サミット

第９回

Summit Conference for The Small Museum Association

小さいとこサミット

in 大東

2/16 金
エクスカーションほか

2/17

土

～小規模ミュージアムのつどい～
自然系や人文系など、様々な分野を対象としたミュージアムが各地にあり、日々
活動しています。それらの多くは、職員が数名という小規模な施設。それぞれの持つ
力は大きいとはいえません。そこで、「小規模ミュージアム＝小さいとこ」に関わってい
る人や、応援したい人が集まって「小さいとこ」の魅力を発信し、それぞれの交流や情
報交換、支援など、みんなで集まって協力しよう！というのが、この小規模ミュージア
ムネットワーク（＝小さいとこネット）。その交流活動として、年１回開催されるのが「小

イラスト：西澤真樹子

さいとこサミット」です。

小さいからできる！？ミュージアムと“じゃないとこ”との連携
9 回目となる今年度のテーマは、ミュージアムと“じゃないとこ＝異業種”との連携です。今回、サミットを開催する大東市立歴史
民俗資料館の周辺には、魅力あふれる企業や商店がたくさんあります。その実践例の紹介を起点に、連携の枠組みを広く異業種
ととらえ、それぞれの得意分野を掛け合わせることによって広がるミュージアムの可能性を、一緒に考えたいと思います。

“じゃないとこ”とつながってますか？
エントリ―大募集！
ミュージアムと異業種（企業、商店、大学など）が一緒に取り組む
連携の実践例を募集します。連携の内容、困ったこと、よかったこと
イラスト：西澤真樹子

◆



などなど、実践者ならではのメッセージをぜひ発信してください。

概要

テーマ：小さいからできる！？ミュージアムと“じゃないとこ”との連携
日時・会場：
◇サミット

日時：平成 30 年 2 月 16 日（金） 12:30 受付開始
会場：大東市立総合文化センター（サーティホール） 小ホール
◇エクスカーション・一般来館者向けイベント

日時：平成 30 年 2 月 17 日（土） 9:30 受付開始
会場：大東市立歴史民俗資料館


主催：大東市立歴史民俗資料館、小規模ミュージアムネットワーク（小さいとこネット）



協力：川村義肢株式会社、明星金属工業株式会社、大東市立総合文化センター（サーティホール）



後援：大東市、大東市教育委員会、近畿民具学会、公益財団法人日本博物館協会、全日本博物館学会、日
本ミュージアム・マネージメント学会、日本展示学会、NPO 法人西日本自然史系博物館ネットワーク



対象：小さいとこネット会員、博物館等施設関係者、大学等教育機関、その他関心のある方



定員：100 名（先着順）

◆

プログラム
【1 日目】

2 月 16 日（金）

サミット

会場：大東市立総合文化センター（サーティホール） 小ホール

12:30～13:00

開場・受付 （大東市立総合文化センター（サーティホール） 小ホール）

13:00～13:05

開会のあいさつ

13:05～13:15

主旨説明
あくあぴあ芥川（高槻市立自然博物館） 高田みちよ

13:15～13:20

テーマ説明

第一部

話題提供

13:20～13:50

「地域の中の“博物館のチカラ”」

新潟県立歴史博物館 山本哲也
13:50～14:20

事例紹介１
「地元企業と資料館の出会い～金型メーカーとだんじり調査をするまで～」
大東市立歴史民俗資料館 武井二葉

14:20～14:50

事例紹介２
「縦横十字の思考を創る～ウミガメ用人工ヒレ開発プロジェクトでの出会いから～」
川村義肢株式会社 川村 慶
なにわホネホネ団・NPO 法人大阪自然史センター 西澤真樹子

