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）です。

つらなる・つながる

新しいミュージアムのかたち

その交流活動として、年１回開催されるのが「小さいとこサミット」。８回目となる今年度の
テーマは「つらなる・つながる

新しいミュージアムのかたち」。長引く不況の中で教育や研究

などの文化活動に十分な予算が確保されない中でミュージアムの事業環境には、明るい兆しが見
えません。それでも来館者のためにと、必死で踏ん張る学芸員や現場のスタッフの努力も限界に
近づいています。いまこそ、ミュージアムの将来のために「つらなる・つながる」ことを検討す
べきではないでしょうか。多様なミュージアムが相互に事業協力や人的交流を進めることで、幅
広く奥深い知識と新鮮な経験を利用者に提供する「新しいミュージアムのかたち」。それは一定
の地域と専門性の枠の中で活動してきたミュージアムにおける可能性の摸索と、新しい魅力の創
出を目指したものでもあります。それぞれのミュージアムがそれぞれの魅力を結集することで、
多様な専門知の結節点として機能すること。それにより、利用者は豊かな文化体験を享受できる
だけでなく、新しい知の世界の扉を開くことができるでしょう。
サミットではこれまでの多様な取り組みや新しい考え方をご紹介いただき、皆様と一緒に新し
いミュージアムのかたちについて、考えていきたいと思っています。

連携のケーススタディ「冬のやよいミュージアム with 小さいとこネット」
第８回サミットは、２月１３日（月）に開催されますが、サミット前日の１２日（日）には、
プレイベントとしてワークショップイベントを開催します。歴史系博物館である弥生文化博物館
で、自然・科学・民俗・唱歌やおもちゃなど、小さいとこネット会員による多様なワークショッ
プが開催されます。連携が生み出すスケールメリットにあわせ、それぞれのミュージアムの工夫
をこらしたワークショップを楽しめるイベントです。出展者として、体験者として、参加してみ
ませんか。ミュージアムの未来に向けたケーススタディを一緒に進めましょう。

～

第８回

小さいとこサミット開催要項

１．テーマ：「つらなる・つながる

～

新しいミュージアムのかたち」

２．日時：
◇プレイベント
平成２９年２月１２日（日）（9:30より通常開館）
10:00～15:00 連携ワークショップ「冬のやよいミュージアム with 小さいとこネット」
◇サミット
平成２９年２月１３日（月）（休館日です。お申込みの方しか入館できません）
10:00～12:00 館内見学ツアーとプログラム体験
13:00～17:00 小さいとこサミット
18:00～20:00 懇親会（参加自由：要事前申し込み）
３．会場：大阪府立弥生文化博物館
４．主催：大阪府立弥生文化博物館 、小規模ミュージアムネットワーク（小さいとこネット）
５．後援：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、阪南大学国際
観光学部和泉研究室
６．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
７．定員：100 名（先着順）
８．問合せ・申込み：※申し込みは、参加申込書に記入の上、メールか FAX でお願いします。
〒594-0083 大阪府和泉市池上町4-8-27
担当： 中尾智行

nakao-to@occh.or.jp

TEL.0725(46)2162
・ 井上知花

FAX.0725(46)2165

inoue-ha@occh.or.jp

締切は１月31日（火）です。

９．プログラム：
◇２月１２日（日）のプレイベントについては、多様なミュージアムの連携による
ワークショップを各自でご見学・ご体験ください。
■イベントタイム

10:00～15:00（12:00～13:00は昼休み）

◇２月１３日（月）のサミットプログラムは以下の通り。
■午前の部

10:00～12:00 見学ツアー＆プログラム体験

①・②どちらかを選んでください。ともに定員20名。申し込み先着順です。
参加者は 9:45に当館エントランスにお集まりください。
① 館内見学ツアーと弥生の台所体験（籾すり・火おこし・土器炊飯）
弥生文化博物館は、平成３年２月に開館しました。池上曽根遺跡のサイトミュージ
アムとしてだけでなく、国内唯一の弥生文化専門館として活動しています。平成18
年度より（公財）大阪府文化財センターが指定管理者として運営しています。平成
20年には当時の府知事により廃館も検討されましたが、現在は市民の支援活動と順

