的に持っている資源を訪れ

た人が吸収して帰ることで、どこかで蓄積されて

いくことになるということや地元への経済効果も
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含め、人が移動するととによって大きな成果があ

るため、観光が世界各国の重要目標となっている

が、博物館は営利を目的として活動しているので

はない。隠れた資源を掘り起こし、みつけてい

く、つなげていくことが博物館の役割である。と

いう点を示され、締めくくりとなりました。

3. 活動報告①

小田原城天守閣館長 諏訪問順氏「小田原城天守

閣の耐震改修と展示リニューアル」

次に、小田原市の観光の中心である小田原城天

守閣の活動について、講演時、工事期間中であっ

た耐震改修と展示リニューアルの意図や内容を中

心に館長の諏訪問氏にご紹介いただきました。

来館者の安全確保を第一に、耐震改修を行い、

併せて来館者の利便性・満足度の向上を図るた

め、空調設備の整備・展示リニューアルなどを実

施したとのことでした。

耐震改修により面積が狭くなったことで実物展

示は減ったものの、歴史観光の拠点として小田

原城を中心に小田原の歴史的魅力を発信するこ

とを基本的な考え方に据え、主たる対象を観光客

とし、小田原城天守模型や摩利支天像などの貴重

な実物資料の活用や映像なども用いて短時間でも

分かりやすい展示を目指したとのことでした。ま

た、具体的な「まち歩き」へと誘う展示を取入

れ、情報提供やガイダンスとしての役割を果たす

ことも意図したとのことでした。

諏訪問順氏

4. 活動報告②

箱根ジオパーク推進協議会事務局 青山朋史氏

「箱根火山の自然や歴史・文化を楽しく学べる箱

根ジオパーク~ジオパークの視点で地域を再発

見リ

次に、箱根ジオパーク推進協議会事務局の青山

氏に箱根山を中心とした小田原市、箱根町、真鶴

町、湯河原町、南足柄市で構成する箱根ジオパー

クの活動について、ジオパークや箱根ジオパーク

の説明、ジオパークにおける博物館の位置付け、

ジオパークにおける観光振興の取組事例を中心に

ご紹介いただきました。

拠点施設となる博物館の活動については、地域

の歴史や自然を学べるとなっていることやジオ

パークの情報を入手できる点、ジオツアーの拠点

であることなどを挙げられ、箱根ジオミュージア

ムの取組みについてご紹介がありました。

観光振興の取組事例としては、ジオパークブラ

ンドの商品開発やジオパークを活用した商店での

セールスといった他都市の事例などについてご紹

介がありました。

箱根ジオパークをとおして観光客には火山(大

地)の恵みを体感するとともに 「どうして ?J の

視点で観光し、地域を巡ってもらうこと、地域住

民には地域の良いところを見つけ、自分の地域を

好きになってもらうことを挙げられ、ジオパーク

で地域を再発見し、地域をつなぐ役割を果たすと

いう点についても触れられました。

青山朋史氏

5. フリートーク

真鶴町立中川一政美術館の新井人志学芸員にも

パネリス トに加わっていただき、会場からの質問

を交えてフリートークを行いました。

新井氏からは、ホームページを活用した周知の

取組みなどについてご紹介がありました。会場か

らは、広域連携や所属の異なる者同土での連携を

どのようしているのかといった質問などがあり、

小田原城天守閣展示リニューアルに際し、部署の

異なる学芸員同士の連携があったことや神奈川県
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西部の2市3町が連携する箱根ジオパークの取組

みなどについての紹介がありました。

6. おわりに

今回の研修会では、「博物館と観光」をテーマ

とし、加盟館園の関係者だけではなく、会場であ

る小田原市民の皆さんを中心に一般の方の参加も

多くありました。

矢島氏の講演では、改めて博物館の活動や役割

について考える機会となり、活動報告では具体的

な事例の紹介が参考となったのではないかと思い

ます。

今後も、このような公開の研修会を開催し、加

盟館園のみならず、一般の方にも博物館の活動を

知ってもらう ように努めることで、博物館に対す

る理解を深めていただく機会となれば幸いです。

研修会開催報告

最後になりましたが、お忙しい中、時間を割い

ていただいた講師の皆様をはじめ、本講演会開催

にあたりご協力くださった皆様に感謝申し上げ

ます。

会場の様子

(撮影遠山元浩)
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平成27年度 第2回研修会「地域に愛される動物園一入園者V字回復のヒミツを探る -J

平成27年6月 18 日(水) 於 : 横浜市野毛山動物園 参加者29名

「地域に愛される動物園一入園者V字回復のヒミツを探る-J

イントロダクション

雨が降ったり止んだりと、動物園としてはあい

にくの天気ではあったが、表記研修会が野毛山動

物園で開催された。

筆者が子どもの頃、動物園といえば専ら「うえ

のj だ、ったので、こちらの野毛山動物園にはほと

んど縁がなかった。しかし、大桟橋の行きか帰り

か、両親と訪れたことがあるような気がする。県

立博物館(兼博物館準備室)に就職してからは、

動物が死亡したという連絡を受けて献体を受け取

りに行くのが、動物園を訪れる機会のうちで最も

多くなった。この研修会では久々に、電車(献体

の受け取りは公用車)で動物園に来た。

桜木町駅で電車をおりて坂を上り、圏内のひだ

まり広場(アジアゾウ「はま子j のいた場所)の

奥に立つ休憩所に集合した。

施設紹介

最初に鈴木浩園長から野毛山動物園について、

ご説明いただいた。

沿革:野毛山公園で昭和24年に開催された日本

貿易博覧会の跡地に、昭和26年に野毛山遊園地

が開園した。 昭和47年に横浜市立野毛山動物園

に改名し、今年で遊園地開園から 64年になる。

動物 : 日本貿易博覧会で展示されたクマやキツネ

に、インドゾウやニホンザルなどが加わり、動物

園となった。昭和26年の遊園地開園時に横浜港

に上陸し、市内を歩いて来たのがタイで生まれた

インドゾウの「はま子J だった。人気者だ、った

が平成15年に59歳で死亡した。 チンパンジーの

ピーコはとても長寿で昭和41年から飼育し、現

在も継続中。 フタコブラクダのツガルも昭和57

年から平成25年に死亡するまで、長く飼育でき

たし愛されていた。 5月に絵本「ツガルさんJ (ゆ

神奈川県立生命の星・地球博物館大島光春

みちゃん著:神奈川新聞社)が出版された。平成

元年には横浜市政100周年を記念してニューカレ

ドニアからカグーのペアが寄贈され、繁殖に成功

している。平成26年にはアムールトラやライオ

ンもやってきた。現在90種以上の動物を飼育し

ている。 また、毎年9月 23 日 11時に動物慰霊碑

で慰霊祭を行っている。

施設:最近では、平成11年から一部開園して、サ

ル舎、バードケージ、なかよし広場の改修を始め、

14年に全面オープンした。 はま子がいたゾウ舎は

前述したようにひだまり広場になっており、軽食

(ビールも)を提供する屋内休憩所がオープンし

た。 平成26年には隈虫類館をリ ニューアルした。

役割:同園も例外ではなく、動物園の4つの役

割、すなわちレクリエーション、教育普及、保護

と繁殖、調査研究という役割をもっ。

教育普及では、出張動物園「みんなのクラスが

動物園J の実施や職場体験の受入などを行ってい

る。お食事タイムは大変人気があり、入館者数に

も貢献している。

圏内で初めて繁殖に成功した動物園や水族館に

JAZA (日本動物園水族館協会)から繁殖賞が贈

られるが、同園では ヒ ョウで初めて受賞して以

降、 58種で受賞している。 繁殖だけでなく、け

がをした動物や密輸された動物も持ち込まれ、手

鈴木浩園長
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当や飼育・保管などの対応をしている。そうした

動物は年間300個体にもなる。バックヤードでは

そうした個体を見せていただいた。

入国者数:昭和50 (1 975) 年度には246万人の

入園者を迎えたが、平成11年度に同じ横浜市の

よこはま動物園ズーラシアが開園すると、入園者

はそちらへ流れて野毛山動物園は30万人に減り、

存続の危機となった。市民運動によって、閉園を

免れたものの入園者数は回復しなかった。しかし

近年になって、平成22年度には60万人、 24年度

には70万人と回復し、ついに昨年度の入園者が

100万人を超えた。 100万人超えは、実に32年ぶ

りのことだという。多くの博物館関係者は日頃か

ら、入館(園)者数で館(園)の善し悪しを語ら

れたくないという感情がある(と思う)。しかし、

60年以上の歴史のあるところにおいて、 f10年で

3倍j というのはやはり大きなインパクトがある。

入園者が増えた理由について、鈴木浩園長は複

数の要因を挙げられた。動物園の取り組みとして

は、夜行性の動物が活動的な姿を見せるため、期

間限定で開園時間を夜まで延長する「ナイトのげ

やま j を実施したり、「動物たちの食事タイム j

にあわせて飼育員が解説をしたり、アニマルペア

レントなどでリピーターなどを増やしたりといっ

たことが考えられる。社会的な現象として、外国

人観光客が増えていること、“カメラ女子"がカ

ワイイ動物を求めて来園することなども入園者数

を支えていると考えているという。その他にも飼

育員が小学校に小動物を連れて行き、ひよこやモ

ルモットなどの小動物を見せつつ話をする出張動

物園なども行っていることの成果でもあると考え

られる。

パックヤード見学

パック ヤード見学では2班に分かれて出発し

た。最初に建て替えたばかりの限虫類館に向かっ

た。バックヤードだから予備のケージに動物がい

るのは普通だが、実はそのケージに入っている動

物はかなりの割合で密輸されたものが税関で発見

されたり、市内で保護されたりした外来生物で

あった。現地へ送り返すことも処分することもで

きず、ましてや放置する訳にもいかず、動物園で

保護している。また、バックヤードでは活き餌で

あるオタマジャクシやゴキブリが多数飼育(養

殖?)されていた。

研修会参加記

なかよし広場(パックヤードではない)では、

モルモットやハツカネズミなど小動物とふれあう

ことができて、大人気だという。土日は整理券

を配布し入れ替え制にしているとのことだ。私は

哨乳類だけでなくへビともふれあわせてもらえた

(巻き付かれたともいう)。もちろん岐まれるよう

なことはなく、ヘビはゆっくりと私の胴体に沿っ

て移動してくれた。

次にキリン舎へ案内された。道から建物へ入っ

たところは2階の回廊で、えさ箱はこの高さにあ

る。水桶は1階だが随分高いところに設置されて

いた。当たり前だがキリン用の扉は2階分ぶち抜

きになっており、すべてはキリン仕様だ。飼育員

の手作りのほ乳瓶は2 リットル( ! )のPETボト

ルに乳首をつけたものだ。キリン舎の隣はシマウ

マ舎になっており、いたずら好きのキリンは、シ

マウマのたてがみをくわえて引っ張るそうだ。そ

のシマウマもキリ ン舎にいる変わった群れ(私た

ち)を見つけ、興味深そうに寄ってきた。

圏内にはかつて小動物を飼育していたと思われ

るガラスケースに、 シマウマやトラの頭骨、ペン

ギンやカモの全身骨格を展示しであるところも

あった。良く言えば手作り感満点なのだが、もう

少しデザインや見やすさに配慮、があると良いと感

じた。ただ、こうした展示があることはとても大

切なことで、動物の姿形と骨格の関係やヒトの体

との比較には、重要な資料になる。この辺りは博

物館が協力できる部分だと思う。

なかよし広場で小動物とふれあう

最後に、楽しく有意義な研究会を企画してくだ

さった県博協自然部会幹事の方々、ご講演いただ

いた鈴木浩園長、圏内およびバックヤードをご案

内いただいた河西岳人飼育展示係長をはじめ飼育

員の方々に深く感謝いたします。

(撮影遠山元浩)
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平成27年度第3回研修会

平成27年9月 10 日(木) 於:川崎市市民ミュージアム 参加者20名

「博物館における被災後の救援活動について」参加記

はじめに

平成27年9月 10 日、川崎市市民ミュージアム

に於いて第3回研修会が開催された。「博物館に

おける被災後の救援活動についてJ というテーマ

で、 IsaveMLAKJ と被災写真の洗浄プロジェ

クトの活動報告から今後の各館の防災計画につい

て考えるというのが会の趣旨である。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から4

年半が経過し、被災ボランティアが一つの区切り

を迎えたとも言える今日、各団体はどのように活

動を振り返るのか、お話をうかがいたく参加させ

ていただいた。 お二方のご報告の概要を、感想、を

交えながら記させていただく。

1、阿児雄之氏(東京工業大学博物館)

「博物館、美術館、図書館、文書館、公民館の

被災・救援情報サイト saveMLAKでの活動を

通してJ

阿児雄之氏からは、氏が参加するsaveMLAK

の活動について報告があった。

saveMLAKとは、博物館・美術館 (M) 、図

書館(L)、文書館 (A) 、公民館 (K) の被災情

報の共有と救援調整をインターネ ッ トを通じて行

うプロジェクトである。 震災の翌日、 3月 12 日か

ら早くも情報提供が始まっていたといい、 Web

サイトでは、各館の建物や収蔵品の被害状況、人

員被害について網羅され、各施設の被災状況が一

目で分かるようになっている。また、各館がいか

なる支援を必要としているか情報提供すると同時

に、専門的知識を持ったボランティア(プロポ

ノ)と被災地との仲介といった中間支援も行う。

saveMLAKの活動は被災地支援にとどまら

ず、次に起こる震災も見据え、一昨年より文化施

設向けの震災訓練プログラムを開始したという 。

これは、従来の避難訓練よりも臨場感のあるシナ

リオとなっており、刻一刻と状況が変化していく

中で、参加者はどのように行動すべきか判断しな

ければならない。

お話の中で2013年に大阪市の図書館で実施さ
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れた訓練の動画を見せていただいた。 動画内で

は、「館長が負傷する J I来館者が亡くなるj と

いった“想定外"の事態が次々 と発生する。 自身

も動画内の訓練参加者の一員となったように見入

りつつも、実際にこのような状況に陥った時に、

職員として適切な行動がとれるだろうかと恐怖す

ら感じた。 研修会参加者の関心も高く、訓練プロ

グラムを実際に受講したいという声が多く上がっ

ていた。

なお、 saveMLAK の提供する情報はホーム

ページ (http://savemlak.jp/) にて、上記の震

災訓練プログラムの動画はYouTube (https:// 

www.youtube.com/watch?v=gqbFjT6UNjc) 

にて公開されている。

" Z4:~亡証人として

市民参加

阿児雄之氏

2、山由美恵子氏(東京工業大学学生支援セン

ター)

「東日本大震災の写真洗浄プロジェク卜につ

いて」

続いて、山田美恵子氏からは東京工業大学にお

ける被災写真の洗浄プロジェクトについての報告

があっ た。

東京工業大学での洗浄プロジェクトが始まった

のは震災から半年が経った9月のことで、ハート

プロジェクトの活動の一環として、宮城県名取市

閑上地区の写真洗浄がスタートしたとい う 。 ハー

トプロジェクトの終了に伴い2011年 12月に一旦

区切りがついたが、翌年の4月に岩手県山田町の



写真洗浄が再開した。 8月から 12月にかけて再び

閑上の写真洗浄を行い、 2013年10月を以て活動

は終了したとのことである。

プロジェクトは写真の洗浄→デジタル化という

手順で進められ、更に写真洗浄から派生して、学

生の被災地訪問、学内での展示等が行われた。大

学が会場となったこともあり、多くの学生が参加

し、学外からの参加者もあったという。

報告の中で印象的だったのは、[思い出が失わ

れた被災者にとって写真洗浄が救いとなるj とい

う山田氏の言葉である。写真洗浄プロジェクト

自体は博物館活動と直接関わるわけではない。し

かし、その目的は博物館の意義と通じるものがあ

ろう。震災により家もコミュニティも失われた中

で、文化や歴史を保存する博物館は地域のアイデ

ンティティーを継承するという役割を果たし得

た。山田氏の報告から博物館の役割を再認識した

次第である。

山田美恵子氏

研修会参加記

おわりに

奇しくも、研修会が開催された当日、台風18

号の通過に伴い鬼怒川が決壊するに至った。災害

が今まさに起こっている中での研修会となったわ

けである。いつ自館が被災するか分からない。そ

の際に職員としてどう対応すべきなのかを改めて

考えさせられる機会となった。

お二人の話をうかがい痛感したのは、他者との

連携の重要性である。 saveMLAKは面識も無い

人々がインターネット上で集ったことから活動が

広がっていった。写真洗浄は多くの学生たちが参

加したことで、プロジェクトの達成に至った。自

館が、或いは他館が被災した際にどのような協力

体制が築けるのか、備えておく必要があろう。

最後に、報告者のお二方、また、研修会を企画

していただいた協会の皆様にお礼申し上げる。

(撮影遠山元浩)
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平成27年度第3回研修会

平成27年9月 10日(木) 於・川崎市市民ミ ュージアム 参加者20名

研修に参加して

今回の講師は東京工業大学博物館の阿児雄之先

生と同大学学生支援センター職員の山田恵美子先

生でした。 防災・減災テーマの研修会で、その内

容自体への関心もありましたが、大学職員かつ博

物館職員という、私と同じ立場の方がどの様な活

動をされているのだろう?という興味も受講動機

となりました。

研修当日の9月 10 日、台風18号と台風17号に

挟まれたととによる活発な帯状低気圧の影響で、

関東では朝から各地で豪雨となりました。 鉄道も

乱れ、 10分遅れのスタートとなりましたが、茨

城県等での深刻な水害が起きていたことを後から

知りました。

講義は、川崎市市民ミュージアム内のミニホー

ルという、ひな壇型でコンパクトな映画館の様

な部屋で行われました。 受講生は、幹事の方を

含め約30人。 先ずは阿児先生から、 saveMLAK

の名称、と、活動のきっかけとなった東日本大震災

時の大学内での出来事のお話から始まりました。

MLAKは、 Museum (博物館)， Library (図書

館)， Archives (公文書館) , Kominkan (公民館)

