第３回

小さいとこサミット
～小規模ミュージアムのつどい～
小規模ミュージアムでは、地域社会との連携や地域社会の主体的な活動が何よりも大切です。そのこ
とにより、地域社会の実態や要望に即したミュージアム活動の展開が期待できます。また、地域社会との
連携は、地域の個々人の‘知’や‘経験’をミュージアムに蓄積し、‘集団知’として発展させることにもつな
がります。
これまでのような、「官＝行政」が公共の多くを担う時代は終焉を迎え、「民＝地域社会・市民」も公共
の担い手として期待される時代にあって、小規模ミュージアムは市民に対して一方的に何かを教育する
場ではなく、自律的な市民と共に考え、活動し、育ち、そして地域社会に小さな変革と大きな誇りを与えて
いく場としても機能することが求められているのです。
「第 3 回 小さいとこサミット～小規模ミュージアムのつどい～」では、東北地方の地域社会のつながり
が危機に瀕した東日本大震災後の今、あらためて小規模ミュージアムが地域社会に果たすことのできる
役割や、小規模ミュージアムの体力に見合った具体的な活動のあり方などについて、参加者のみなさん
と共に考えます。

１．日時・会場：
日時： 平成 24（2012）年３月 12 日（月） 13：00～17：50 （12：00 開場）
会場： 吹田市立博物館 2F 講座室 （定員 120 名、要申し込み、多数抽選、参加費無料）
２．主催： 吹田市立博物館、小規模ミュージアムネットワーク
３．後援： 日本ミュージアム・マネージメント学会、全日本博物館学会、日本展示学会、西日本自然史
系博物館ネットワーク
４．対象： 博物館関係者、その他関心のある市民の方
５．プログラム：
11:00-12:00 【自由参加】吹田市立博物館がある紫金山公園の自然観察・文化財見学
（11 時までに博物館 3F 受付前に集合）
吹田市立博物館 文化財保護係主幹 西本安秀
12:00-13:00 昼休み・展示室の自由見学（展示室は、2F 講座室前での受付を済ませてからご見
学ください。博物館の近くにはレストランやコンビニエンスストアはありませんので、昼
食は各自でご用意ください。飲食は 2F 講座室か屋外でお願いします。）
12:00-13:00 開場・受付（2F 講座室前）
13:00-13:10 趣旨説明 吹田市立博物館 学芸員 五月女賢司
13:10-13:40 講演「吹田市立博物館の市民参画 ―開会の挨拶にかえて―」
吹田市立博物館 館長 小山修三
13:40-14:55 小規模ミュージアム Inside Out―地域社会との関わり方とその役割―
きしわだ自然資料館 学芸員 平田慎一郎
吹田市立博物館 ボランティアの会会長 香坂康樹
吹田市立博物館 平成 22 年度夏季展示実行委員会委員長 高畠耕一郎 展示部会長 塩田敏治
芥川緑地資料館（あくあぴあ芥川） 主任学芸員 高田みちよ
篠山チルドレンズミュージアム ミュージアムクラブ 代表 垣内敬造
14:55-15:15 休憩
15:15-15:45 質疑応答
15:45-16:45 東日本大震災後に小規模ミュージアムはどう動いたか？
キッズプラザ大阪 イベント・ホール担当・事業コーディネーター 吉村幸子 ボランティア担当 松永さつき
なにわホネホネ団 団長・ＮＰＯ法人大阪自然史センター 臨時職員 西澤真樹子
芥川緑地資料館（あくあぴあ芥川） 学芸員 中村知恵
伊丹市昆虫館 学芸研究員 長島聖大 修復ボランティア 佐藤友典

16:45-17:15
17:15-17:45
17:45-17:50
19:00-21:00

質疑応答
総括・総会 兵庫県立人と自然の博物館 副館長・芥川緑地資料館 顧問 中瀬勲
閉会の挨拶 伊丹市昆虫館 主任学芸員 坂本昇
【自由参加】交流会（会費 4,000 円。JR 吹田駅周辺の予定）