調な事業経過により、存続が決定しています。本プログラムでは、館内の紹介に加
え、米作りを開始した弥生時代を感じることができる体験を実施します。体験は屋
外です。十分な防寒対策を願います。
② 史跡公園見学ツアーと銅鏡鋳造体験・銅鐸風鈴づくり
弥生博の周囲には、弥生時代中期の大規模な環濠集落である池上曽根遺跡が広がっ
ており、一部が史跡公園として整備されています。見どころはなんといっても当時
国内最大級の高床建物「いずみの高殿」。床面積にして135平米の巨大な建物と、
その前に設けられたクスの巨木をくり抜いた井戸枠の復元から、当時の弥生人の文
化や技術に思いを馳せてください。遺跡公園から戻ったあとは、低融合金を用いた
銅鏡鋳造と銅鐸風鈴の製作体験を行っていただきます。銅鐸風鈴は無料ですが、銅
鏡鋳造には材料費800円がかかりますのでご了承ください（体験は任意です）。

■昼食休憩 12:00～13:00
館の近くには小さな定食屋がありますが、数名程度しか入れません。国道26号沿いに10
～15分ほど歩けば、大型の飲食店がいくつかあります。お弁当などを持参される方は、館内
会議室またはセミナールームにご案内いたしますので、お声がけください（ゴミのお持ち帰
りにご協力ください）。また、館内にはソフトドリンクの自販機があります。

■午後の部 13:00～17:00 （受付時間 12:30～13:00 ）

13:00～13:10

開会の挨拶（あくあぴあ芥川（高槻市立自然博物館） 高田みちよ氏）

13:10～13:20

サミットテーマについて（大阪府立弥生文化博物館

13:20～14:00
第一部

14:00～14:20

基調講演（東京都歴史文化財団

中尾智行）

佐々木秀彦氏）

いまこそ考えよう！新しいミュージアムのかたち
事例紹介１（兵庫県立人と自然の博物館

三橋弘宗氏）

小さな展示会からの広がりと繋がり～六甲山のキノコ展を題材に～

事例紹介２（大阪府立弥生文化博物館

14:20～14:40
14:40～15:20
第二部

15:20～16:50

中尾智行）

「ポータルミュージアム」と連携ワークショップ

休憩（ポスター発表、ミュージアムショップ、あげもらコーナー）
参加者交流（みんなで考えよう「新しいミュージアムのかたち」）
コーディネータ（京都造形芸術大学

白戸渓子氏）

16:50～17:00

まとめ（兵庫県立人と自然の博物館

中瀬勲氏）

17:00～17:10

閉会の挨拶（吹田市立博物館

17:10～17:30

終了、連絡事項、アンケート記入、室内片づけ

五月女賢司氏）

◎参加者交流（みんなで考えよう「新しいミュージアムのかたち」）
参加者でテーマに合わせたディスカッションを行います。
積極的な意見交換を期待します。

１０．印刷物・パンフレットの配布について
印刷物・パンフレット等は

２月１０ 日（金）までに、弥生文化博物館宛てにお送りく

ださい（着払い不可）。当日配布用として適量（約

70 部）をお送り下さい。当日持参の

場合は会場で配布します。

１１．ポスターセッションの参加について
サミット会場において各団体や館の研究成果や活動を展示する「ポスターセッション参加
者」を募集します。サイズは 90 ㎝×180 ㎝程度です。
パーテーションを使用するため画鋲は不可、養生テープや両面テープなどで掲示願います。
前面に印刷物やパンフ設置用の長机を用意します。

１２．「小さいとこの合同ミュージアムショップ」の出店者募集について
前回、前々回と好評だったミュージアムショップを今回も開店いたします。
●出店要綱：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2/10までに弥生文化博物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。
●問い合わせ・申込先：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
申込締切は１月３１日（火）です。

１３．「あげもらコーナー」の出品募集について
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2/10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。

１４．懇親会について
会場：居笑屋

天国

和泉府中店

0725-40-1059

http://www.localplace.jp/t000319291/

会費：4000 円（税込、当日受付で徴収します）
※和泉府中駅から徒歩２分のお店です。弥生博から歩いて25～30分程度ですが、弥生博か
ら送迎バスが出ます。駅前のお店ですので駐車場がありません。お車の方は申し訳ありませ
んが、駅周辺のコインパーキングなどをご利用ください。