を示し、これらの社会教育施設を対象とした、イ

ンターネ ッ トを通じた復興支援活動です。 東工大

博物館では、幸い震災での展示物の被害が無く、

会議室が避難所として使われました。一般を含む

約70人の帰宅困難者を一時収容し、その内約20

人が夜を明かしたといいます。

私が先生による震災当時のお話で印象深かった

のは、 館内に避難した多くの学生達が一斉にイン

ターネ ッ トで収集した情報が、学内の災害対策本

部に届く情報以上に早く適切ということでした。

先生は彼 らの情報を収集、ホワイトボード上に集

約し、その場での情報の共有化をはかったそうで

す。 私は、この時の先生の行動、情報の集約と共

有化そのものがsave MLAKの活動の根幹を担っ

ているのだと思いました。 さ ら に、震災翌日、メ

ンバーの中に博物館の被害状況を知らせる情報サ

イトを立ち上げた人がいたと いうことにも驚きま

した。 私は当時、被災地の博物館の現状を殆ど知

日本大学生物資源科学部博物館 田中雅宏

りませんでしたが、 全く意識の違いを感じました。

save MLAKは、 Wikipediaと同様のウィキ機

能を使い、被災情報と救援情報の集約し、提供し

ています。 約300名の編集者と 10万四の編集を

重ねることにより、 Webサイトが成り立ってい

ます。 また、現地への中間支援活動を行っていま

す。 これは、施設の被災状況とボランティアをし

たい人に向けての仲介情報の提供等です。博物館

資料等の救済では、プロボノという専門知識や技

能を伴った経験者による活動支援が欠かせません

が、正確な情報提供により、的確な人材の支援が

可能になるということです。

一方で、将来に向けたプロ グラムも始動してい

ます。 save MLAKメソ ッ ドとよばれる震災訓練

プログラムで、次のようなものです。「館長が負

傷J I行方不明者がいる」等様々な想定したカー

ドを用意し、これらは被訓練者に事前に伝えられ

ていません。 訓練開始後、数分おきにカードに被

害想定カードを公表し、その場に応じた疑似体験

をするというものです。同時多発的に起乙るトラ

ブルに対しどう対処していくのか、訓練者はリア

ルタイムの判断を求められますが、事前に疑似体

験をすることで、より現実的なの問題点等が見え

てくるそうです。 高度な判断を求められますが、

実際の災害が起きた時に、効果的な訓練と感じま

した。

会場の様子 1
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引き続き、山田先生からハートプロジェクトを

通した活動紹介のお話がありました。 同プロジェ

クトは、高野徹也さんという写真家の始めた、被

災により汚損した写真をクリーニングし、持ち主

に返す運動です。当時、東京工業大学でも義援金

や物資の援助、不要PCの寄付をされたというこ

とですが、山田先生の活動は、自らが震災のボラ

ンティアをしたいという学生の要望に応え、自ら

もボランティアをしながら発展させたという先生

独自の活動です。学校内で活動を認めてもらうこ

とや、活動場所を探すなど腐心されたようです。

活動は、非常に地道で根気を要する作業で、量も

膨大です。汚損したアルバムから写真を剥がし、

写真周囲に書かれたメモや写真の付帯情報を記録

し、写真を傷っけない様、丁寧に洗浄し、乾かし

新たなアルバムに収容します。壌の舞う中、ゴム

手袋とマスク、大きなゴミ袋に穴を手と首の通る

穴をつけただけという応急白衣を着用しての長時

間の作業、先生自身も業務終了後と本来休日の土

曜日を返上して、されるとのことでした。

この活動は、他大学や社会人の方をも巻き込

み、 2012年4-12月と 2013年4-10月の二期に渡

り、 909名が参加し、 1107冊のアルバムと 1300枚

の写真をクリーニングし、被災地に返したとのこ

とです。手元に届いた持ち主の方からの感謝メー

ル等も紹介され、改めてこの活動が、被災者への

心の支えに繋がっていることを強く感じました。

会場の様子2
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先生とボランティア活動を共にする学生からの

報告もありました。学生自身にとっても、都内に

居ながら支援できる、被害の大きさを目の当たり

に感じる、普段接しない他学年や職員、地域の人

等、様々な人と共同でできる、感謝されて非常に

嬉しい等、貴重な体験の場となったとのことで

した。

今回のお二人の先生に共通するのは、共にご自

身によるボランティアの活動です。阿児先生は、

自宅でくつろがれている時間だけ入力作業を行

う、短時間でも確実に毎日続けるととで貢献でき

るということ、活動を通じて自身の博物館活動に

向けて得られることが大きいというととを仰って

いました。山田先生は、非常に気さく、前向きな

考え方をなさる方で、今回、学芸員の集まりに参

加して、初めて知ることが多くて勉強になった、

楽しいと仰っていました。その明るさが、学生や

多くの人を惹きつけ、周囲を説得し、活動を発展

させているように感じました。どちらの先生も活

動を楽しまれていること、被災者の方だけでな

く、ボランティアをしたい人への支援にも繋がっ

ていることを強く感じました。

私にとって今回の研修は、同じ大学、博物館の

職員として、見習わなければならないことがたく

さんあることを強く感じました。講師の先生方を

はじめ、県博協幹事の皆様、会場と懇親会の準備

をして戴きました川崎市市民ミュージアムスタッ

フの皆様に感謝申し上げます。

(撮影遠山元浩)



神奈川県博物館協会会報第88号

平成27年度第4回研修会

平成27年 10月 28 日(水) 於:観音ミュージアム、遊行寺宝物館 参加者27名

平成27年度第4回研修会

「リニューアルオープンを迎えた加盟2館の試みj に参加して

平成27年 10月 28 日、観音ミュージアム及び遊

行寺宝物館において、神奈川県博物館協会の平成

27年度第4回研修会「リニューアルオープンを迎

えた加盟2館の試みJ が開催された。本稿では観

音ミュージアムの施設見学に関して感想も交えつ

つ研修会の内容を報告します。

観音ミュージアム

奈良時代の天平8年 (736) 創建と伝承されて

いる鎌倉長谷寺は市内でも有数の古剰として知ら

れている。その境内に位置する観音ミュージア

ムは、歴史を遡ると明治時代に開設された「宝

物陳列所」をもととしている。その後、昭和55

年(1 980) に長谷寺宝物館として開館し、平成

27年 (2015) に同館が開館35年を迎えるにあた

り、その記念事業として施設の老朽化に伴う改修

を行い、当山の由緒や寺宝の紹介にとどまらず長

谷寺の本尊でもある[観音菩薩J を主題とした博

物館として10月 18 日にリニューアルオープンし

た施設である。

展示室の見学

展示見学の様子

当日は同館の三浦浩樹主任学芸員に案内をして

頂きながら館内を見学した。同館はエントランス

ともいえるギャラリーと2つの展示室から構成さ

馬の博物館長岡武

れている。初めに本尊についての説明があり、館

内に入ってすぐのギャラリーから見学を開始し

た。一歩足を踏み入れると、足元には蓮華を模し

たレリーフが刻まれており、金色の雲を思わせる

壁面など、館外からは想像できない造りや雰囲気

で自然と引き込まれていく。そのギャラリーでは

イントロダクションとして長谷寺の歴史やミュー

ジアムの成り立ちに関するデジタルの紹介映像が

5分ほどでまとめられていた。

三浦浩樹氏

紹介映像を見たあとは、第一展示室へ。ここは

常設展示となっており、まず長谷寺開創伝説につ

いてその由緒とともに語り継がれた歴史がアニ

メーションの映像などとともに紹介されている。

天平5年 (733) 大和泊瀬の山中において造立さ

れたことが同寺の縁起に伝えられるものの正史は

なぞに包まれており、長谷寺の寺号を称する浄剃

は今なお、 100 ヶ寺を超えて存在するという。鎌

倉長谷寺ではその存在が明確になるのは究鐘の鋳

造された文永元年 (1264) 以降とのこと。こう

いった歴史に関してはタッチパネル式の映像装置

で検索し、その概要を知ることが出来る。また先

に進むと長谷寺の寺号が確認できる最古の資料で

ある重要文化財「焚鐘j が展示されている。ふと

館内を見渡すと外国人向けのツアーとみられる人

達をはじめとする観光客で賑わっており、展示さ
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れている資料や映像に興味深々といった感じを受

ける。

展示室を奥へ進むと正面には「十一面観音菩薩

立像J が展示されている。当山本尊の宝前に間

られていた本像は江戸初期の造立とみなされる

ものの、その胎内におさめられた三点の銘札のう

ち、天文7年(1 537) の年紀を持つ銘札の存在

によって当像が室町期に建立されたであろう旧像

の再興仏であることが示唆されているという。そ

ういった意味からも当像ひいては本尊である観音

像の来歴を考える上で重要な資料になっていると

いう。 また、 「十一面観音菩薩立像」が展示され

ている部分は2階まで吹き抜けになっており、空

間が上手に利用されている。そして 「十一面観音

菩薩立像J の左右には扇状に「観音三十三応現身

立像」がずらっと一堂に展示されている。三十三

応現身とは観世音菩薩が救済の対象に応じ三十三

に身を変現するという観音経に説かれる功徳であ

り、その姿を彫刻で表した群像とのことだ。 銘文

などから室町時代の成立と見られている。

展示室には他にも寺宝といえる資料が並び、荘

厳な雰囲気に包まれた中で鑑賞することができ

る。これらの立像に関しでも設置されたタ ッ チパ

ネル式の映像装置で詳しい解説を知ることが出来

る。こういった映像装置は館内に何ヶ所か設置さ

れており入館者は自由に閲覧することができ、展

示されている資料に関しでも詳しく知ることがで

きるなど、展示物の解説を補助する役割を果たし

ている。また館内はLED照明となっており、映

像装置も含め最新の設備が導入されているなと感

じた。

2階に上がると第二展示室があり、ここは常設

展示だけではなく企画展示のスペースも兼ねてい

る。まず目につくのは「十一面観音菩薩立像j の

吹き抜け空間で、この立像の頭上には、関東大震

災以前に本尊を荘厳していた雲形光背を再現し、

さらには映像演出を駆使し、本尊の巨大な姿を間

近に見ることができる。三浦浩樹主任学芸員の説

明では今回のリニューアルは前身の長谷寺宝物館

の建物を活かす形で行われたため制約も多く、設

計の段階から苦労も多かったようだ。しかし、限

られた展示空間を有効に生かす取り組みが吹き抜

け部分の映像装置をはじめとして随所に見られ、

研修会参加記

関係者の苦労が実った素晴らしい展示空間になっ

ていると感じた。 また、展示室奥のケースには奈

良国立博物館と鎌倉国宝館の寄託資料となってい

た重要文化財「懸仏J (全6面)が里帰りし、一

堂に展示されており、存在感を放っている。

また、リニューアルオープン展として「長谷

寺・仏教美術の至宝一彫刻編- J が開催されて

おり、ふくよかな躯体で表現されている「阿弥陀

知来坐像J や不動明王の特徴を記した十九観に基

づき造られた尊像と見られる「不動明王立像j な

どが展示されていた。本展は向こう 2年間で行う

予定の所蔵品展の第1弾で年3.........4回のペースで展

示替を行っていくとのことである。

おわりに

従来型の宝物館のイメージとは異なり、決して広

いとは言えない展示空間を上手く活用し、映像装

置や照明も駆使しながら入館者を展示に引き込ん

でいく手法は学ぶべき点が多々あるように思えた。

最後になりますが、本研修会を企画された神奈

川県博物館協会幹事及び事務局の方々、館内を案

内して下さった三浦浩樹主任学芸員を初めとする

観音ミュージアムの方々に感謝申し上げます。

遊行寺宝物館見学の様子

(撮影遠山元浩、角田拓朗)
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平成28年度第1回研修会

平成28年4月 28日(金) 於:神奈川県立神奈川近代文学館 参加者30名

特別展< 100年目に出会う 夏目激石>見学研修会に参加して

2016年(平成28年)4月 28 日に開催された平成

28年度県博協第1回研修会「県立神奈川近代文学

館、特別展・ 100年目に出会う 夏目激石見学研

修会j に参加させていただいきました。初めに

同館展示課長代理の鎌田邦義氏から夏目激石につ

いてお話を伺い、更に夏目激石没後100年、生誕

150年を記念して開催される特別展概要や展示品

についてのお話を伺いました。次いで、同館の特

別展を見学させていただきました。本見学研修会

の内容を感想を交えつつ次のとおり報告いたしま

す。

鎌田邦義氏によるお話

神奈川県立近代文学館

神奈川近代文学館は神奈川県ゆかりの作家や文

学作品に関連する肉筆資料、書籍、雑誌の収集、

保存、展示を行う博物館と日本近代文学専門の図

書館、講演会などを開催するイベントホールの三

つの機能を併せ持つ圏内屈指の総合文学館として
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神奈川県が1984年(昭和59)1 0月に設置し、三十

余年にわたって活動し、館の運営は開館以来、県

出資の公益法人神奈川文学振興会が一貫して行

い、これまでに収集した資料数は百余万点に達し

ているとのことです。また求龍堂の元編集者であ

る故山田幸男氏が収集した中川一政関連の資料も

当館に収められています。

所蔵資料には個人作家、収集家の業績を顕彰し

た井上靖文庫、大岡昇平文庫、尾崎一雄文庫、中

島敦文庫、中村光夫文庫、埴谷雄高文庫、武者小

路実篤文庫など四十余の文庫と、夏目撤石資料、

村井弦斎資料など多くの独立したコレクションを

含み、稀少資料を数多く有する近代文学の資料館

として内外から高い評価を得ているそうです。 ま

た戦後文学、大衆文学並びに児童文学関係の資料

蒐集は特に充実しており、収集した資料の情報を

電算化した近代文学専門のデータベースは国内

ト ップクラスの規模を維持し、更に神奈川近代文

学館は所蔵資料のデータベースを全面的にネット

公開しており、近年は近代文学の研究センターと

して益々その存在価値が高まりつつあるとのこと

です。

文学館の展示見学

1100年目に出会う 夏目激石J の展示室は、

第1室から第3室の三つに分かれ、第1部作家以

前、 2部100年目の夏目激石、 3部激石という人、

これらのように展示ごと分けられ書斎の再現や留

学時代の日記、手紙、書、原稿等が展示されてい

ます。 第l展示室を入ると書斎の再現展示に目が

行き、夏目激石の原点を感じ取ることができま

す。展示室には、多くの原稿や手紙の他に、書画

や遺愛の着物などが配置されています。手紙に目

を向けると、人との繋がりを大切にしていること

を知ることができ、真面目で凡帳面な性格といっ

た夏目激石の人間性を感じ取ることができます。

交友関係も広く、久米正雄や芥川龍之介に向けた

作家としてのアドバイスを書き記した手紙など、

2人に対して期待を寄せていたことを知ることが



できました。

また、数多くの原稿が保存されていることに驚

きました。個人的には、高校の時に現代文の授業

で学習した「こころ」の原稿に興味を持つと同時

に、また自身にとって身近な作品の 1つとなり、

夏目激石との距離が近くなったことを感じまし

た。そして、 1912年大正元年に撮影された肖像

写真を用いて作られた旧 1000円札に懐かしさを

持ちました。[坊ちゃんJ の作品に関しては、 10

日間で原稿を230枚書き上げるなど集中力の高さ

にも驚きました。

夏目激石は、数多くの作品を世に送り出した反

面、彼自身は精神的な弱さから家族に暴力を振

るっていたことで、子ども達からは恐れられて

いたことなど私生活における苦闘を感じ取ること

ができました。夏目激石の作品は、人間心理の裏

側を描くことが多い為に息抜きとして書画をおこ

なっていたなど、執筆以外においても幅広い分野

に挑戦していることが分かりました。人物を理解

するためには、その人の長所や功績を知ることが

大切であると思うと同時に、短所や苦闘を知るこ

とでより深く理解し興味、関心に繋がるのではな

いかと感じました。

舘内見学の様子1

研修会参加記

終わりに

以上、内容・感想を述べさせていただきました

が、初めて県博協見学研修会に参加させていただ

き、夏目激石について興味深く聞くことや作品を

見ることができました。没後100年経った現在に

おいても、多くの人に読まれ魅力ある作品の数々

です。今回これまで夏目激石に携わってこられた

方々が築き上げてきた貴重な資料を保存し後世

に守っていくのと同時に、利用者や今後の未来の

為に発信していくことが重要ではないかと改めて

考えさせられました。私は学芸員ではないのです

が、同じ地域博物館・美術館の運営に携わること

から、利用者への展示の魅せ方や、今後の広報活

動に向け学ぶことの多い見学研修会でした。

館内見学の様子2

最後に、会場および神奈川近代文学館ならび

に、今回の見学研修会の企画・実施にあたられた

県博物館協会の幹事・事務局の皆様に心より御礼

申し上げます。

(撮影遠山元浩)
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平成28年度第2回研修会

平成28年6月 16 日(水) 於:相撲)11ふれあい科学館アクアリウムさがみはら 参加者38名

人気のヒミツに迫る!