６．各館の印刷物・パンフレット等の配付について：
印刷物・パンフレット等は、3 月 10 日（土）までに吹田市立博物館の五月女宛にお送りください（着払
不可）。当日の配付用として適量をお送りください。また、当方から残部の返送は致しません。当日持
参も受け付けます。
７．お問合せ・お申し込み：
参加をご希望の方は、参加申込書にご記入の上、2 月 27 日（月）までに下記 FAX か E-Mail にてお申
し込みください。なお、締め切り日の前でも定員に達し次第受付を終了いたします。
FAX：06-6338-9886 E-Mail：ckaxj800@sutv.zaq.ne.jp 吹田市立博物館 担当：五月女（さおとめ）
８．吹田市立博物館へのアクセス：
〒564-0001 吹田市岸部北 4-10-1
TEL: 06-6338-5500（代表）
アクセスの詳細は http://www.suita.ed.jp/hak/riy/riy.html をご参照ください。
【電車・バスでお越しの方】





JR 吹田駅「JR 吹田北口」1 番のりばまたは阪急吹田駅「吹田市役所前」2 番のりばから「桃山台駅前」ゆ
きまたは「山田樫切山」方面の阪急バス 2,3,15 番に乗車し「佐井寺北」にて下車徒歩約 10 分。（バスの乗
車時間は「JR 吹田北口」から約 11 分、「吹田市役所前」から約 14 分）
JR 吹田駅「JR 吹田北口」10 番のりばまたは阪急吹田駅「吹田市役所前」1 番のりばから「阪急山田」ゆき
または「千里中央」ゆきの阪急バス 6,7 番に乗車し「岸部」にて下車徒歩約 10 分。（バスの乗車時間は
「JR 吹田北口」から約 14 分、「吹田市役所前」から約 9 分）
阪急南千里駅「南千里」5 番のりばから「JR 吹田」ゆきの阪急バス 1,2,3 番に乗車し「佐井寺北」にて下車
徒歩約 10 分。（バスの乗車時間は約 14 分）
JR 岸辺駅で下車徒歩約 20 分。阪急正雀駅で下車徒歩約 25 分。

【車でお越しの方】


※

名神高速道路・中国自動車道・近畿自動車道「吹田ジャンクション・IC」から約 20 分。（五月が丘・佐井寺
方面からお越しください。駐車場無料：44 台）

博物館の近くにはレストランやコンビニエンスストアはありませんので、昼食は各自でご用意ください。
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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。
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平成 24（2012）年３月 12 日（月） 吹田市立博物館

○該当する箇所に☑を入れてください。

１．当日のプログラムについて
自然観察・文化財見学
（11:00-12:00）
サミット
（13:00-17:50）
交流会
（19:00-21:00）

□ 参加します。
□ 参加します。
□ 参加します。（会費 4,000 円。当日受付にて徴収いたします。）

２．申込者について
属性（一つだ
け選んでくだ
さい）(※)
ふりがな(※)
氏名(※)
所属
電話番号
FAX
E-mail

□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（
）
ML への参加希望
□ 小規模ミュージアムネットワーク
ML への参加を希望します。
（□勤務・所属先 □自宅）
（□勤務・所属先 □自宅）
（□勤務・所属先 □自宅）

３．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(※)
ミュージアムが立地する都
道府県・市区町村(※)
職員数(※)
ボランティアの人数は？
(※)
友の会にあたる組織はあり
ますか？(※)
ミュージアムの協力団体は
いますか？また、その活動
内容は？(※)

都・道・府・県

市・区・町・村

常勤職員
人、非常勤職員
人、臨時職員
運営委託業者等職員（指定管理者の職員を除く）

人、
人、合計

人

人
□ はい
協力団体の有無：
活動内容：

□ 有

・
・

□ いいえ

□ 無

特別展・企画展は主に誰が □常勤職員 □非常勤職員 □臨時職員 □ボランティア □友の会会員
作っていますか？(※)
□協力団体 □展示業者 □その他（
）
特別展・企画展の展示業者
への外注度は？(※)

％

あなたが関わる館の「売り」
を一言でどうぞ(※)

４．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）

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。