14:50～15:00

休憩、ポスター発表ほか

第二部

“じゃないとこ”とやってみたよ！〜連携事例紹介タイム〜

15:00～15:30

エントリー
大募集！

進行：近畿大学 図師宣忠
15:30～15:45

休憩、ポスター発表ほか

第三部

“じゃないとこ”とはじめよう！〜交流タイム〜

15:45～17:00

進行：なにわホネホネ団・NPO 法人大阪自然史センター 西澤真樹子
結 Creation 北村美香
17:00～17:10

総括
兵庫県立人と自然の博物館 中瀬 勲
吹田市立博物館 五月女賢司

17:10～17:30

閉会、事務連絡、アンケート記入、室内片づけ、情報交換会準備

17:30～19:00

情報交換会

【2 日目】

2 月 17 日（土）

エクスカーション・一般来館者向けイベント

会場：大東市立歴民俗資料館

9:30～10:00

開場・受付 （大東市立歴史民俗資料館）

午前の部

エクスカーション「実践の現場を見に行こう！～ミュージアム＆工場見学～」

10:00～12:00

大東市立歴史民俗資料館と、その連携例の一つである明星金属工業株式会
社の工場を見学します。
12:00～13:30

休憩

午後の部

一般来館者向けイベント「れきみんカーニバル with 小さいとこネット」

13:30～16:00

大東市立歴史民俗資料館と市民学芸員、小さいとこが集まる出展イベントで
す（自由見学）。

◆

エントリー大募集！



連携事例紹介タイムへの参加
第二部「“じゃないとこ”とやってみたよ！〜連携事例紹介タイム〜」では、ミュージアムと異業種（企業、商店、大学
など）が、それぞれの得意分野を掛け合わせて取り組んでいる連携の実践例を募集します。発表の形式は、①3 分
間のプレゼン、②ポスター発表（資料等の掲示だけでも OK）。連携の内容、困ったこと、よかったことなど、実践者な
らではのメッセージをぜひ発信してください。発表の形式は、①②両方またはいずれかを選んでください。
◆申し込み：参加申込書に記入のうえ、配布資料やプレゼンに使用するデータを、2 月 13 日（火）までにメール等で
お送りいただくか、サミット当日 12:00 までにご持参ください。サミット当日に配布資料をお持ちになる場合は、100 部
ご用意ください。ポスター発表の場合は、サミット開始前に掲示してください（画鋲不可、養生テープなどテープ跡が
残らないものでお願いします）。チラシや資料を置くための台も用意する予定です。



「小さいとこ合同ミュージアムショップ」の出店者募集
好評のミュージアムショップを今回も開店いたします。
◆出店要項
・各館自慢のグッズを 5 種まで（応相談）・販売数 20 点位まで。
・最小金額は 10 円単位で値段をつけてください。
・出店者はそれぞれのグッズのエピソードを合わせて提供してください。
・商品などは 2 月 13 日（火）までに大東市立歴史民俗資料館宛てにお送りいただくか（着払い不可）、当日ご持参く
ださい。
◆問合せ・申し込み ※締切は 1 月 31 日（水）です。
なにわホネホネ団・NPO 法人大阪自然史センター 西澤真樹子 nishizawa@mus-nh.city.osaka.jp



「あげもらコーナー」の出品募集
みなさんの職場では不要となった物品でも他の館なら使えるかも。「あげます、もらいます」コーナーを今年も行いま
す。不要品を 2 月 13 日（火）までにお送りいただくか（着払い不可、「あげもらコーナー用」と明記）、当日ご持参くださ
い。持参できない場合は写真等、紹介できるものをお持ちください。事前の申し込みは不要です。



印刷物・パンフレットの配布
サミット会場内に、印刷物・パンフレットを付置するコーナーを設けます。郵送の場合は、2 月 13 日（火）までに、大東
市立歴史民俗資料館宛てにお送りください（着払い不可）。事前の申し込みは不要です。



情報交換会について

持ち込み
歓迎！

サミット終了後、同じ会場で情報交換会を行います。会費は 3,000 円程度の予定です（当日受付で徴収します）。
持ち込みも歓迎します！
◆申し込み：参加申込書に記入

◆

アクセス

※1 日目と 2 日目の会場がちがいます。ご注意ください。 ※詳細は各施設の HP をご覧ください。


【1 日目】

2/16（金）

サミット

大東市立総合文化センター（サーティホール） 小ホール
〒574-0037 大阪府大東市新町 13-30 TEL 072-873-0030 FAX 072-873-0119
【アクセス】 JR 学研都市線 住道駅より約 500ｍ



【2 日目】

2/17（土）

【HP】 http://www.daito-30.jp

エクスカーション・一般来館者向けイベント

大東市立歴民俗資料館
〒574-0015 大阪府大東市野崎 3-6-1 大東市立歴史とスポーツふれあいセンター内
TEL 072-876-7011 FAX 072-876-7702
【アクセス】 JR 学研都市線 野崎駅より約 700ｍ

【HP】 http://www.rekisupo.com

大東市立歴史民俗資料館は
このなかにあります。

◆

問い合わせ・申し込み

大東市立歴史民俗資料館

（担当：河島）

TEL 072-876-7011 FAX 072-876-7702 E-mail kawashima@daito.astem-co.co.jp
※参加申込書に記入の上、メールか FAX でお申し込みください。締め切りは平成 30 年 1 月 31 日（水）です。