明るい空間演出と魅力的な体験をとりいれた科学館

【はじめに】

相模川ふれあい科学館は「相模川に集い、親し

み、楽しく学ぶ交流拠点J として、 2014年3月に

リニューアルオープンした科学館です。オープン

した時期が私の職場である箱根ジオミュージアム

とほぼ同じで、地域の特色ある自然を学ぶ拠点と

いうことでは共通点もあることから、運営上参考

にしたいと思い今回の研修会に参加しました。

科学館の館外には親しみやすい水場(相模川の

水を利用した水路)、館内には明るい雰囲気の展

示室や体験コーナーがあり、まさに“ふれあい"

を重視した空間構成となっています。坂野浩一館

長の説明によると、一般の博物館では資料の保存

を考慮して館内を暗めにする照明計画がなされる

ことがありますが、ふれあい科学館では幼児の利

用も多く、子どもたちが暗い場所を怖がることを

懸念して、あえて“明るい空間"を演出している

ということでした。このような来館者本位の空間

演出をすることは運営上とても大切であることを

今回の研修で改めて学びました。

坂野浩一館長のお話

【高い目標設定と取り組みの姿勢】

坂野館長からは、科学館運営の改善に関する貴

重なお話を伺いました。リニューアル当初、相

模川ふれあい科学館では大きく 2つの数値的な目

標を掲げていました。「入場者数目標14万人j と

「顧客満足度90%J です。 現在では、 20万人近く

箱根ジオミユージアム 山口珠美

の入場者数となり、アンケート結果でも90%を超

える満足度に達しているとのことです。これらの

目標をどのようにして達成したのか、そのノウハ

ウや考え方のポイントは、“妥協しないで高い目

標を持つこと"、“感度よく、施設の使い勝手をス

タッフが観察し工夫し、さらにお客様の声を活か

して改善すること"が大切とのことでした。具体

的には、顧客満足度70%近くで納得せず、 90%

という高い目標を掲げているととを強く意識し、

それを達成するためにはどうしたらよいかを考え

続けること。さらに、来館者の小さな声を「それ

は小さなこと、仕方ないこと」と捉えて放置する

のではなく、対応できる限り対応し続けること。

これら不断の改善を続ける前向きな姿勢が、目標

の達成にはとても大切なことだと感じました。

【人気のヒミツ! “餌付け体験"と“ものづくり

ワークショップ"】

餌付け体験の様子

科学館の一番人気は魚の“餌付け体験"です。

水槽の中に餌を握った手を入れると、アユやウグ

イなどが勢いよく集まってくるというもので、と

てもくすぐったく、魚に触れた感触がいつまでも

残る体験となり ます。この餌付け体験では、親が

先にお手本を見せて子どもが真似をするという流

れになることが多く、親子が体験を共有すること
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で会話がはずむことを期待しているとのことでし

た。確かにこの体験は大人と子どもが共にワクワ

クできますし、親子の会話も盛り上がり紳も深ま

ると思いました。また、魚が餌を食べ終わる時間

(体験時間)や、魚が集ってくる方法(手に触れ

る感触)の違いに着目して、餌をスティック型に

するか、粒型にするか等の工夫をされているとの

ことでした。餌がガチャガチャのカプセルの中に

入っているところも、体験したい!という気持ち

にさせるポイントのように思われました。

ワークショップ体験の様子

科学館の二番人気は“ものづくりワークショッ

プ"です。ここでは、身近な材料を使った、簡単

で楽しいものづくりに挑戦することができます。

対象は主に未就学児と小学生で、メニューを 1"'-'

2 ヶ月半の間隔で切り替えて、リピーターも多い

のが特徴とのことでした。かわいらしいデザイン

のものだ、ったり、自分で考えて創作する内容だ、っ

たり、ワークショップのメニューも工夫されてい

ます。ワークショップ担当の方は美術がご専門と

のことで、かわいらしいデザインも納得です。今

回の研修ではストーンベインティ ングを体験させ

ていただきました。早速、石選びをして(石の形

がいろいろなため)、何を描こうかなと想像力を

はたらかせて(私はクジラにしました)、描いて

研修会参加記

いきます(なかなか思い通りに描けません・・)。

最後には、研修参加者の個性あふれる作品群がで

きました。このように、気軽に体験ができるこ

と、そして参加者の個性が活かされること、自主

性をのばすような内容になっていること、これが

ものづくりワークショップが盛況となるポイント

だと思いました。

【さいごに】

館長のお話の中で日 11 の魚は色気がないので、

特別企画展では、生き物の見方がわかるような展

示になるように工夫しているj というお話が印象

に残っています。見せ方ゃ空間の演出で対象物を

どう魅力的に見せられるか、それを通して何を伝

えるのか。ふれあい科学館の特別企画展には、な

るほどと思う演出がたくさんありました。今回の

研修会では、明るい空間演出の重要性をはじめ、

体験・ワークショップ・展示の工夫や考え方、さ

らに取り組みの姿勢や人気のヒミツについて学ぶ

ことができました。ご案内してくださった関係者

の皆様に感謝申し上げます。

'" 

館内見学の様子

(撮影遠山元浩)
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神奈川県博物館協会総合防災計画活動報告

1. 概要と理念

平成28年4月の総会において、神奈川県博物館

協会総合防災計画ならびに要綱が承認された(資

料1 ・ 2参照)。本計画は、協会60周年記念事業の

ひとつとして平成26年度から策定に向けて協議

を続けてきた結果である。ただ、策定はほんの通

過点に過ぎず、これから不断の努力で、さらに充

実した計画と平時からの対策推進を図ることが重

要だという認識が総会の場で共有された。 本報告

は、平成28年度中に実施された関連事業や協議

された事項について平成29年1月末現在までの内

容をまとめたものである。

本報告をはじめるにあたり、本計画にかかる理

念を記しておきたい。何よりも大切なことは、災

害等によって失われる危険のある博物館資料を、

その価値や情報を保ち後世にひとつでも多く伝え

る責務が、本協会加盟職員のすべてにあるという

ことである。 3.11以後も頻発する大規模な自然

災害により、その責務の大きさは国民規模で広く

理解が進んでいる。他方、幸いにも神奈川県内に

は大きな被害がないことから、大規模災害に対す

る危機意識の低下が進んでいるのではないか。そ

して各自治体等により防災計画が充実するなか

で、多くの館園はそのマニュアル内での活動が最

優先となり、結果的に有事の際に博物館資料等を

守る活動がこれまで以上に後回しにされる恐れが

あるのではないか。人命を最優先する対策は、何

者も否定するものではない。だが、博物館資料は

自らが進んで災害から逃げることができるわけで

はなく、また安定した環境に置く必要がある脆弱

な状態のものが多いことから、それらを迅速に助

ける対策を事前に設けなくては、それらは簡単に

失われてしまうことは明白である。その対策を専

門的に検討立案し実施するのは、私たち加盟館園

職員しかいない。 3.11 ほかの事例で示されてい

る通り、博物館資料は単に学術的な価値ばかりで
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神奈川県博物館協会総合防災計画推進委員会

なく、その地域の歴史や文化、それに携わったす

べての人々の記録であり記憶そのものである。

あえて協会という任意団体の立場であるからこ

そ、理想論であるこの理念一博物館資料を守り伝

える大切さ、その使命をもって真塾に行動するー

を強く訴えたい。 博物館資料を守るという原点を

心に強く思わないと、人命最優先という仕組みに

がんじがらめとなり、博物館資料にたいする災害

対策計画の策定などに心を開くことが難しいので

はないか。繰り返すが、人命を守る対策を優先す

ることは妨げられまい。 しかしながら、その先あ

るいは同時にある私たちの責務の重さも今一度思

い起こしていただきたい。大規模災害による甚大

な被害には館種や職分をこえて協力しなければ、

固有の専門知識を有する私たち加盟館園職員が連

携して立ち向かわなければ、その復旧復興は実現

できない。その協力が円滑に進むよう策定したの

が、本計画である。以下をご一読いただき、本計

画のさらなる充実や円滑な運用にご理解とご協力

をお願いしたい。

2. 防災計画推進委員会の活動

本計画の運用や推進は、合同部会内に設置され

た神奈川県博物館協会総合防災計画推進委員会

(以下、防災委員会と略)があたることとなった。

その構成メンバーは、昨年度までの計画を担っ

た角田拓朗(神奈川県立歴史博物館)、山本真土

(真鶴町立遠藤員類博物館)、木村和樹(相模原市

立博物館)に加え、平成28年度第1回役員会で事

務局案として示されたブロ ッ ク幹事館園候補に所

属する各部会幹事、林司(川崎市市民ミュージア

ム)、内舵俊樹(横須賀市自然・人文博物館)、早

田旅人(平塚市博物館)、田口公則(神奈川県立

生命の星・地球博物館)を構成員とした。 加え

て、オブザーバーとして小井川理(神奈川県立歴

史博物館)、事務局員小堀信夫が参加することと



した。

会合では、各種の協議等がおとなわれるととも

に 、 防災に関する情報共有等を率先して行った。

なお、意思決定について詳述しておけば、防災委

員会では個別の事業について協議し、その内容は

合阿部会で報告のうえ、承認を得る。 そして必要

と判断された議案等については役員会に報告し、

了承を得ることとした。

第1回は7月に実施。 国立文化財機構内に設け

られた文化財防災ネ ッ トワーク推進室より、東京

国立博物館六人部克典氏に出席を願い、同推進室

の取り組みについてご紹介いただくとともに、当

協会との協同について具体的に意見交換した。 第

2回は9月に実施。 ブ ロ ッ ク幹事館園の選定や、

本年度の防災訓練研修の内容等について意見交換

した。以上の概要については、 平成28年 1 2月 1 6

日 開催の第2回役員会にて報告した。

3. 県教育委員会ほかとの連動

昨年度来、神奈川県博物館協会は計画策定に関

する情報等について、神奈川県教育委員会内で文

化財防災にかかる施策を主管する文化遺産課へ提

供を随時行ってきた。 また同課が主催する県 ・ 市

町村文化財大規模災害対策検討分科会に出席し、

平成27年 1 2月開催時には具体的に計画の概要等

について説明した。 そして平成28年4月の協会に

よ る計画の策定と運用開始をうけ、協会と県教

委ほかとの将来の連携について意見交換が開始さ

れた。 市町村ほか行政側との調整も必要ではある

が、取り急ぎ県との連携を深めることを優先し、

平時から情報交換を積極的にすすめることで同意

し、後述する防災訓練研修にもご参加いただいた。

4. その他の活動

本防災計画を充実させるため、関連する事業を

実施する各団体やその公開シンポジウムに参加し、

情報収集に努めた。 同時に、本計画や事業の存在

を積極的に外部にアピールし、 将来的な連携を模

索した。以下、 参加した主な事業等を列記する。

0平成28年5月 1 9 日

千葉県博物館協会主催ミニ集会

「博物館資料等を災害から守る平時のつながり j

於 : 千葉県立中央博物館(総合討論コ メンテー

ター:角田、ほか。 出席: 山本、内船)

0平成28年 1 2月 4 日
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独立行政法人国立文化財機構 文化財防災ネ ッ

トワーク推進事業

公開シンポジウム「熊本地震と文化財レス

キューj

於:九州国立博物館(角田出席)

ここに、後者のシンポジウムで得た知見につい

て、 2点を記しておきたい。 第一に、迅速な情報

収集と発信、共有が大切だという点である。 基礎

自治体設置の館園職員は、被災者支援等の対応に

追われ、被災資料の把握ならびにその対応が困

難だ、っ たという 。 特に国へ報告すべき被害実態を

県がまとめる作業に遅れが生じたという反省があ

り、情報収集の手段については一層の工夫が必要

だと痛切に感じた。 第二に、日ごろの連携の大切

さとそれを可能にするための行政等からの理解を

深める努力である。 復旧については、九州各県の

行政単位の連携事業によ り、各県職員が公務とし

て救援活動を迅速に実施できたことが効果的だ、っ

たとの報告があった。 また九州国立博物館を中心

とした九州山口 ミュ ー ジアム連携事業「みんま

も j により形成されていた既存のネ ッ トワ ーク

が、その後の救援活動を支えたとも報告があっ た。

以上の知見は、そのまま当協会で模索している

ことに重なる。被災館園の被害の度合い如何にか

かわらず、その職員が情報発信や共有を担うこと

は難しい。そこで当協会で定めた総合防災計画

は、被害については以下詳述するブロ ッ ク内の館

園やその他の加盟館園の協力のもと、情報収集そ

して被害把握に努めることを第一の目標としてい

る。 その点を真っ先に対応しないと、その後爆発

的に求められる館圏外の個人所蔵の被災資料への

対応も難くなることもここでは触れておきたい。

様々な事例でも報告があがっているが、各館園は

地域の資料を緊急避難させる役割が期待されてい

る。 自らが助からなければその先へとつながらな

い。 この考えもあわせて強調しておきたい。

そして、以上の被災状況への対応を支えるネ ッ

トワークそのものが、まさに当協会である。当協

会では引き続き計画の充実を進めるとともに、行

政との緊密な連携が実現できるよう取り組んでい

きたいと意識づけられた有意義な機会だ、った。

5. 平成28年度防災訓練研修の概要

本年度の防災訓練研修は、平成29年 1 月 18 日、

神奈川県立生命の星・地球博物館にて開催した。
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今回の研修会は、防災計画の拡充について協会外

