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特集 :市 民 のカ ー博物館活動 のひろが リー
今 の世 の 中、 ポ ラ ン テ ィアばや りであ る。博 物館 の世 界 で も、 ポラ ン テ ィアの活躍が よ く話題 に な
って い る。 内容 は展示解 説 ・ 資料調査 ・体 験学 習 な どさまざまであ るが、確実 に地域 の博物館 を動 か
す力 の ひ とつ に な りつつ あ るのでは なか ろ うか。

ボランティア活動 の 目的のひとつは、
活性化 を
再編成 。
「市民の力」を借 りて博物館活動 の再検討 。
図ってい くことだと思 う。昨今 の厳 しい社会情勢のなかでこそ、 こうした活動 を通 して、地域 におけ
る博物館の存在意義 をア ピール していきたい と考 える。
多摩地域における博物館でも、早 い うちからボランティア活動に取 り組んでいるところ、ようや く
スター トさせたところ、 これか らの導入を検討 しているところなど、 さまざまである。 しか し、 これ
か らは避けて通れない課題だと考 えている博物館が少な くない。 もちろん各館の規模や設立主旨や運
営方針はまちまちであるし、ポランティアの受け入れは考えない とい う館 もひとつの見識である。要
は、こ うした課題 と関わ りながら、それぞれの博物館 の方向性や、地域での博物館 のあ り方を考 えて
い く必要があるのではないか とい うこ とである。
本誌では、以上 の ような状況を踏 まえ、多摩地域の博物館におけるボランティア活動の状況 を把握
すべ く特集 を組む ことにした。さいわい、多くの館か らこの課題に真摯に取 り組んでいる様子がわか
る情報 を得 ることができたと思 う。各館に対す るアンケー トによる基本的なデータも集めることがで
(編 集委員会 )
き、博物館活性化 のひ とつのステ ップになることを期待 したい。
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公園の里親 となるよ うな取 り組み を月 1回 のペー スで
行 ってい ます。会 の運営 も育てる会参加者 か らなる世

遺跡公園づ くりを通じたコミュニケーション
ー「しもやけべ遺跡公園を育てる会」の取り組み―

話人によ り、会 の進行や方針 を決め て い く形態で進め
られ、 また各種研修会な ども企画 。実施 してお り、会
自体 も成長す ることを目指 してい ます。現在は平成 15

東村山ふるさと歴史館
遺跡 の保存 と活用 市内の「下宅部遺跡」は、都営住
宅建替 え工事 に伴 う本格的な発掘調査 により、全 国的
にみて も重要 な遺跡であることが判明 しました。 しか
し調査終了後 には遺跡は開発 により破壊 されて しまい
ます。そ こで、各方面 か らの要望 によ り、下宅部遺跡
の 中で も最 も重要 と考 えられ る地域約 3000mOが 「埋没
保存」 とい う、地下 に当時 の遺跡が埋 まったままの状

年 12月 のオープン を目指 して、公園設計 の業者 と公 園
整備 の基本設計 を検討 して い ます。
今後 の展望 今 までの博物館 と市民 との関係 が発信 ・
受信 とい う一 方向か らの コ ミュニ ケー ション関係 であ
ったのに対 し、 これか らの博物館では課題の共有や解
決 の模索、企画や運営 とい ったプ ロセス を重視 した、
双方向の コ ミュニケー ション関係 が求め られてい ます。
い うまで もな く、ポランテ ィア活動 もそれぞれ対等な

態で守 り残す こととな りました。そ こ を「遺跡公園」
として発掘調査成果 の市民へ の還元、生涯学習、 コ ミ
ュニ ケー ションの場 として整備す ることが発案 され ま

立場 にお いて、お互 いに補完 しあえる双方向的な関係
でなければ、継続的、創造的な関係にはな りえませ ん。
この遺跡公園づ くりが、共通の 目標 の もと、市民 の主

した。 そ こで地域 に愛 され、活用 され る公園 を目指す
ため 、付近住民 をは じめ とした市民に公園整備 の計画
段階か ら広 く参加 して もらうことにな りました。

体的な活動 を通 じて、 自己実現 の場、あるいは市民同
士や地域 と結びつ ける新 しいコ ミュニ ケー ションの場
として成長 していければ と思 い ます。最後に博物館 を
通 じた新 しいコ ミュニケー ション を目指 した取 り組み

公園づ くリワー クシ ョップ 下宅部遺跡の公 園整備 を
検討す るために平成 12年 10月 か ら平成 13年 10月 までの
1年 間、計 12回 の市民参加型 ワー クショップ を開催 し
ました。歴史館が事務局 とい う形 で会の企画、進行、
報告、連絡 な どを担当 し、それ に周辺住民や考古学や
遺跡に関心 の ある方、 自然保護団体 など市内外 を問わ
ず広 く参加者 が集 い、意見交換や作業 を一 緒に行 うと
い った形式で行 われ ました。 これには、保存 に いたる