１５．所在地と連絡先 ＜詳細は当施設 HP の「博物館までのアクセス」をご覧ください＞
http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/access/index.html
〒594-0083

大阪府和泉市池上町4-8-27

大阪府立弥生文化博物館

TEL:0725-46-2162（休館日と17時以降は46-2164へ）

FAX:0725-46-2165

◎お車でお越しの方へ
・弥生博は、国道26号池上町交差点の南西角にあります。池上町交差点を西に入って
すぐ左側に駐車場入り口があります。2月13日（月）のサミット当日は休館日にあた
りますので、入ってすぐの大型バススペースに駐車していただいても構いません。
・駐車場の開門は９時頃、閉門は18時頃とさせていただきます。

◎電車、バスでお越しの方へ
・最寄駅はＪＲ阪和線「信太山」駅です。各停か区間快速しか止まりません。
天王寺方面から来られる方は「鳳」駅で、和歌山方面から来られる方は「和泉府中」
駅で各駅停車にお乗り換えください（時間限定の区間快速は信太山駅に停まります）。
・改札口はひとつしかありません。駅を出て、すぐ右側の踏切をわたり、茶色く舗装
された道を歩いていけば、国道26号を渡る信号があります。弥生博は信号をわたって
左（南側）に進めばすぐに見えてきます。

第８回 小さいとこサミット 参加申込書
１月 ３１日（火）申込締切 FAX：0725-46-2165 E-Mail：nakao-to＠occh.or.jp
こちらからの返信をもって受付完了とさせていただきます。

第８回

小さいとこサミット

in 弥生文化博物館

サミット：平成 29年2月13 日（月） 〈プレイベント：平成29年2月12日（日）〉

該当する箇所を ■ のように塗りつぶした上で、必要事項を記入してください。

１.サミット前日（2月12日のプレイベント）について
連携ワークショップ
（10：00～15:00）

□ 出展者として参加

□見学者として参加

２．サミット当日（２月１３日）のプログラムについて
見学ツアー＆プログラム体
験 （10:00～12:00）

参加する場合は、どちらかを選んでください
□ ①館内見学ツアーと弥生の台所体験（籾すり・火おこし・土器炊飯）
□ ②遺跡公園見学ツアーと銅鏡鋳造・銅鐸風鈴づくり

サミット （13:00～17:30）

□ 参加します。
□ 参加します。

ポスター発表
（14：40～15：20）

（発表枠は 90*180 ㎝程度です。参加の方はサミット開始前に掲示してください。パーテーションに養生テープか両面テ
ープなどで貼っていただきます。また、チラシや資料を置くための長机も用意します。）

懇親会 （18:30～20:30）

□ 参加します。（会費 4,000 円。当日受付にて徴収いたします。）

３．申込者について
属性（一つだ
け選んでくだ
さい）(※)
ふりがな(※)

□ミュージアム勤務 □大学勤務 □小中高勤務 □企業・民間団体勤務
□ボランティア □友の会会員 □ミュージアムの協力団体会員 □展示業者
□その他（
）
小規模ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ への参加希望

氏名(※)

□ すでに参加しています。
□ 新規に参加を希望します。

所属
電話番号

（□勤務・所属先 □自宅）

FAX

（□勤務・所属先 □自宅）

E-mail

（□勤務・所属先 □自宅）

４．あなたが関わる・勤務するミュージアムについて
ミュージアムの名称(※)
ミュージアムの立地(※)

都・道・府・県

市・区・町・村

５．その他
名簿作成への協力の可否

□ 協力する ・ □ 協力しない
名簿は上記(※)の回答を記載し、当日参加者全員に配付いたします。
また、後日MLでお名前と所属を紹介させていただきます。

※ この参加申込書に記載された個人情報は、サミットの運営に必要な情報提供にのみ使用いたします。
※ サミットに参加される方は、参加者や運営者による調査・研究・広報・個人利用のための、写真やビデオ撮影・音源
の録音およびその利用について許諾していただいたものとみなします。