からも意見を聴収することならびに本活動を広く

アピールすることを目的として、非加盟館園にも

参加を呼びかけた。結果、計31館園、延べ62名

の参加者を数え、盛況のなか研修会を実施した。

以下、簡単にまとめる。

防災訓練研修の第1部としては、防災委員会の

一員である角田が、「神奈川県博物館協会総合防

災計画について」と題して、計画の成立過程や計

画の概要、諸特徴や今後の課題について説明をし

た。計画の詳細については、これまでも『神奈川

県博物館協会会報j 86号 .87号に詳細を掲載し、

また研修会等の際に説明する機会をたびたび設

けてきた。しかしながら、その周知が徹底された

とは到底考えられず、また文章として読んだだけ

ではさほど理解できないという意見が数多くあっ

た。それをうけ、重ねての概要説明を行う機会と

した。

その説明の中でも取りあげた本計画の要となる

部分を本誌上でも再度記述しておく。有事の際に

は相互協力しながら、情報取集と発信に努め、い

ざというときには被災していない加盟館園職員に

協会から呼びかけ、レスキューに赴くことが本計

議 J品

画の骨子である。そのスキームを図式化したもの

が、本頁下段の概念図である。情報収集と発信

については、全県を6ブロックに分割して、各ブ

ロ ックごとに情報の収集と発信を行い、最終的に

事務局を置く県立歴史博物館を代表幹事館園に情

報を集めることとしている。その理由は、 3.11 ほ

かの教訓によるものであり、仮にA館が被災した

場合、 A館職員は対応に追われ情報発信が叶わな

い事態が予想されるからである。そのため、 同じ

ブロック内にある他の館園が代理に情報を収集・

発信することを期待し、ブロック制を採用した。

そして、各ブロックの幹事館園を定め、幹事館園

がブロック内の情報の集約に務める役割を担うと

ととした。また幹事館園に事故あるときは、補佐

館園がそれに代わるというパックアップ体制を敷

いた。そのことを図式化したのが、図の左部分に

あたる。

そして、各ブロックで収集された情報は、事務

局で集約され、協会会長ならびに役員会に情報を

円滑に提供する。会長を中心に意思決定が行われ、

必要と判断された場合には総合対策本部を立ち上

げ、以後、協会による救済活動が開始される。ま

た、逐次集積された情報は、県文化遺産課や関係

情社、
集約

uz 

l 推進室 l 

EZ52l 県教委 l 

zz 各加盟館園

ユ一 、 r-
|各加盟館園|

【6ブロック】
----

歯量
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市町村、ならびに文化財防災ネ ッ トワーク推進室

などの関係機関にも伝え、情報の共有化と以後の

迅速な対応に資することとしている。 声が上げに

くい被災館園の代理的な機能を担い、より広範囲

に支援要請が届くよう努めることを目的としてい

る。 このことを示すのが、図の上部にあたる。

そして、具体的なレスキュー活動は、被災館園

からの要請があ っ て開始される。 計画を取り決

めたからといって、自動的あるいは強制的にレ

スキュー活動を実施するものでは当然ない。要請

をうけた総合対策本部が、加盟館園に派遣を打診

することが計画の骨子である。仮にA市が被災し

たとして、発災から数日間は人命救助等に忙殺さ

れることだろう 。 そのとき、 A市から文化財にか

かる救済・支援要請が迅速に発せられる保証はな

い。また公助の枠組みで主導する県や国が直接的

にすぐに支援に入るかも不透明だ。 実際、熊本で

も一面的には時間がかかったという反省があっ

た。 そこで、任意団体である協会が、その協会の

枠組みの中で支援しようとする仕組みが本計画の

骨子である。 この支援の際も、現在のところ、協

会として可能なことは、 ①円滑な情報把握と県や

国ほか関連機関等への情報発信、 ②被災した館園

の内実に比較的詳しい加盟館園職員への派遣要

請、 ③必要な物資や資金の提供、である。 あくま

で加盟館園に呼びかけ、その職務内で派遣しても

らうよう呼びかけるにすぎない。だが、協会が呼

びかけることにより、加盟館園は安心して救済を

受け入れることができるだろう 。 そして、その救

済活動が円滑に進むよう、専門職員のマ ッチング

や所蔵品目録や施設図面の提供(事務局等でパ ッ

クア ッ プとして保管)などを準備してもいる。 そ

第 1 部計画慨要の説明

計画にかかる概要説明の資料等は、データ等で提供す

ることが可能(問合せ:神奈川県博物館協会事務局)
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の派遣要請から派遣依頼、レスキュー活動実施に

至るスキームを図式化したものが、前頁の図の右

下段になる。

後述するように、本防災訓練研修の参加者の多

くが同意していたことだが、災害対策として最大

の効果を生む準備行為とは、災害以前から近隣館

園の職員同士が親密な交流を結んでいることであ

る。その平時のつながりが、いざというときの迅

速な救援の動き出し、あるいは被災館園の詳細を

事前に把握することなどにつながる。 この教訓も

また、過去の災害から明らかとなっている。本防

災訓練研修にも、同様の効果を期待し、今後も継

続実施の予定である。

以上のスキーム説明を含め、計画概要を説明し

たのち、第2部の防災訓練にうつった。今回もま

た前回同様に、情報伝達を主とした図上訓練・模

擬訓練とした。そして開催館である県立生命の

星・地球博物館が立地する県西部を中心とした大

規模災害、具体的には気象庁が現在想定している

駿河湾地震が発生したという条件のもと、各館園

の被災状況を発信し、幹事館園を経由して事務局

で集約、さらに一次救済、最初期のレスキュー活

動を行うまでを訓練とした。

駿河湾地震が発生した場合、現在の予測では県

西部に最大震度6弱程度ならび、に津波最大4m程

度が達する見込みである。 その他三浦半島西側か

ら東側の一部にかけて津波最大7m、湘南地域が

4mなど、大きな被害が想定される地域が県内に

多くあると予想される。 実際に、訓練内で被害が

大きいと予想した館園は少なくなかった。

今回の訓練でもまた、各館園が上記の災害想定

のもと、自館園の被害を検討しまとめ、資料3及

び資料4にあげた連絡票を用い、ブロ ッ ク幹事館

園や事務局に情報をあげ、協会としての災害対策

を実施するという手順を確認した。 今年度の特徴

として、昨年度と比較して総合対策本部が立ち上

がるまでには相応の時間がかかった。 理由として

は、訓練の中ではあっても人命救助について優先

的に考え、情報発信が円滑に進まなかったこと、

幹事館園ほかとの連携が円滑に進まなかったこ

となどが挙げられる。 訓練に対する熟知が至らな

かったことがその背景にあり、訓練プログラムに

ついて今後改良すべきという点で、企画した担当

としては真撃に反省し、本誌面をかりてお詫び申

し上げる。 さらに残念でならなかったのは、やは
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り協会による情報伝達の仕組みに対する理解が熟

していない事実が露呈したことだ、った。 昨年度も

防災訓練研修として同様のプログラムを実施し、

『神奈川県博物館協会会報j 87号でも報告をした

のだが、多くの方にとって「未知」なものだ、った

と考えられる。反省の弁を重ねるとともに、さら

に周知徹底に努める所存である。

続いて、初期のレスキュー活動を模擬的に実演

した。レスキュー派遣にあたって、協会事務局は

事前に準備した様式を用いた(資料5及び資料6

参照)。有事の際に迅速に対応できるよう、レス

キュー派遣の依頼様式、ならびにその承認の様式

を案文として予め整備するように、事務局を中心

に努めている。それは想定される用務にかかる書

式等を事前に準備することも、防災計画の一端と

考えるからである。また、書式を事前に準備する

ことは、当協会を支える多くの事務系職員の理解

や、加盟館園を設置する自治体等の理解を得るた

めにも重要だと考えている。

同様に、やや煩雑ではあるが丁寧に成文化した

のが、レスキュー活動にかかるマニュアル案であ

る(資料7参照) 。 その名称の通り、レスキュー

活動に参加する加盟館園職員の活動の指針になる

よう、その記載に努めた。現場の状況により、多

様な活動が予測されるため、マニュアルはどうに

も役立たないという意見も聞く 。 確かに、その意

見は拝聴に値する。だがしかし、何も指針のな

いままにレスキュー活動を実施することは、派遣

を承諾した加盟館園職員に必要以上の負担を強い

かねない。依頼する側である協会には多くの権限

がない以上、活動を依頼する側とされる側の双方

が、その活動の枠組みゃある程度の具体像を把握

することは必要不可欠である。また、協会がどと

までを活動の範囲とするのかを具体的に示すこと

で、より積極的な参加を促すと期待される。 あわ

せて、研修内では今年度に協会で購入したレス

キュー活動用品である安全ベスト CI神奈川県博

物館協会/博物館資料レスキュー」と明示)ほか

を紹介するとともに、レスキュー活動にかかる調

書様式を示した(資料8参照) 。

ここでマニュアル案について、補足しておきた

い。以下、列記しておく 0

・協会が活動可能な範囲の限界等を、認識したう

えで、レスキュー活動を行うこと。

-現地での活動であっても、その活動は服務で
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(上図)指示はスクリーンに投影した。コーディネー

タ一役の防災委員会担当幹事の指示のもと、訓練ペー

パーに記入しながら、自館園の非該当の把握に努めて

いる縫子。手前のジャンパー姿の方々は、開催館であ

る県立生命の星・地球博物館の職員の方々。協議しな

がら、具体的な被害を想定している。このような機会

を持つことも、訓練の意義である。(中・下図)総合対

策本部の様子。別室にて各館園からの情報をとりまと

め、全県的な被害把握lヒ努めた。情報は県教育委員会

等に連絡するなど確認し合いながら、実際の状況を想

定して課題の洗い出しにも努めていた。



第 2 部防災訓練

初期レスキューマニュアルに則り、真鶴町立中川一政

美術館にレスキューに赴くという模擬を実演した。実

演役は、防災計画推進委員会担当幹事 2 名に加え、真

鶴町立教育委員会の新井氏(起立した左)に加わって

いただいた。図は、スライドで実際の館の建築等を映

しながら、協会のレスキューとして実施する手順や手

法、またその意思決定の順序などについて確認した。

身に着けているのは、協会で購入したベスト。背中に

は、「神奈川県博物館協会/博物館資料レスキューJ と

印字されている。この他に、ゴーグルやマスク、立ち

入り禁止用にするためのロープ他を平成28年度に購入

した。今後もレスキュー等にかかる備品備蓄に努めて

参りたい。

第 3部講演

東京国立博物館和田氏による講演の様子。国が主導す

る各種のレスキュー事業や、現在進められている防災

ネットワークの詳細について、具体的にご講演いただ

いた。

あり、派遣元の団体等の内部規定に拘束される。

従って、協会は現地での傷病等、事故に対する直

接の補償を負うことはない。

.A館園職員が、 B館園へレスキューに赴くとした

想定の場合。

①派遣元による承認が下りた場合、 Aは業務の一

環として派遣されるため、事故あるときは労災

の適用が想定される。 ただし、事故の判断で業

務の判断を逸脱した場合は、乙の限りではない。
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②Aが休暇取得により活動した場合に事故のあっ

たときは、補償されない。ただし、派遣元が強

制してボランティア休暇等をとらせた場合に

は、労災が適用される可能性がある。

さて、訓練では具体的な事例として、真鶴町立

中川一政美術館にレスキューに赴くこととした。

同館は被災したものの詳細が不明なことから、情

報収集をかねて協会に要請するというシナリオ

だ、った。真鶴町教育委員会新井人志氏のご協力の

もとシナリオを作成し、また同館の内部で被災し

たという想定の写真を投影して、具体的にどこま

でを資料に触れるか否かという対話を参加者には

示した。そして最後に、同館から至急作品等を避

難したいという要請を総合対策本部に入れ、参加

者に一時保管の受入れが可能か否かを検討しても

らい、研修を修了した。

訓練終了後は、開催館である県立生命の星・地

球博物館の収蔵庫ほかのパックヤードツアーを実

施した。瀬能宏氏、佐藤武弘氏の案内のもと、災

害対策の工夫などについて現場で説明をうけた。

続く第3部として、東京国立博物館和田浩氏か

らご講演いただいた。和田氏は、文化財防災ネッ

トワーク推進室にも所属し、関東圏の各広域自治

体内部の防災ネットワーク化を支援協力する立場

から、当協会の取り組みにも強い関心を寄せら

れ、このたびご講演いただくこととなった。近

年の災害対策にかかる現状についての報告ととも

に、今求められる課題として、被災資料の仮収蔵

スペースの確保等について具体例を示していただ

いた。当協会として今すぐにできることは多くは

ないかもしれないが、示唆に富む事項が多く、本

計画に組み込める要素について今後検討を重ねる

とともに、引き続き、推進室とは連携を深めてい

く予定である。

6. 訓練ペーパーの分析

第2部防災訓練研修ではペーパーを4種類用意

し、それに記述するかたちで各館園の災害対策や

意識などを確認する手法を採用した。 4種類とは、

ペーパー 1 r初期対応j、ペーパー2 r情報発信J 、

ペーパー3 r レスキュー派遣の可否J、ペーパー

4 r被災資料一時保管の可否J である。以下、各

ペーパーの内容を分析した結果の要点を報告する。

Oペーパー， r初期対応j

まず人命対応という意識が鮮明な点が注目され
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た。いず、れもマニュアルに従い、来館者・来園者

を誘導する意識が徹底されているのは心強かっ

た。そしてこの対応段階を迅速に終え、博物館

資料の安否確認等に移行することができるかが大

きなポイントになることが改めて理解された。ま

た、職員数に余裕がある館園は、人命対応と資料

対応の双方に人手を分ける館園もあった。今後、

計画推進の一環で、資料の安否確認のポイントに

ついても議論を深める機会をもちたい。

試みにここで、博物館資料を至急救済しなけれ

ばならない場合を整理しておく。たとえば、資料

が転倒して破損した場合、付近に倒壊物がなく、

飛散した破片がさらに飛散して散逸するような状

況でなければ放置等の対応も適当と考えられる。

ただし、二次被害が想定される場合や露出資料に

ついては、収蔵庫等への移動が望ましいだろう。

次いで注目されたのが、収蔵庫内の被害を想定

している館園が多かった点である。意外というべ

きなのか言葉に迷うが、収蔵庫内の災害対策が手

薄だという一面が露呈したと考えるべきだろう。

Oペーパー2 r情報発信J

まず、注目されたのが、情報発信として 「本庁

経由で協会J という記述が複数あった点である。

情報をどこまで公にしてよいのか、その公開にあ

たっての意思決定など、各館園で対応が分かれる

だろう。その点について、協会へ最優先に報告す

るようにと求める立場にはない。その後の救済活

動ほかを円滑にスタートさせるために極力早く報

告されたいと依頼するばかりだ。しかしながら、

以上の経由報告、あるいは上位部署等への報告後

の情報伝達となる場合、どれほどの時間がかかっ

てしまうのかという不安を覚えたのも正直なとこ

ろである。

あわせて注目されたのが、被災情報の発信等は

理解できているものの、発信する先の部課名や担

当者名、連絡先の電話番号等が把握できていない

という点である。最低限の連絡先だけでも、再確

認していただき、携帯電話等にあらかじめ記録さ

せておくことを推奨する。

0ペーパー3 rレスキュー派遣J

レスキュー派遣の可否への回答は、条件に大き

く左右される。自治体に属する館園参加者の多く

が、人命を優先した配備のため不可という回答が

多かった。その意識を優先しつつ、何がその上で

できるかを模索しようとしないと何もできない事
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実を、改めて強く考えてほしい。

また分析を通じて考えさせられたのは、広域災

害に陥った場合、比較的軽度な被害となる近隣地

域でも、緊急配備状態が解除されるまでに一定の

時間が要する点である。そうなると情報収集ある

いは緊急レスキューに入るのは、相応の距離があ

る加盟館園職員となる場合があり得る。たとえ

ば、県西部を中心とした地震が発生した場合、比

較的被害の少ない県央部も対応できない恐れがあ

ることも露見した。その場合、 JR東海道線は停

止し、小田急小田原線が主な交通機関として期待

され、その沿線で活動できる館園に依頼するとい

うととが想定された。同様のシミュレーションを

重ねていきたいが、やはり広域災害にあっては全

県的な対応、そして県域を越えた連携を今後とも

模索する必要を強く感じた。

0ペーパー4 r一時保管J

およそ8割の館園が「不可能J との回答があ

り、被災資料を緊急避難し、 一時保管を頼るのは

現実に難しことが明確となった。残りの2割の大

半が、わずかながら余裕があると回答したが、大

型不可、施錠できず、専門職員不在等々、条件が

多岐にわたる。協会が収蔵庫を保有することは叶

わず、仲介をするにすぎないからこそ、今後は多

くの館園がこの共通した課題を抱えていることを

協会として広く訴えていきたい。

7. アンケー卜に寄せられた意見とその回答

防災訓練研修にかかるアンケートに寄せられた

意見を抜粋し、以下、防災計画推進委員会として

の意見等を記し、今後の対応や課題を共有したい。

O情報収集等にあたり Faxよりもメールでの送受

信が有効ではないか?