として、平成 15年 4月 か ら、育て る会 の活動 を中心 に
した遺跡公園づ くりの企画展 を開催 します。育てる会
や小 。中学生、各種団体、地元の商店などと一 緒 に、
ポスターの作成や、展示企画か ら作成、展示ガイ ド、
付随事業 の共催、グッズの開発などを行 い、見学者 も
巻 き込んだ「展示 を見 るか ら倉1る 」参加 型の企画展 を
予定 して い ます。

経緯か ら、公 園の面積 ではな く内容 を一緒に検討 して
い きたい とい う歴史館や遺跡調査団側 の意向 と:も っ
と遺跡の保 存面積 を増や した上 で検討 をしたい とい う
熱意 ある市民恨1の 要望 とい ったスター トライ ンの相違
が、構図 として「行政 (歴 史館 )」 対「市民」とい う形
態 の「条件 あ りきのワー クショップ」 になって しまい、
市民主体 の活動にな らなか った とい った反省点が あ り
ます。 それで もワー クショップは、それぞれの立場 を
尊重 しなが ら、学習段階 (遺 跡 の概要や現地 の見学、
他 の遺跡公園の見学 な ど)、 構想段階 (遺 跡公園の イ メ
ー ジの検討 )、 計画段階 (具 体的な公園整備 内容 の検討 )
と回を重ね、毎 回「みんなでつ くろう !し もやけべ 遺
跡公 園」 とい うニ ュー ス も発行 し、活動 を続けた結果、

「成長する公園」をキーワー ドとした基本計画書を作
成す ることがで きました。
育 て る会の取 り組み ワー クショップ を受けて、平成
14年 度 か ら、「 しもやけべ 遺跡公園 を育てる会」として

市民参加型の博物館 を目指 して
八王子市 郷土資 料館
八王子市郷土資料 館 では、現 在 ふ たつの ポランテ ィ
ア活動が行 われて い ます。 ひ とつ は、 当館 の 展示 ガ イ
ド及びイベ ン トや講座 のお手伝 い を して い ただ い て い

「八王子市郷土資料館 ガイ ドポランテ ィア」
る
、 もうひ
つ
の
は、八王子市内の古文
と
書 所在調査 をしていただ
いている「古文書所在調査ボランティア」 です。 どち
らも平成13年 度から市民の方々の協力を得なが ら当館
の博物館活動の幅を広げてい くために導入されました。
それぞれの活動について紹介 します。
「ガイ ドポランテ ィア」が活躍中 ! 八王子市郷 土資
料館ガイ ドボランティア (以 下、ガイ ドボランティア

と称す)は 、平成13年 7月 24日 (火 )か ら活動が開始
遺跡公 園を育て、活用 して い く活動 を開始 しました。
されました。生涯学習社会 の到来、市民参加型の まち
育 て る会は、遺跡公 園は完成がな く、成長 し、常に変
コン
い
い
づ
のだ
セプ トをもとに、学校や
と う
くり、お金をかけない市民サービスの向上等、様 々
化 して くも
地域、その他 の団体 と一緒に活動 して いけ る場 として、 な社会的要因や行政 としての思惑 もあるなかで、当館
としては、「市民に対 して『生涯学習の場』と「市民参
公 園のハ ー ド・ ソフ ト面 を検討す るとい った、 まさに
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加 の場 Jを 提供 し、 当館 の利用者サー ビス を向上 させ
る」 とい う趣 旨に よ リガイ ドポランテ ィアを導 入 しま

して い ます。定例会 の内容 を一部挙げ ると、「遺跡 (埋
蔵文化財包蔵地)に ついて「
」遺跡発掘調査現場見学会」

した。
ポランテ ィアの募集 当館 ではポランテ ィア養成講座
等 は行 って い ません ので、 ガイ ドポランテ ィアを導 入

「文化財施設等 の見学」「八
「特別展や企画展 の解説」
王子車人形 の構造や使 い方について」等 です。
自主的活動 展示 ガイ ド及びイベ ン トや講座 の補助は、
当館 でお願 い してい る活動ですが、平成 14年 6月 にガ