いずれかが有効ということは、実際に発災して

みないとわからない。訓練等で、はFaxを優先して

用いていたが、メールでのやりとりを妨げるもの

ではない。むしろ、協会としては複数のチャンネ

ルでの情報収集と発信ができるよう準備を進めた

いと考えている。そのため86号に掲載した時点

から、様式には協会事務局のメールアドレスも併

記しである。要点は、発災時にどのような情報を

事務局等に発信するかが事前に具体的に存知され

ており、また新たに文章として起こすことを求め

ず、迅速に情報交換ができることにある。そのた

めの様式であった。ただ、メール等での送受信の



取り決めはこれまでになく、以下に案として提起

しておきたい。

①様式のファイルは協会ホームページにダウ ン

ロードできるように準備する。

②様式に記入した情報は、添付ファイル等の形式

で、幹事館固ならびに事務局(総合対策本部)の

双方へ送信する。このとき開封確認を求め、送受

信を確認することが望ましい。

従って、緊急連絡網として、館アドレス(担当

者アドレス含)の収集等も今後の課題となり、あ

わせて簡易に情報発信できるツール等の活用一

協会によるtwitterやFacebookほかのSNSなど、

携帯電話を用いて情報の送受信ができるツールー

を今後検討課題としたい。

0研修会として集まるのではなく、電話やFax、

メール等を用いた訓練を実施してはどうか?

実際に連絡をとりあうことで、また新たな課題

が発見できると容易に考えられる。平成29年 1 月

末現在、幹事館園の選定など、まだ手続等が未了

なため完全なネットワークの構築がなされていな

いからである。平成29年度内の協会の活動の中

で実施できるよう検討したい。

0ブロック内の活動を充実させるべき

貴重な意見だと承った。本計画の基本単位もブ

ロ ック ごととしていることから、そのなかの充実

をはかることは望ましい。協会としては年間の研

修会運営だけで手一杯だというのも正直なところ

であり、幹事館園を中心に、ブロック内で幹事館

園が主導して実施していただけると助かる。防災

委員会などの助力のもと、研修会とまではいかな

くとも顔合わせ会などを実施することは、平時の

協力体制の大切な第一歩だと考える。

O実際に発災した場合、協会によるレスキューが

入る余地はあるのか?

意見の中に、自館園のマニュアル、また設置者

のマニュアルによる行動が先にあり、特に人命に

かかることを優先した場合、協会主導による計画

に参加することは後回しだという指摘があった。

同様に、自治体設置の館園であれば、なおさら人

命救助という意識が明確であるがために、本計画

による初動がどこまで迅速に実施しえるかと疑問

視する声が、温度差はあれ多いのが現状だ。

この意見が発せられる場合の主語は、自館園が

被災館園だという条件による。その場合、無理に

そのような情報発信を求める、強制することが協
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会の主意ではないことはこれまでも説明してき

た。可能な限り、情報を発信し、声が上げられな

い館園がある場合には、近隣館園が助け合うとい

うのが趣旨である。その助け合いが、より円滑に

進むようにというねらいで、ネットワークなどを

構築している。

そして、この意見に対して、これまでも説明し

ているのは、主語を自館固ならびに近隣地域が大

きな被害がないという条件、かつ県内のある館園

が被災した場合を想定してほしいということであ

る。そのような場合、救済に入りたいと考えたと

き、それを可能にする大義名分が必要となる。い

わゆる火事場泥棒と誤解されるのを避けるためで

もある。この大義名分を与える、ないしは仲介す

る役割を協会が担ってくれないかという願いが、

3.11 を経験した直後の加盟館園から発せられ、

それが本計画策定の礎となっていることを改めて

思い返していただきたい。

協会が活動する余地があるかないかは、それこ

そ発災後の状況知何によるだろう。動く余地がな

いという状況は、①復旧が迅速に進み、自助・公

助の取り組みが実施されていること、②被災の度

合いがひどすぎ混乱していることのこ通りが主に

考えられよう。このとき、①であれば協会が活動

する必要はないだろう。②だとすれば、被災のな

い加盟館園職員は必ずや救援の手を差し伸べたい

と思うだろう。実際に計画を策定し、想定をした

上で準備をしなければ、いざというときには何一

つ活動できない。活動する理由がたたない。そう

ならないために、本計画の充実と整備、加盟館園

の理解が望まれるのである。

Oよかった点

複数寄せられた意見は、各ブロックに属する職

員同士が顔をあわせ、情報連絡をする訓練手法を

採用したことだ、った。これまで交流のなかった職

員同士が研修を通じて連絡を取り合うようになれ

ば、それは研修の最大の効果だといえる。別途記

したように、交流の機会が促進することを期待

し、今後も各ブロックを巡りながら防災訓練研修

を継続的に実施する。

8. 今後の課題と取り組みの予定

平成29年度には、防災計画の具体化を推進す

る上で、積立金とその執行の考え方を整理し、有

事の際に執行できるよう準備を整えたい。まずは
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平成29年度冒頭の総会で、その基本的な考え方

について総会了承を整えるよう現在計画を進めて

いる。また、計画にかかる詳細は、逐次公開でき

るよう、協会ホームページを有効に活用すること

を考えている。協会から各加盟館園への連絡は郵

送等を用いているが、さらなる速報性やまとまっ

た情報へのアクセスにはホームページ等の活用が

望ましいことは明白である。そこでは本計画や要

綱を掲載するとともに、各種の様式などもダウン

ロードして使用できるよう整備する予定であり、

将来的には各種の検討材料に資するため、防災訓

練の様子などを動画で公開することも現在検討し

ている。

また平成29年度の事業として重要なことは、

ブロック分けや幹事館園選定の際に資する基礎

情報をまとめるための隔年アンケートの実施であ

る。次号の協会会報では、アンケートの結果をま

とめて報告する予定である。そのほか、災害に強

い館園作りという命題に資する情報共有会など、

積極的に開催していきたいと考えている。

加盟館園の皆様におかれましては、本計画によ

り一層の関心を持っていただきたいと考え、逐

次、要請があれば部会主催研修会とは別に、防災

計画推進委員会。担当部会幹事、あるいは事務局

などが本計画の説明や個別研修の講師として派遣

する準備を整えている。その要望も含めご意見等

を随時寄せていただき、また継続実施予定の防

災訓練研修等に積極的に参加されることを切に

願う。

(文責:角田)

フリートーク

各ブロックに分かれて参加者が座り、簡単に感想を述

べ合った。その後、各ブロックの参加者代表が感想や

意見を述べた。ブロックは地域ごと、隣接する館園を

まとめたものであるが、実際に顔を合わす機会も少な

く、今回は貴重な時間となった。今後はブロック内研

修会などの実施なども努めて参りたい。

情報交換会

研修プログラムがすべて終了したのち、開催館内のレ
ストランにおいて実施された情報交換会の様子。当日

は県立生命の星・地球博物館の大島光春氏より熊本地

震のレスキュー活動についてスライドを示しながら具

体的な情報提供もあり、フリートークでは話しきれな

い情報を多くの参加者と交換する有意義なひと時と

なった。どの災害レスキューでも指摘されることだが、

日ごろから近隣館園の職員同士が顔を合わせ、情報交

換しておくことが最大の災害対策だという。このよう

な研修時間外の酒席の場も、本防災計画のみならず、

協会全体の意思疎通を円滑に行うための大切な機会と

考え、今後も積極的に開催していきたい。
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資料 1

協会記事

神奈川県博物館協会総合防災計画

(平成 28年 4 月 28 日 策定・施行)

1 趣旨

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、多くの人命を奪い、さらには多くの文化財の按損を

ももたらした。この教訓を踏まえ、現在 90 を越える加盟館園数となっている当協会では、今後も発生

が想定される広域災害における文化財救済に一定の役割を果たす体制を構築することとし、平時から相

互に協力しあいながら有事に備えるため、総合防災計画を策定する。

2 活動の内容

当協会としての活動は、平時の際には、役員会と適宜協議の上、部会幹事及び協会事務局が中心とな

り有事の備えとして必要な活動を行い、有事の際には、総合対策本部・現地対策本部を立ち上げ、部会

幹事及び事務局が中心となり、加盟館園職員の協力を得て、救済計画を実施するものとする。

当協会としての活動は、①平時、②発生直後(一次救済)、③復興期(二次救済)の 3 段階において実

施することとし、各段階の実施する活動は、次のとおりとする。

なお、本活動の具体的運用のために、別途、要綱を定めることとする。

①平時

・連絡網の整備〔ブロック化及び幹事館闘の選定事務、連絡調整方法の検討等〕

.各館園の収蔵品の把握及びその目録・データベースのパックアップ支援

・災害復興用の資金及び備蓄の管理〔物資、人材等の把握含む。〕

-防災訓練、関連実技研修会、県民向け普及啓発事業等の実施

-本計画内容の修正〔県及び県内市町村との調整、他機関等のヒアリング含む。〕

②発生時(一次救済)

-連絡網の運用と被害の把握

-総合対策本部並びに現地対策本部の設置

-支援計画の策定と運用〔人員、物資、資金等の供出等〕

③復興期(二次救済)

-支援計画の継続運用

・関係機関等との連絡調整の補助

3 活動の経費

本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会 60 周年記念事業にかかる積立金残金を原資とし、以後、

毎年度予算の範囲内で一定の金額を積み増して確保することとする。

4 計闘の運用

本計画及び 2 により定める要綱の遥用状況については、毎年 1 回総会に報告する。

本計画の改廃については、役員会の協議を経て、総会が決定する。

また、 2 により定める要綱については、役員会が協議の上制定する。

なお、制定後役員会が要綱の改正を行った場合には、改正後速やかに会員に周知する。
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資料2

神奈川県博物館協会災害時相互救済活動要綱

1 目的

本要綱は、神奈川県博物館協会総合防災計画(平

成 28 年 4 月 28 日策定・施行) 2 に基づき、広域

災害が発生した際に、博物館資料の次世代への継

承や博物館活動の速やかな復旧に資するよう、各

加盟館園が相互に救済しあい、被災資料の救済と

保存安定化、被災博物館施設等の復旧等を行うこ

とを目的とする。

2 対象

本要綱に基づく活動の対象は、神奈川県博物館

協会に加盟する館園の所蔵資料及びその施設等と

する。

3 体制

本活動は、すべての加盟館周が行うものとする。

また、活動の効率化を図るべく、県域を複数のブ

ロックに分割し、そのブロック単位で情報の収集

や発信等を図るものとする。

(1)ブロックの分割方法

ブロックは、地理的な特性や館園の数などを考

慮し定めるものとする。具体には、隔年ごとの基

礎アンケートの集計結果をもとに、役員会におい

て協議の上、定めるものとする。

(2 )幹事館園の設置

当該ブロックの情報収集と発信を担うため、ブ

ロックごとに幹事館園を定める。なお、幹事館園

に不測の事態が生じた場合を想定し、幹事館園の

補佐を行う館闘として幹事補佐館闘も定める。具

体には、隔年ごとの基礎アンケートの集計結果を

もとに、役員会の協議により候補館闘を挙げ、候

補館園の同意を得て定める。

(3 )代表幹事館園の設置

幹事館園のとりまとめを行う代表幹事館園を定

める。代表幹事館園は、当協会事務局が設置され

ている神奈川県立歴史博物館とする。神奈川県立

歴史博物館が被災または不測の事態が生じた場合

には、幹事館園の互選により、その代理を務める

ものとする。

4 救済活動

具体的な救済活動は、次のとおりとする。

(1)災害の発生時

加盟館園は、次の各号に該当する災害等が発生

した場合、被災状況を事務局及び当該ブロックの

幹事館園に提供するものとする。また、被災状況

の報告はないが被災が推定される館圏が存在する

場合には、当該ブロック内の幹事館園は、情報を

とりまとめ、事務局に提供するものとする。

①震度 5 以上の地震が発生した場合

②集中豪雨等による水害が発生した場合

③その他、甚大な被害を伴う災害等が発生した場
A 
口

(2 )救済活動実施の決定

事務局は、収集した情報を速やかに会長へ報告

する。会長は、その報告に基づき、救済活動実施

の是非を決定するものとする。なお、会長に事故

あるときは、副会長または役員が決定するものと

する。

(3 )一次救済(資料の救済計画の立案等)

会長は、救済活動の実施を決定した場合には、

直ちに総合対策本部を設置するとともに、必要に

応じて幹事館園等の協力を得て現地対策本部を設

置する。総合対策本部又は現地対策本部は、一次

救済として、被災館園の情報収集、それに基づく

救済計画の策定、現場作業の実施等を行うものと

する。なお、被災し劣化が激しい資料、あるいは

今後現状では確実に被災の恐れのある資料につい

ては、現場の判断により、緊急避難させるものと

する。

①総合対策本部の設置

会長は、代表幹事館歯に総合対策本部を設置し、

次の業務を行う。事務局は総合対策本部の事務局

として、その経理事務等を行うものとする。

救済活動開始の連絡

邑 救済計画の策定

出 要員及び機材などの手配

iv 現地対策本部への指示と支援

v 自治体、外部団体等との連絡調整

②現地対策本部の設置

会長は、被災ブロックの幹事館園に依頼し、現

地対策本部を設置する。なお、当該館園に事故あ
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るときは、幹事補佐館園がその任を務めるものと

する。また、当該ブロック全域が被災し、その幹

事館固または幹事補佐館園が務めを果たせない場

合には、近隣ブロックの幹事館園に現地対策本部

を設置するものとする。

救済要員等に対する救済計画の説明

証 要員、機材などの受入

出 現場作業の指示

iv 総合対策本部他との連絡調整

(4) 二次救済(資料の修復保管等)

本活動における二次救済では、被災した資料、

または被災する恐れのある資料の保管や修復を行

うものとする。

①総合対策本部の業務

救済計画の策定

n 要員及び機材などの手配

温 現地対策本部への指示と支援

iv 自治体、外部団体等との連絡調整

②現地対策本部の業務

救済要員等に対する救済計画の説明

益 要員、機材などの受入

出 現場作業の指示

iv 総合対策本部他との連絡調整

(5 )救済完了

総合対策本部及び現地対策本部を解散する場合

には、以下の条件を満たすこととする。また、両

本部の解散をもって、本要綱に基づく救済は完了

とする。

①総合対策本部が現地対策本部から作業等の完了

の報告をうけ、了承すること

②事業完了について、関係する外部組織・団体等

協会記事

に報告、周知すること

5 平時の活動

(1)平時においては、次の活動を着実に行うこ

ととする。

①連絡網の作成とその年次更新

②加盟館園基礎データ収集のための隔年アンケ

ートの実施

③防災訓練

④災害対策に資する研修会

⑤その他本活動に資する事業

(2 )本活動の企画並びに実施は、部会が行うこ

ととする。

6 経費

本活動に要する経費は、神奈川県博物館協会総

合防災計画(平成 28 年 4 月 28 日策定・施行) 3 

に定める財源により賄うものとする。

7 庶務

本救済活動に関する庶務は、事務局において処

理するものとする。

8 その他

本要綱に定めのない事項については、会長が別

に定めるところによるものとする。

付則

本要綱は、平成 28 年 4 月 28 日から施行する。
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i 被害連絡票 l
神奈川県博物館協会事務局 FAX: 045-201-7364 

Ma i I : kanal!悶awa-k
本票による報告をもとに、総合対策本部・現地対策本部の設置、及び救済計画などが立案されます。以下の事項のすべて
が埋まらなくとも、適宜、迅速にブロック幹事館または協会事務局まで報告してください。

被災館園名称

救援要請

災害の種別

資料被災状況

発生日時

.※広域災害に伴う、複数の館園の被害を把握されている場合、第一報としては、館園
名を列記してください。第二報以後、被災館園それぞれの情報が把握できた場合は、
各館園について個別に連絡票を作成してください。

要

不要

地震

資料救済についての応援を要請します。

資料救済についての応援は必要ありません。
※上記のいずれかにO印をつけてください。判断がつきかねる場合、特記
事項にその旨、記載してください

火災 津波浸水 土砂崩れ その他〔
※該当する災害種別にO印をつけてください(複数回答可)。

水損損壊焼損調査中 その他〔 被害無

※該当する状況にO印をつけてください(複数回答可)。

月 日 時 分
」園田 I 

その他特記事項
※上記に含まれない情報その他、被害館園名の追加、被害館園の所属職員等の被害状況、被害館圏の建造物
等の被害状況、また周辺の被害、交通・通信状況などお知らせください。

報告者
所属・氏名

TEL: FAX: 
連絡先 E-mail : 

※連絡者が、連絡のとれるところをご記入ください。

報告日時
月 日 時 分

報告回数 第一報 続報〔第 回〕
※第一報の場合は、そちらにO印をつけてください。続報以後の場合は、そちらにO

」ー
印をつけ、何回目かを記入してください。



資料4

神奈川県博物館協会事務局 FAX: 045-201-7364 被害連絡票 l
Ma i I : kanae:awa-kenoakukvo@do I oh i n. oon. ne. i 0 

本票による報告をもとに、総合対策本部・現地対策本部の設置、及び救済計画などが立案されます。以下の事項のすべて
が埋まらなくとも、適宜、迅速にブロック幹事館または協会事務局まで報告してください。

県西ブロック

記載事例

小田原市郷土文化館

小田原市尊徳記念館

小田原城

神奈川県立生命の星・地球博物館

彫刻の森美術館

箱根ジオミュージアム

箱根写真美術館

箱根神社宝物殿

箱根町立郷土資料館

箱根町立箱根湿生花園

箱根町立森のふれあい館

箱根美術館

報徳博物館

真鶴町立中川一政美術館

真鶴町立遠藤貝類博物館

町立湯河原美術館

報告者
TEL: 

連絡先 E-mail : 

救援要請
災害の種別

要/地震倒壊

連絡通信状況

学芸員O氏より電話連絡
(口月日日 O時)

, 

」一

FAX: 

※連絡者が、連絡のとれるところをご記入ください。

月 日 時
報告白時 第一報 続報〔第

特記事項

展示室収蔵庫内ともに文化財破損あ
りは。不人明的。被害は無し。それ以外の詳細

分
回〕

報告回数 ※第一報の場合は、そちらにO印をつけてください。続報以後の場合は、そちらにO印
をつけ、何回目かを記入してください。

その他 特記事項
※上記に含まれない情報その他、被害館園名の追加、被害館園の所属職員等の被害状況、被害館園の建造物
等の被害状況、また周辺の被害、交通・通信状況などお知らせください。
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資料5

(案)

(災害レスキュー関係様式 1 一次救済用)

年 月 日

様

齢
回

館
男
物
和
博
井
県
薄

奈
長
神
会

貴館園所属職員の派遣について(依頼)

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。

さて、平成 年 月 日に発災した により、下記の当協会加盟

館園が被災しました。このことにより、当協会では神奈川県博物館協会総合防災計画に則り、総

合対策本部を立ち上げ、レスキュー活動を行うこととしました。

つきましては、同館園の被害情報把握を主とする博物館資料レスキューにつきまして、下記の

貴館園職員の派遣をお願い申し上げます。なお、ご承諾いただける場合は、別紙派遣承諾書にて

ご回答賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1.派遣を依頼する者

2. 派遣先

3. 派遣期間

平成 年 月 日)~平成 年 月 日(

4. 条件

(1)宿泊費・交通費については、協会より実費支給いたします。

(2 )レスキューにかかる物資等は、可能な範囲内で協会より提供いたします。

(3 )活動中の事故等による病傷等については、当協会で責任を負うことはできません。

以上

※本件は、平成 28 年 4 月開催の神奈川県博物館協会総会において了承されました「神奈川県博物館協

会災害時相互救済活動要綱」のうち、 14 救済活動」に基づくものです。
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資料6

(災害レスキュー関係様式 2 一次救済用)

神奈川県博物館協会

会長薄井和男

(案)

館園名称

代表職・氏名

職員の派遣の承諾について

年 月 日

固

平成 年 月 日付で神奈川県博物館協会会長より依頼のありました下記職員の

派遣について、次のとおり 4 の条件を付して承諾いたします。

1.派遣する者

2. 派遣先

3. 派遣期間

平成 年 月 日)~平成 年

4. その他派遣にあたっての条件

宿泊費・交通費については、協会より実費支給を受けます。

またレスキューにかかる物資等は、協会の提供を受けます。

月 日(

事故等による病傷等については、当館園の定めるところにより対応します。
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資料7

(案)

名称:神奈川県博物館協会博物館資料レスキュー対応マニュアル

本マニュアルは、神奈川県博物館協会災害時相

互救済活動要綱(平成 28 年 4 月策定)の 14 救

済活動( 3 )一次救済」に基づき、諸活動を行う

ためのものである。

【本部事務]

一 総合対策本部・現地対策本部(以下、本部等)

は、被災館固からの救済の依頼をうけた場合、速

やかに加盟館園職員にレスキュー活動の協力を呼

ひ、かけること。

一 本部等はレスキュー活動へ派遣する要員の選

定にあたり、可能な限り、被災館闘の館種や被災

の内容をふまえ、有用な者を選び、派遣すること。

一 本部等はレスキュー活動へ派遣する要員に対

して、必要な物資を提供すること。

一 本部等はレスキュー活動を実施するにあたり、

関係機関等に報告すること。

【一般的注意]

ー レスキュー活動を実施する事前に、被災館園

の長または責任者と十分協議すること。

ー レスキュー活動を実施する際、被災館園の長

または責任者の指示に従うこと。または、協議の

上行動すること。

ー レスキュー活動を実施する際、被災館園職員

が同行できない場合、事前の協議に基づき行動す

ること。判断が難しい場合は、必ず本部等に連絡

し、指示を仰ぐこと。

一 人命を最優先する一方で、みだりに危険な箇

所等に近づくことのないよう、複数名で判断し行

動すること。

一被災館園でのレスキュー活動は、必ず複数名

で実施し、リーダーを決めること。

ー レスキュー活動の進捗状況は、定時と逐次、

本部等に報告すること。

ー レスキュー活動は、緊急を要する場合を除き、

原則、日中に実施すること。

[資料等の移動等に関すること]

ー レスキュー活動を具体的に依頼された場合に

限り、段損資料等の移動等を許可する。

一 被災館園からの具体的な指示がなく、緊急を

要すると判断された場合で、あっても、資料等の移

78 

動を実施することは推奨しない。必ず本部等に連

絡し、判断を仰ぐこと。

ー レスキュー活動を実施する場合、のちの復旧

等に資するため、堅金援の状況等を詳細に把握し、

分断等された部位等をまとめて保管ならびに移動

すること。

[活動の開始]

ー レスキュー活動開始にあたり、リーダーは本

部等に報告すること。

ー レスキュー活動の開始にあたり、派遣要員は

必ず本マニュアルを確認し、確認した旨、本部等

に報告すること。

ー レスキュー活動を開始するにあたり、神奈川

県博物館協会による博物館資料レスキュー活動を

明示する書面等を掲出すること。

[活動時]

一 派遣される要員は、必ず派遣された旨を示す

書面を携帯し、必要な場合は関係者等に示すこと

ができるようにすること。

一 被害状況は必ず複数名で把握すること。

一 被害状況の把握については、具体的に被災館

園の見取り図等を用いて記入に努めること。あわ

せて、被災館園の所蔵品目録等を用いて、被災資

料並びに点数を具体的に把握すること。

一 搬出にあたっては、搬出前の状況等を調書に

とり、あわせてカメラ等で必ず記録すること。

[活動の完了 1

ー レスキュー活動が完了し離脱する際には、後

日の活動を実施する可能性も考慮し、資料等の移

動を禁止する旨を示す書面を必ず掲出すること。

ー レスキュー活動を完了し現場から離脱する際、

本部等に報告すること。



資料8

日

F
以
一
名

J
二
氏
日
一
者

施
一
加

実
一

(記入例) 館圏内の状況について、①建築設備等の殻損状況、②資料等の設損状況について、
具体的に記入してください。
カメラ等で撮影した場合には、撮影した方向を矢印等で記入してください。
設損等の状況は、下記の番号を活用し、記入することを推奨します。

建築設備イ=壁面等の損壊 ロ=展示・飼育ケース等の倒壊 ハ=事務什器類の倒壊 二=その他
資料等 1=転倒落下等による設損 2=水損 3=焼損 4=その他

A=軽微な按損 B=重度な殻損 c=その他

L、。

図示箇所=全体・ 階・(スペース名称
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協 A一
品

コ
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平成27年度事業報告

1 会議

(1)総会

日時平成27年4月 17 日(金) 13時30分~14時30分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成27年度役員の交替について

イ 平成26年度事業及び決算・監査について

ウ 平成27年度事業計画及び予算(案)について

エ 神奈川県博物館協会の会費改定案について

オその他

報告事項ア 平成26年度の入退会の館園について

イその他

表彰平成27年度神奈川県博物館協会表彰

(2) 役員会

第1回

日時平成27年4月 17 日(金)11時~12時30分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成27年度役員の交替について

イ 平成26年度事業及び決算・監査について

ウ 平成27年度事業計画及び予算(案)について

エ平成27年度神奈川県博物館協会表彰候補者に

ついて

オ神奈川県博物館協会会費改定検討委員会の検

討結果について

カその他

報告事項ア 平成26年度の入退会の館園について

イその他

第2回

日時平成27年12月 4日(金) 14時00分~16時00分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題

報告事項ア 平成27年度新入退会の舘園について

イ 平成27年度事業実施状況ついて

ウその他

第3回

日時平成28年3月4日(金) 14時00分~16時00分

会場神奈川県立歴史博物館講堂

議題ア平成28年度事業計画及び予算(案)について

イ 平成28年度神奈川県博物館協会表彰候補者に

ついて

ウ 神奈川県博物館協会総合防災計画について

エその他

報告事項ア 平成27年度事業実施状況について

イその他

(3) 合同部会

第1回

日時平成27年5月 15 日(金)

会場神奈川県立歴史博物館応接室

議題ア平成27年度部会幹事の交替について

イ 平成27年度事業の実施状況について

(ア) 神奈川県博物館協会会報第86号の編集委

員について

(イ) 普及事業について

(ウ) 協会ホームページ更新事業について

ウ 平成27年度研修計画について

(ア) 第2回研修会について

(イ) 第3回以降の研修会について

エ県博協60周年記念事業について

オ 平成27年度東海地区博物館連絡協議会、日本

博物館協会東海支部総会について

カその他

第2回

日時平成27年6月 18 日(金)

会場横浜市立野毛山動物園「ひだまり広場」

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 神奈川県博物館協会会報第86号の編集委

員について

(イ) 普及事業について

(ウ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

エ 平成27年度東海地区博物館連絡協議会、日本

博物館協会東海支部総会について

オその他

第3回

日時平成27年9月 10 日(木)

会場川崎市市民ミュージアム3階会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

オその他

第4回

日時平成27年11 月 6 日(金)

会場神奈川県立歴史博物館応接室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

(ア) 災害対策部会について

・神奈川県博物館協会総合防災計画策定に係

る防災訓練の実施について

エその他

第5回

日時平成28年1 月 15 日(金)

場所神奈川県立歴史博物館会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

(ア) 普及事業について

(イ) 協会ホームページ更新事業について

イ 平成27年度研修計画について

ウ 神奈川県博物館協会60周年記念事業について

エその他

第6回

日時平成28年3月 4日(金)

場所神奈川県立歴史博物館会議室

議題ア平成27年度事業の実施状況について

イ 平成28年度事業の実施計画(案)について
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2 研修

ウ 平成28年度東海地区博物館連絡協議会理事会・

総会 日本博物館協会東海支部総会等につい

て「開催県岐阜県J

エ 神奈川県博物館協会総合防災計画について

オ 神奈川県博物館協会ホームページについて

カ 平成28年度部会幹事について

オその他

(1)部会主催研修会

第1回

日時平成27年4月 17 日(金)

会 場神奈川県立歴史博物館エースのドームと横浜3塔

内容横浜3塔と県歴博エースのドーム等の施設見学

講師神奈川県立歴史博物館主任学芸員丹治雄一氏

担当部会 3部会合同

参加者 37名

第2回

日時平成27年6月 18 日(木)

会場横浜市立野毛山動物園

内容施設見学

「地域の愛される動物園~入園者数V字回復のヒミ

ツを探る-J

講師横浜市立野毛山動物園園長鈴木浩氏

担当部会自然科学部会

参加者 29名

第3回

日時平成27年9月 10 日(金)

会場川崎市市民ミュージアム

内容講演「↑専物館における被災後の救援活動についてJ

と施設見学

講師東京工業大学博物館阿児雄之氏

同大学学生支援センター山田恵美子氏

担当部会機能研究部会

参加者 27名

第4回

日時平成27年10月 28 日(水)

会場長谷寺観音ミュージアム・遊行寺宝物館

内 容 「リニューアルオープンを迎えた加盟2館の試みJ

講演会・施設見学

災害時文化財レスキューを考える

一神奈川県博物館協会総合防災計画策定に向けてー

講師長谷寺観音ミュージアム学芸員三浦浩樹氏

遊行寺宝物館館長遠山元浩氏

担当部会人文科学部会

参加者 27名

第5回

日時平成27年12月 9 日(木)

会場横須賀市自然・人文博物館

内容防災訓練情報伝達訓練三浦地域を事例としな

がら

・横須賀市自然・人文博物館 特別展見学と施設

見学

-図上訓練~三浦地域西部への津波被害を想定し

て~
-講演横須賀市の自然災害対策について

横須賀市市民安全部危機管路課長

鈴木宏史氏

担当部会防災ワーキンググループ

参加者 29名
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第6回

日時平成28年2月 20 日(土)

会場小田原市民会館

内容知っておきたい博物館の話

協会記事

[博物館と観光一地域の魅力を活かして-J

講演とフリートーク

担当部会 3部会合同

参加者 109名

3 普及事業

(1) f神奈川県博物館協会会報J の発行

第87号平成28年3月発行済 1 ，400部

(2) 加盟館闘職員名簿

平成27年12月発行済 350部

(3) リーフレット「かながわのミユージアム2015J

平成27年10月発行済 26， 800枚

4 県博物館協会ホームページの更新事業

加盟館園の個別情報等を更新

5 表彰事業

(1)神奈川県博物館協会表彰

功労者3名永年勤続2名計5名を4月 17 日に表彰

ア功労者表彰

・相模原市立博物館
.かわさき宙と緑の科学館

.横浜美術館

イ 永年表彰

-横浜市立野毛山動物園

-神奈川県立7ラトセンター大船植物園

(2) 日本博物館協会顕彰

菊地原恒市様

園司員様

操和憲様

桐生大輪様

鎮野大輔様

神奈川県博物館協会より顕彰者3名 11月 18 日 -20 日に開

催された全国博物館大会(広島県呉市)にて表彰

-神奈川県立歴史博物館 嶋村元宏様

・神奈川県立神奈川近代文学館 古川左映子様

・神奈川県立生命の星・地球博物館 新井田秀一様

6 日本博物館協会事業への協力

(1)第63回全国博物館大会への参加

期日平成27年11 月 18 日(水) -19 日(木)

会場広島県呉市(呉阪急ホテル)

出席者神奈川県博物館協会竹内事務局長

(2) (国際博物館の日)事業の周知

2015年テーマ[一持続する社会と博物館-J

7 平成27年度東海地区博物館連絡協議会・日本博物館協会

東海支部(理事会・総会)

日時平成27年7月 2 日(木)-3 日(金)

会場新江ノ島水族館

出席者 7月 2 日(木) 理事会18名・総会58名・情報交換会

7月 3 日(金) 見学研修会 (2コース)

人文コース(江の島めぐり)

自然コース(箱根ジオパークと博物館)

参加人員33名



神奈川県博物館協会会報第88号

平成27年度収入支出決算書

総収入額 2，493 ， 571 円

総支出額 2 ， 108，483円

差引残額 385 ， 088円(翌年度繰越金)

収入の部 (単位:円)

科目
予算額 収入済額 増減額

摘 要
(A) (B) (B-A) 

l 会 費 2,399 ,000 2,434,000 35 ,000 94館圏分

2 雑収入 251 222 ム29 預金利子

3 繰越金 59,349 59,349 。 平成26年度からの繰越

ぷ口当、 計 2,458,600 2,493 ,571 34,971 

支出の部 (単位:円)

科 目
予算額 支出済額 残額

摘 要
(A) (B) (A-B) 