す る趣 旨や活動 内容等 を説明す るため の事前説明会 の
開催 を市 の広報で周知 しました。事前説明会 には41名
の参加 があ り、実際にガイ ドポランテ ィア として応募
されたのは32名 で した。全員 と面接 した うえで、受け
入れ態勢 の問題等か ら、 まずは14名 に 2日 間 の講習 を
受けて いただ き、活動 が開始 されました。 その後、待
機 の15名 が合流 し、初年度は29名 (3名 は都合 によ り
辞退 )の 登録 で活動 を行 い ました。ガイ ドポランテ ィ
アの登録 は年度毎 とし、今年度 (平 成 14年 度 )は 引 き
続 き29名 が 更新 され ましたが、都合 により辞退 された
方が い ます の で、現在は28名 が活動 されて い ます。

イ ドポラ ンテ ィアの有志 による「新八王子 郷 土か る
た をつ くろう会」 が発足 しました。 この活動は、ガイ
ドポランテ ィア 自身による初め ての 自主的活動 です。
近隣市町村 の郷 土か るたを購入 したガイ ドポランテ ィ
アが、「ガイ ドポランテ ィア版郷 土か るたを全員 で作
りたい」 と呼びかけたのが きっかけで した。現在 、つ
くろう会 の活動は、毎月の定例会が終わ ったあ とに行
われ、都合がつか ない ときは、臨時会が開催 されて い
ます。活動には職員 もオブザーバー として参加 して い

ますが、職員がほ とん ど口 を挟む余地 もな く、ガイ ド
ンテ ィア同士で自熱 した議論 を交わ して い ます。
の
主
な活動
￨ま
ガイ
ポラ
活動内容
内容 、当館 展示
ド及びイ
ベ ン トや講座 の補助 です。展示 ガイ ドでは、
当館 では、 ガイ ドボランテ ィア版郷土かるたが、一 日
毎 日2〜 5
人の方 が活動 されてお り、展示物 の説明だけではな く、 で も早 く完成す るよう支援 し、 また、新 たな 自主的活
体験 コーナーのはた織 り機や八王子車人形等 の操作 の
動 が行 われ ることを期待 してい ます。
今後 の展開 と課題 当館 では、ガイ ドポランテ ィアに
補助、事務室や閲覧室へ の来館者 の案 内等、幅広 く活
い
動 されて ます。 また、展示室では、来館者 とガイ ド
対 して、交通費をは じめ、金銭 の支給は一切行 って い
ボラ ンテ ィアが談笑 してい る光景 を良 く見 かけ ます。
来館者に とっては、展示か ら一 方的 に情報 を得 るので
はな く、 自身の感想や意見等が言えるので、ガイ ドボ
ランテ ィアは良 き話相手であ り、社会科見学や総合 的
な学習の時間、宿題 等 で来館す る子供達に とっては、
良 きア ドバ イザー となって い るようです。 イベ ン トや
講座 の補助 では、職員 の手 が 回 らない ところや準備、
片付 け等 のお手伝 い をして い ただいて い ます。
職員 への影響 ガイ ドポランテ ィアの活動 をとお して、
「 自分達 の
職員 も良 い勉強 をさせて い ただ いてい ます。
活動 に より、来館 された方が疑間に思 ったことや調べ

ません。 しか し、ガイ ドポランテ ィアは、 自分 な りの
「ガイ ドポラ ンテ ィア活動 の楽 しみ」 を持 って活動 さ
れて い ます。当館 としては、その「ガ イ ドポランテ ィ
ア活動 の楽 しみ」 を持 ち続け られ る活動であることが、
ガイ ドポランテ ィアの活動 を継続す る重要 な要件 の一
つ と考 え、 ガ イ ドポランテ ィア とコ ミュニ ケー シ ョン
をはか りなが ら、活動 を展開させ て い きたい と思 い ま

す。今後 は、当館 の展示 ガイ ドだけではな く、当館 が
管理 して い る文化財施設や史跡等 のガ イ ドヘ の展開等
を考 えてお り、 ガイ ドポランティアの活動 をとお して、
多 くの方 々 に八王子 の歴史 と文化に親 しんでいただけ
たい こ となどの要望 を職員に伝 えることがで きるので、 れば幸 いです。
来館者 と職員 の橋渡 し役にな って い ると感 してい る」