1 事務局費 583 ,600 403 ,412 180,188 

(1) 旅 費 120,000 75 ,240 44,760 全国博物館大会参加旅費ほか
ーーーーーーーー自国ー由国ーーーー咽. ー圃ーーーーーーーー圃・・・ーーーーー ーーーー咽ーーーーーーーー司ーー圃』 ーーーーーーーー固圃ーーー咽胃.園田 ーー・，帽同帽曹酬ーー・・・・ーーーー曹司明田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーー田町田ー--ーーーー

(2) 通信費 294,000 294,824 ム 824 刊行物送付事務連絡ほか
ーーーーーーーー岨ーーーーーーーーーー ーー圃岨歯固唱匝ー帽圃--晶画ーー開園 ー・・ーー冒ー田'ーーー由ー曹司『帽ー 由圃ーー司司回開開園帽幽ーーー戸田咽 ーーー明司咽ーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃由ーーー--甲田ーーーー

(3) 印 帰リ 169 ,600 33 ,348 136,252 封筒印刷代

消耗品費 事務用消耗品

2 会議費 104,000 81 ,638 22 ,362 役員会

部会等

大会参加費等

3 事業費 1,416 ,000 1,268 ,433 147 ,567 

(1) 研修費 241 ,000 200 ,670 40 ,330 講師謝礼

会場使用料ほか
ーーーーー司軍ーーーーーーーーーーー薗 ーーーーー・・・歯固ーーーーー曹司--岨 ー自由ーーーーー幽ーー----ーーー ーーー・--咽咽m・ーーーーーーーーー田 ー・・ーーーーー-回開・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃由ーーーーーーーーーーーーーーー・ー-----司帽曹司ーー同

(2) 普及費 1,123 ,000 1,034,026 88 ,974 神奈川県博物館協会会報第87号

加盟館園職員名簿

かながわミュージアムマップ2015

ホームページ経費
ーーーー甲開ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーー皿ーーーーーーーーーーー ーーーー・・圃岨・・ーーーー帽ーー・圃 ーーーーー『咽同骨ー園陸ーーーーー田 ーーーーーー--司開ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー晶画ー曲ーーーー陣骨ー'ーーー圃圃ーーーー--園田・ーー司

(3) 表彰費 52,000 33,737 18 ,263 表彰状筆耕料・記念品代ほか

4 負担金 55,000 55 ,000 。 東海地区博物館連絡協議会

神奈川県自然保護協会

神奈川県観光協会

5 積立金 300 ,000 300 ,000 。 60周年記念事業積立金

-@j 計 2,458,600 2,108,483 350,117 
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平成27年度「神奈川県博物館協会60周年記念事業J 収入支出決算書

収入の部

科目
予算額

(A) 

l 過年度積立金 2,606 ,249 

繰入収入

2 積立金繰入収入 300 ,000 

3 雑収入 。

ぷ口込 計 2,906 ,249 

支出の部

科 目
予算額

(A) 

1 記念誌刊行費 2,000 ,000 

2 繰越金 906 ,249 

f� 計 2,906 ,249 

収入済額

'(B) 

総収入額 2 ，906 .461 円

総支出額 2 ，000 ，864円

差引残額 905， 597円

増減額
(B-A) 

2,606 ,249 。 18年度積立金

19年度積立金

20年度積立金

21年度積立金

22年度積立金

23年度積立金

24年度積立金

25年度積立金

26年度積立金

摘

26年度までの預金利子

300,000 。 27年度積立金

212 212 預金利子

2,906.461 212 

支出済額 増減額
摘

(B) (A-B) 

2,000 ,864 ム 864

906 ,249 

2,000 ,864 905 ,385 

83-

要

要

協会記事

(単位:円)

/ 

300,000 

300,000 

200 ,000 

300 ,000 

300,000 

300 ,000 

300 ,000 

300 ,000 

300,000 

6,249 

(単位:円)



神奈川県博物館協会会報第88号

平成27年度神奈川県博物館協会役員名簿

会長

副会長

" 

" 

理事

" 

" 

" 

" 

" 

神奈川県立歴史博物館長

薄井和男

横浜開港資料館長

上山和雄

(株)新江ノ島水族館長

堀 由紀子

(株)京急油壷マリンパーク館長

樺津 洋

神奈川県立金沢文庫長

永村 員

(公財)三渓園保勝会三渓園長

加藤祐三

シルク博物館長

坂本英介

横浜市立野毛山動物園長

鈴木 浩

横浜美術館経営管理グループ長

高橋三男

川崎市市民ミュージアム館長

津村正彦

n 神奈川県立フラワーセンタ一大船植物園長

山元恭介

理事 (公社)観音崎自然博物館長

石鍋害寛

H 鶴岡八幡宮宝物殿館長

吉田茂穂

H 平塚市博物館長

津村泰彦

" 神奈川県立生命の星・地球博物館長

平田大二

" 箱根町立郷土資料館長

鈴木康弘

H 箱根美術館長

内田篤呉

" 相模原市立博物館長

佐藤正五

監事 かわさき宙と緑の科学館長

島閏秀雄

" 鎌倉国宝館

鈴木良明

n 大磯町郷土資料館長

園見 徹

平成28年度神奈川県博物館協会役員名簿

会長

副会長

" 

" 

理事

" 

" 

" 

" 

" 

神奈川県立歴史博物館長

薄井和男

横浜開港資料館長

上山和雄

(株)新江ノ島水族館長

堀 由紀子

(株)京急油壷マリンパーク館長

樺津 洋

神奈川県立金沢文庫長

永村 員

(公財)三渓園保勝会三渓園長

加藤祐三

シルク博物館長

坂本英介

横浜市立野毛山動物園長

鈴木 浩

横浜美術館経営管理グループ長

高橋三男

川崎市市民ミュージアム館長

高田智幸

H 神奈川県立フラワーセンター大船植物園長

山元恭介

理事

" 

" 

" 

" 

" 

" 

監事

" 

" 

-84一

(公社)観音崎自然博物館長

石鍋薄寛

鶴岡八幡宮宝物殿館長

吉田茂穂

平塚市博物館長

津村泰彦

神奈川県立生命の星・地球博物館長

平田大二

箱根町立郷土資料館長

鈴木康弘

箱根美術館長

内田篤呉

相模原市立博物館長

佐藤正五

かわさき宙と緑の科学館長

島田秀雄

鎌倉国宝館

鈴木良明

大磯町郷土資料館長

園見 徹



協会記事

平成27年度神奈川県博物館協会部会幹事・事務局名簿

人文科学部会長 遊行寺宝物館

遠山元浩

人文科学部会幹事 小田原市郷土文化館

大貫みあき

11 神奈川県立歴史博物館

小井川 理

11 平塚市博物館

早田旅人

11 横浜市歴史博物館

橋口 豊

自然科学部会長 真鶴町立遠藤貝類博物館

山本真土

自然科学部会幹事 新江ノ島水族館

大内 豊

11 横須賀市自然・人文博物館

内松俊樹

11 神奈川県立生命の星・地球博物館

田中徳久

H 横浜市立野毛山動物園

藤岡隆二

機能研究部会長 川崎市市民ミュージアム

林司

機能研究部会幹事 馬の博物館

伊丹徳行

11 横浜開港資料館

伊藤泉美

11 日本新聞博物館

赤木孝次

11 相模原市立博物館

木村弘樹

60周年記念事業 神奈川県立歴史博物館
災害対策部会担当幹事角田拓朗

「神奈川県博物館協会会報j 第87号編集委員会(平成27年度)

委員長 横須賀市自然・人文博物館

内総俊樹

委員 神奈川県立歴史博物館

小井川 理

11 横浜市立野毛山動物園

藤岡隆二

11 日本新聞博物館

赤木孝次

「神奈川県博物館協会60周年記念事業災害対策部会ワーキング

グループ」

神奈川県立歴史博物館

角田拓朗

真鶴町立遠藤貝類博物館

山本真土

新江ノ島水族館

大内 豊

相模原市立博物館

木村弘樹

「神奈川県博物館協会60周年記念事業記念誌部会ワーキンググ

ループ」

小田原市郷土文化館

大貫みあき

平塚市博物館

早田旅人

神奈川県立生命の星・地球博物館

田中徳久

横浜開港資料館

伊藤泉美

「神奈川県博物館協会ホームページ委員会J

遊行寺宝物館

遠山元浩

横浜市歴史博物館

橋口 豊

馬の博物館

伊丹徳行

事務局

事務局長 神奈川県立歴史博物館副館長

竹内慶一

事務局次長 神奈川県立歴史博物館学芸部長

寺寄弘康

事務局員(会計) 神奈川県立歴史博物館副主幹

樋渡 功

11 神奈川県立歴史博物館副主幹

佐藤好枝(平成27年6月~)

11 神奈川県立歴史博物館専門員(事務)

小堀信夫
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平成28年度神奈川県博物館協会部会幹事・事務局名簿

人文科学部会長 遊行寺宝物館

遠山元浩

人文科学部会幹事 小田原市郷土文化館

大貫みあき

H 神奈川県立歴史博物館

小井川! 理

H 平塚市博物館

早田旅人

H 横浜市歴史博物館

橋口 豊

自然科学部会長 真鶴町立遠藤貝類博物館

山本真土

自然科学部会幹事 新江ノ島水族館

大内 豊

fI 横須賀市自然・人文博物館

内松俊樹

n 神奈川県立生命の星・地球博物館

田口公則

H 横浜市立野毛山動物園

藤岡隆二

機能研究部会長 川崎市市民ミュージアム

林司

機能研究部会幹事 馬の博物館

伊丹徳行

fI 横浜開港資料館

伊藤泉美

fI 日本新聞博物館

赤木孝次

N 相模原市立博物館

木村弘樹

60周年記念事業 神奈川県立歴史博物館
災害対策部会担当幹事角田拓朗

「神奈川県博物館協会会報j 第88号編集委員会(平成28年度)

委員長 横浜市立野毛山動物園

藤岡隆二

委員 神奈川県立歴史博物館

小井川 理

" 横須賀市自然・人文博物館

内松俊樹

H 神奈川県立生命の星・地球博物館

田口公則

H 日本新聞博物館

赤木孝次

「神奈川県博物館協会総合防災計画推進委員会」

委員長 神奈川県立歴史博物館

角田拓朗

委員 真鶴町立遠藤員類博物館

山本真土

H 平塚市博物館

早田旅人

n 横須賀市自然・人文博物館

内般俊樹

N 県立生命の星・地球博物館

fI 

fI 

田口公則

川崎市市民ミュージアム

林司

相模原市立博物館

木村弘樹

「神奈川県博物館協会ミュージアムマップ委員会」

委員長 横浜開港資料館

伊藤泉美

委員 小田原市郷土文化館

大貫みあき

H 平塚市博物館

早田旅人

" 新江ノ島水族館
大内 豊

fI 川崎市市民ミュージアム

林司

f神奈川県博物館協会ホームページ委員会J

委員長 遊行寺宝物館

遠山元浩

委員 横浜市歴史博物館

橋口 豊

fI 真鶴町立遠藤貝類博物館

山本真土

fI 馬の博物館

伊丹徳行

事務局

事務局長 神奈川県立歴史博物館副館長

竹内慶一

事務局次長 神奈川県立歴史博物館学芸部長

寺寄弘康

事務局員(会計) 神奈川県立歴史博物館副主幹

佐藤好枝

fI 神奈川県立歴史博物館専門員(事務)

小堀信夫

-86一



協会記事

神奈川県博物館協会会則

議決昭和30年11 月 20 日 最終改正平成15年 4月 25 日

(名称役員)

第1 条本会は、神奈川県博物館協会と称する。 第10条本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(事務所 (2) 副会長 3名

第 2 条 本会は、事務所を横浜市中区南仲通5の60番地、神 (3) 理事 25名以内(会長、副会長を含む。)

奈川県立歴史博物館内に置く。 (4) 監事 3名

(目的役員の選任)

第3条本会は、博物館相互の連携をはかり、博物館活動の 第11条理事及び監事は、総会において選任する。

振興に努め、もって、学術文化の進展に寄与することを目 2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

的とする。

(事業)

第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行

つ。

(1)博物館相互の連絡と提携

(2) 博物館事業に関する調査研究

(3) 研究会、研修会等の開催

(4) 機関紙の発行、研究成果の発表

(5) 資料の交換・貸借のあっせん及び共同事業の企画・促

進

(6) その他目的達成に必要な事業

(会員)

第 5 条 本会の会員は、神奈川県内にある博物館及びこれに

準ずる施設とする。ただし、個人であっても本会の運営に

貢献度の高い者は、役員会の議を経て特別会員とすること

ができる。

(会費)

第 6 条会員は、総会において別に定めるところにより、会

費を負担しなければならない。

(入会)

第 7 条 本会に入会しようとするときは、入会申込書を会長

に提出しなければならない。

2 会長は、関係書類を審査の上これを専決し、直近の役員会

に報告するものとする。

(退会)

第 8 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に

届け出なければならない。

(会員資格の消滅)

第 9 条 会員が2年継続して会費を負担しなかったときは、会

員資格が消滅するものとする。

(役員の職務)

第12条会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その

職務を代理する。

3 副会長の事務分掌については、会長が別に定める。

4 理事は、会務の執行にあたる。

5 監事は、会務及び会計を監査する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会の開催)

第14条 総会は、会長が招集し、年1回以上開催するものと

し、そのうち l回は、年度の初めとする。

(総会の定足数)

第15条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立す

る。ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。

(総会の議事)

第16条 総会は、会長が議長となり、この規約に別に定めが

あるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画に関するとと。

(2) 予算及び決算の承認に関すること。

(3) 会則の改廃に関すること。

(4) 会費の額の決定に関すること。

(5) その他会長が必要と認めた事項

2 議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の開催)

第17条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
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(役員会の定足数)

第四条 役員会は、理事の過半数以上の出席をもって成立す

る。ただし、委任状の提出があれば出席とみなす。

(役員会の議事)

第四条 役員会は、会長が議長となり、この規約に別に定め

るもののほか、次の事項について議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2) 総会に付議すべき事項

(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関す

る事項

2 議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第20条 本会の業務を円滑に推進するため、会員により構成

する次の部会を置く。

(1)自然科学部会

(2) 人文科学部会

(3) 機能研究部会

2 各部会には、部会員の互選により、部会長1名及び幹事若

干名を置く。

3 部会長及び幹事は、部会を運営する。

4 部会長は、役員会に出席し、部会の運営状況について報告

するとともに、意見を述べることができる。

5 部会長及び幹事の任期は、役員の任期に準ずる。

6 部会に必要な事項は、会長が役員会の議を経て別に定め

る。

(名誉会長・顧問・参与)

第21条本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができ

る。

2 名誉会長は、総会において推挙し、顧問及び参与は、役員

会の推薦により会長が委嘱する。

3 名誉会長は、本会の運営について助言し、顧問及び参与

は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べるこ

とができる。

(経費)

第22条本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入を

もって充てる。

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月 1 日に始まり翌年3月 31

日に終わる。

(事務局)

第24条本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員

若干名を置く。

3 事務局長、事務局次長及び事務局員は、会長が任免する。

(委任)

第25条 本会の運営に関し、この会則に定めのない事項につ

いては、役員会の議を経て、会長が別に定める。

付則

本会則は、平成15年4月 25 日から施行する。

-88一



協会記事

神奈川県博物館協会加盟館園名簿(五十音順)
(平成29年3月 1 日現在)

(事務局) 231-0006 横浜市中区南仲通5-60 神奈川県立歴史博物館内

TEL045-201-0926 FAX045-201-7364 

館園名

愛 JII 町 郷 土 資 料 館

厚 木 市 郷 土 資 車ヰ 館

岩崎博物館(ゲーテ座記念)

馬 の 博 物 館

ANTIQUE MUSEUM 江戸民具街道

江 島 神 社 奉 安 殿

海 老 名 市郷土資料館

海 老 名 市 1量 故 官官

大 磯 町 郷 土 資 料 館

大 {弗 次 自日 言己 4ベ与ミA、 査官

田 原市郷土文化館

田 原市 尊徳記念館

回 原 城

海外移住資料館

神奈川県立神奈川近代文学館

神奈川県立金沢文庫

神奈川県立近代美術館

神奈川県立公文書館

神奈川県立生命の星・地球博物館

神奈川県立地球市民かながわプラザ

(あーすぷらざ)

神奈川県立フラワーセンタ一大船植物園

神奈川県立歴史博物館

鎌倉宮宝物殿

干 所在地

243-0307 愛甲郡愛川町半原5287

http://www.town.aikawa.kanagawa.jp 

243-0003 厚木市寿町3-15-26

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp 

231-0862 横浜市中区山手町254

http://www.iwasaki.ac.jp/museum/ 

231-0853 横浜市中区根岸台1-3

http://www.bajibunka.jrao.ne.jp 

259-0142 足柄上郡中井町久所418

http://edomingu.com/ 

251-0036 藤沢市江の島2-3-8

http://www.enoshimajinja.or.jp/gosaijin 

234-0405 海老名市国分南1-6-36

電話番号

046-280-1050 

046-225-2515 

045-623-2111 

045-662-7581 

0465-81-5339 

0466-22-4020 

046-233-4028 

http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1309134389326/ 

255-0005 中郡大磯町西小磯446-1

http://www.town.oiso.kanagawa.jp/oisomuseum/index.html 

231-0862 横浜市中区山手町113

http://osaragi.yafjp.orgl 

250-0014 小田原市城内7-8

0463-61-4700 

045-622-5002 

0465-23-1377 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/pu blic-i/facilities/kyodo/ 

250-0852 小田原市栢山2065-1 0465-36-2381 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/pu blic-i/facilitiesl sontokul 

250-0014 小田原市城内6-1 0465-23-1373 

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/ oda waracastle/ 

231-0001 横浜市中区新港2-3-1

http://www.jomm.jp/ 

231-0862 横浜市中区山手町110

http://www.kanabun.or.jp 

236-0015 横浜市金沢区金沢町142

045-663-3257 

045-622-6666 

045-701-9069 

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm 

240-0111 三浦郡葉山町一色2208-1 (葉山)

248-0005 鎌倉市雪ノ下2-8-1 (鎌倉別館)

http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 

241-0815 横浜市旭区中尾1-6-1

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f1 0401 

250-0031 小田原市入生田499

h比1式ttゆp:ゴ//nh.k王anagawa-mus託eum.品/

247-0007 横浜市栄区小菅ヶ谷1-2-1

http://www.earthplaza.jp 

247-0072 鎌倉市岡本1018

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f598/ 

231-0006 横浜市中区南仲通5-60

http://ch.kanaga wa-museum.jpl 

248-0002 鎌倉市二階堂154

89 

046-875-2800 

0467 -22-5000 

045-364-4456 

0465-21-1515 

045-896-2121 

0467-46-2188 

045-201-0926 

0467-22-0318 
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館園名 T 所在地 電話番号

鎌 倉 国 宝 0467-22-0753 

川崎砂子の里資料館

川崎市岡本太郎美術館

川崎市市民ミュージアム

l
 

l
 

j
 
崎市平和館

かわさき宙(そら)と緑の科学館

川崎市立日本民家園

観音崎自然博物館

観音ミュージアム

鎌倉・吉兆庵美術館

記 念 艦

熊野郷土博物館

京急油壷マリンパーク

相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら

相模原市立博物館

渓

之 宮 郷 土 博 物 館

松 蔭 大 学 資 料 館

女子美アートミュージアム

ン lレ ク 博 物 館

新 江 ノ 島 水 族 館

逗 子 市 郷 土 資 料 館

創価学会戸田平和記念館

そ
、... 

つ 美 術 館ι-

館

http://www.kamakuraguu.jp 

248-0005 鎌倉市雪ノ下2-1-1

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kokuhoukan/ 

210-0006 }Jf崎市川崎区砂子1-4-10 044-222-0310 

http://kawasaki-isagonosato.jimdo.com/ 

214-0032 川崎市多摩区析形7-1-5 044-900-9898 

http://www品roumuseum.jp

211-0052 川崎市中原区等々力1-2

http://www.kawasaki-museum.jp/ 

211-0021 川崎市中原区木月住吉町33-1

044-754-4500 

044-433-0171 

http://www.city.kawasakiお/shisetsu/category/21-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

214-0032 川崎市多摩区祈形7-1-2 044-922-4731 

http://www.nature-kawasaki.jp/ 

214-0032 川崎市多摩区祈形7-1-1

http://www.nihonminkaen.jp/ 

239-0813 横須賀市鴨居 4-1120

http://kannonzaki -nature-museum.org 

248-0016 鎌倉市長谷3-11-2

http://www.kannon-museum.jp 

248-0006 鎌倉市小町2-9-1

044-922-2181 

046-841-1533 

0467-22-6100 

0467-60-4025 

笠

http://www.kitchoan.co.jp/site/venue/kamakura.html 

238-0003 横須賀市稲岡町82-19 046-822-5225 

http://www.kinenkan-mikasa.or.jp 

222-0002 横浜市港北区師岡町1137

http://www.kumanojinja.or.jp 

238-0225 三浦市三崎町小網代1082

http://www.aburatsubo.c∞o.叫.j

252-心0246 相模原市中央区水郷回名1-る5-1

htt取p広://sゐsagami泡gawa-f如ur陀ea剖i.com/

252-0221 相模原市中央区高根3-1-15

http://sagamiharacitymuseum.jp/ 

231-0824 横浜市中区本牧三之谷58-1

http://www.sankeien.or.jp 

259-1103 伊勢原市三ノ宮1472

http://hibita.jp/museum/ 

045-531-0150 

046-881-6281 

042-762-211 0 

042-750-8030 

国 045-621-0635 

0463-95-3237 

243-0018 厚木市中町4-3-1松蔭大学厚木ステーションキャンパス4階 046-296-1511 

http://www.shoin-u.ac.j 

252-8538 相模原市南区麻溝台1900

http://www.joshibi.ac.jp 

231-0023 横浜市中区山下町1

http://www.silkcenter-kbkk.jp/museum 

251-0035 藤沢市片瀬海岸2-19-1

http://www.enosui.com 

249仏-0∞O∞05 逗子市桜山8-2275 046-87η3-1口74引1 

h耐凶胸1吐批向t枕句t句p:伽11向l向ww附w帆町M川.ci比cit吻i社均ty抗刊m問z瓜.zu凶i店d油刷slぬ副h悩1討i.k刷刷ka蜘蜘蜘a紅飢制na旧a昭g夙awa肌叫a.叫.jp/syokan/syakyou/newbunkazai/kyodo-muse/kyodo-muse.html

042-778-6801 

045-641-0841 

0466-29-9960 

231-0023 横浜市中区山下町7-1

http://www.kanagawa-soka.jp/activity.html 

220-8510 横浜市西区高島2-18-1

http://www.sogo-seib.jp/common/museum/ 

045-640-4500 

045-465-5515 

-90 



館園名

茅 ケ 崎 市 美 術 館

茅 ケ 崎市文化資料館

彫 実リ の 方オ苛ヒ< 美 術 館

鶴 岡 八 幡 宮 宝 物 殿

電車 と パス の 博物館

東 芝 未 来 科 学 館

ニュースパーク(日本新聞博物館)

日本大学生物資源科学部博物館

日 本郵船歴史博物 館

箱 キ艮 写 真 美 術 自白

箱 根 神 社 宝 ヰ均 殿

箱根 町立郷土資料館

箱根町立箱根湿生花園

箱根町立森のふれあい館

事告 根 美 術 豊富

箱根ジオミュージアム

秦野市立桜土手古墳展示館

葉山しおさい博物館

盤古堂考古資料展示室

光と緑の美術館

平塚市博物館

藤沢市生涯学習部郷土歴史課

藤沢市湘南台文化センターこども館

ブリキのおもちゃ博物館

干 所在地

253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1-4-45

http://www.chigasaki同museum.jp/

253-0055 茅ケ崎市中海岸2-2-18

協会記事

電話番号

0467-88-1177 

0467-85-1733 

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/bunkaJekishi/bunkashiryokan/ 

250-0493 足柄下郡箱根町二ノ平1121

http://www.hakone-oam.or.jp/ 

248-8588 鎌倉市雪ノ下2-1-31

http://www.hachimangu.or.jp 

216-0033 川崎市宮前区宮崎2-10-12

http://www.tokyu.co.jp/museum/ 

0460-82-1161 

0467-22-0315 

044-861-6787 

212ω8585 川崎市幸区堀川町72-34 044-549-2200 

スマートコミュニティセンター(ラゾーナ川崎東芝ビル) 2階

http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/ 

231-8311 横浜市中区日本大通 11

http://newspark.jp/newspark/ 

252-0880 藤沢市亀井野1866

045-661-2040 

0466-84-3892 

http://www.brs.nihon-u.ac.jptNUBSmuseum/index.html 

231-0002 横浜市中区海岸通3-9

http://www.nyk.com/rekishi/ 

250-0408 足柄下郡箱根町強羅1300-432

http://www.hmop.com 

250-0522 足柄下郡箱根町元箱根80-1

http://www.hakonejinja.or.jp/ 

250-0311 足柄下郡箱根町湯本266

045-211-1923 

0460-82-2717 

0460-83 > 7123

0460-85-7601 

http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/6.420.14.99.html 

250-0631 足柄下郡箱根町仙石原817

http://www.hakone.or.jp/blog/shissei/ 

250-0521 足柄下郡箱根町箱根381-4

http://www.hakone.or.jp/morifure/ 

250-0408 足柄下郡箱根町強羅1300

http://www.moaart.or.jp/hakone/ 

250-0631 足柄下郡箱根町仙石原1251

http://www.hakone-geomuseum.jp 

259-1304 秦野市堀山下380-3

0460-84-7293 

0460-83-6006 

0460-82-2623 

0460-83-8140 

0463-87 -5542 

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/ 1001 00000454Zfindex比ml

240-0111 三浦郡葉山町一色2123-1 046-876-1155 

http://www.town.hayama.lg.jpltanoshimu/ shisetu/ siosai2 .html 

241-0804 横浜市旭区川井宿町2-38

http://home.catv-yokohama.ne.jp/ ee/bankodou/ 

252-0242 相模原市中央区横山3-6-18

http://www.hm-museum.com 

254-0041 平塚市浅間町12-41

http://www.hirahaku.jp/ 

251-0026 藤沢市鵠沼東1-2藤沢プラザ本館5階

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bunkazai/ 

252-0804 藤沢市湘南台1-8

http://www.kodomokan.jp/ 

231-0862 横浜市中区山手町239

http://www.toysc1ub.co.jpf 

-91ー

045-954-3939 

042-757-7151 

0463-33-5111 

0466-27-0101 

0466-45-1500 

045-621-8710 



神奈川県博物館協会会報第88号

館園名

報徳福運社報徳博物館

真鶴町立遠藤員類博物館

真鶴町立中川一政美術館

明治大学平和教育登戸研究所資料館

山口蓬春記念館

山 資 料手

大和市つる舞の里歴史資料館

町立湯河原美術館

遊行寺宝物館

横須賀市自然・人文博物館

横浜開港資料館

横浜市技能文化会館匠プラザ

横浜市こども植物園

横浜市立野毛山動物園

横浜市立問門小学校附属海水水族館

横浜市歴史博物館

横浜水道記念館

横浜高島屋ギャラリー

横浜都市発展記念館

横浜人形 の家

横浜・八景島シーパラダイス・アクアリゾーツ

横 美 術浜

横浜みなと博物館

横浜ユーラシア文化館

若宮八幡宮郷土資料室

http://www.hotokt.l.or.jp 

259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴1175-1ケープ真鶴2階 0465-68-2111 

http://www.town-manazuru.jp/shell-museum/ 

259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴1178-1 0465-68-1128 

http://www.nakagawamuseum.jp 

214-8571 川崎市多摩区東三田1-1-1

http://www.meiji.ac.jp/noborito/index.html 

240-0111 三浦郡葉山町一色2320

http://www.hoshun.jp/ 

231-0862 横浜市中区山手町247

干 所在地

250-0013 小田原市南町1-5-72

館
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044-934-7993 

046-875-6094 

045-622-1188 

242-0002 大和市つきみ野7-3-2 046-278-3633 

http://www.city.yamato.lg.jp/web/shakai/turumai.html 

259-0314 足柄下郡湯河原町宮上623-1 0465-63-7788 

http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/kyoiku/museum/ 

251-0001 藤沢市西宮1-8-1 0466-22-2063 

http://yugyoji-museum.world.coocan.jp/ 

238-0016 横須賀市深田台95

http://www.museum.yokosuka.kanagawa.jp 

231-0021 横浜市中区日本大通3

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/ 

231-8575 横浜市中区万代町2-4-7

http://www.gibun.jp 

232-0066 横浜市南区六ツ川3-122

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/kodomo/ 

220-0032 横浜市西区老松町63-10

046-824-3688 

045-201-2100 

045-681-6551 

045-741-1015 

045-231-1307 

http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/nogeyama/ 

231-0825 横浜市中区本牧問門29-1 045-622-0005 

http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/makado-es 

224-0003 横浜市都筑区中川中央1-18-1 045-912-7777 

http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/ 

240-0045 横浜市保土ケ谷区川島町522

http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/kyoku/torikumi/suidou-pr/kinenkan/ 

220-8601 横浜市西区南幸l目6-31 045-311-5111 

http://www.takashimaya.co.jp/ 

231-0021 横浜市中区日本大通12

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/ 

231-0023 横浜市中区山下町18

http://www.yokohama-doll-museum.jp 

236-0006 横浜市金沢区八景島

館

http://www.seaparadise.co.jp 

220-0012 横浜市西区みなとみらい3-4-1

http://yokohama.art.museum 

220-0012 横浜市西区みなとみらい2-1-1

http://www.nippon-maru.or.jp 

231-0021 横浜市中区日本大通12

http://www.eurasia.city.yokohama.jp/ 

210-0802 川崎市川崎区大師駅前2-13-16

-92一

045-371-1621 

045-663-2424 

045-671-9361 

045-788-8888 

045-221-0300 

045-221-0280 

045-663-2424 

044-222-3206 



編集後記

今回の会報は新しい顔ぶれになった編集委員会で誌面を見直し、前号から若干の変更を行いました。まず、

ISSN (国際標準逐次刊行物番号)を取得し英文の目次を掲載するようにしました。また、前号から会報に統合した

WNETWORKJI の題字を目次から外しました。これからもさまざまなご意見やご提案をいただきながら誌面を充実

させたいと思いますので、何かありましたら事務局までお知らせください。

今号の特集記事については幹事館園からの投稿のみになってしまいました。加盟館園同士の情報交換や交流にも

繋がりますので、次号ではみなさまからの積極的な投稿をお待ちしています。ちなみに今回の特集に関連した情報

は、投稿していただいた館園のホームページでもご覧になれます。特に神奈川県立歴史博物館の五姓田義松の展覧

会コラムは執筆者の角田氏が当時の状況や心境を生々しく綴っているので一読の価値があります。

前任者より編集委員長を引き継いでみて、原稿を取りまとめる事務局や今まで編集に関わっていた方々のご苦労

など初めてわかったことが多々ありました。第88号の発行にあたり、編集にご協力いただいた皆さま、原稿を執筆

していただいた方々、情報を提供していただきました加盟館園のみなさまに厚くお礼申し上げます。

神奈川県樽物館協会会報第88号編集委員会

委員長藤岡 隆二(横浜市立野毛山動物園)

委員赤木孝次(日本新聞博物館)

委員内般俊樹(横須賀市自然・人文博物館)

委員小井川理(神奈川県立歴史博物館)

委員 田口 公則(神奈川県立生命の星・地球博物館)

神奈川県博物館協会会報第88号

平成29 (2017) 年3月 31 日発行

編集・発行神奈川県博物館協会

干 231-0006 横浜市中区南仲通5-60

(神奈川県立歴史博物館内)

TEL 045 (201) 0926 

印 刷株式会社トーカイ

本誌の記事および写真・図版類の無断複写・転載を禁じます。

(編集委員を代表して藤岡)



特集「様々な成功事例に学ぶ~魅せる展示の工夫」にあたって

ニュースパーク(日本新聞博物館)全面リニューアルの狙いと概要 赤木孝次

企画展「恐竜の玉手箱」と移動展示「恐竜の玉手箱J~寄贈された教育標本の利活用~

大島光春 ・田口 公則

企画展「恐竜の玉手箱」での体験アクティビティ 田口公則・大島光春

五姓田義松をビッ グ、ネームへというタスク 神奈川県歴史博物館平成 27 年度特別展の事例報告一

館園だより

出版物情報

研修会開催報告

研修会参加記

協会記事

角田拓朗

Kanagawa Museum Association 
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