とのガイ ドポランテ ィアの感想か らもわか るように、
今 まで以上に来館者 と職員 との接 ̀点 が増 えました。 ま
た、 ガ イ ドポランテ ィアや来館者か らの要望や意見が
数 多 く寄せ られるので、展示 の意図が上手 く伝 わって
いない ことを認識す ることや解説 の間違 い等 を指摘 さ
れ るこ とがあ り、冷や汗 を流す こともあ ります。
定例会 当館 のガ イ ドポランテ ィアには、展示ガイ ド
のマニ ュアルはあ りません。 それは前述 の趣 旨により
ガ イ ドポランテ ィアが 自ら学習 した知識 を展示ガイ ド
に役 立てて い ただ きたい と考 えたか らです。 また、そ
れぞれ の活動 日がある程度 固定化 して い るので、全体
としての意見や要望 を調整す る機会が あ りません。そ
こで、八王子の歴 史や文化 を全体 で学習 した り、意見
や要望 を調整す る機会 として、毎月一 回定例会 を開催
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「 古文書調査 ポランテ ィア」 への試 み 八王子市郷 土
資料館 の
「古文書所在調査 ポランテ ィア」 (以 下、調査
ポランテ ィア と称す)力 調 査活動 を開始 して、平成 15
年 1月 で丸 1年 を迎 えます。周縁部 に多 くの旧家が点
在す る八王子市で も、住宅 の新築、あ るいは当主 の交
替 な どに よ り、長 く各家 で保 存 されて きた古文書 は
日々散逸 の危機に直面 して い ます。 こ うした状況にお
いて、市内各家 の古文書残 存状況 を把握 し、将来的 に
その保存・普及活 用に役立 て るため、調査 ボランテ ィ
アを発足す る運び とな りました。
調査内容 調査 では、各家所蔵文書 の年代 、種類、点
数等 を記録 し、それ らをまとめ て後 日仮 目録 を作成 し
ます。併せ て写真撮影 も行 い ます。当初 はダ ンポー ル

訪問す るとい う体制 をとってお り、調査 ポランテ ィア
は調査家 の数 に応 し、班 ごとに分かれて行動 して い ま
す。その他、調査 ポランテ ィアは半年 に 1度 の割合 で
。
郷 土 資料館 に集 まり、結果報告や疑間点 問題点等 を
話 し合 う機会 をもってい ます。
調査結果 平成15年 1月 段階での調査結果 は、平成 14
年 1月 か らの 1年 間 で24家 を調査、合計2,427点 の 古
文書 の所在 が確認 されてい ます。 うち 1家 では文書量
が膨大なため郷土資料館で一括借用 し、整理保存す る
方向 で検討 してい ます。 その他に も、調査 中古文書 の
寄贈 や寄託 を申し出られ た家 も多 く、その都度郷 土 資
料館 で協議 の上対応 してい ます。

○箱、 とい う数 え方 を想定 して い ましたが、調査 を開
始す ると所蔵 ̀点 数 が数十 とい う家が 多かったため、調
査 ポランテ ィアの人手 をか り、できる限 り詳細な記録
をとるよう努 めて い ます。仮 目録 は一部 を調査対象 と
なった家に送付 し、一部 は郷土資料館 に保管 してい ま
す。
ポランテ ィアの募集 活動 内容 が以上 の ような古文書
調査 であるこ とか ら、調査 ポランテ ィアには、当初 か
らある程度 の専門性 が求め られ ました。古文書 か らそ
の年代や性質等、最低 限の情報 を読 み とる必要があ っ
たためです。従 ってポランテ ィアの公募はせ ず、市内
で 自主的 に古文書学習 を行 うグループ (古 文書 を探 る
会、近世 の古文書 を学 ぶ会 、 もみ し会、みず きの会 )
に声 をかけ ました。代表者 との会合 と参加希望者 に対
す る説明会 を経 て、初年度 (平 成13年 度)の 発足時に
は21名 の調査 ポランテ ィアが集 ま りました。 ボランテ
ィアの登録 は年度毎 とし、今年度 (平 成14年 度)に は
引 き続 き20名 の調査 ポランテ ィアが登録 を行 い、活動
して い ます。
調査計画 郷土資料館 では古文書所在調査 について、
地域 ごとを調査対象 とす る計画 を立 てました。最初 に
調査対象 となったのが、市西部 に広 が る恩方地区です。
面積 にお いて も広範囲 にわたる恩方地区については、
現段階 で調査可能 な家についての調査 は一応終了 し、
津地区、美 山地区へ
現在は恩方地区の北に位置す る月ヽ
と調査 を進 めてい ます。今後 も調査範囲を市北部へ と
拡大 してゆ く予定 です。
調査 までの手続 調査対象地区 を決定 した うえで、次
は調査先 をどの ように選定す るか、 これは非常 に重要
な課題で した。恩方地区 にお いては、調査 ポランテ ィ
ア の 中に地元在住 の方が含 まれて いたため、 こ うした
方 か らの情報提供 に より調査先 の リス トア ップ を行 い
ました。手順 としては、郷 土 資料館 よ り調査候補家 に
依頼状 を送付 し、 その 中か ら承諾を得 られた家につい
て 日程調整 を行 って訪間す る、 とい う段階 を踏んでい
ます。現在 の ところ調査 は月 1度 のペ ースで2〜 3家 を
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今後 の計画 と課題 今後 の課題 としては、調査地区が
変わることにより地元 の情報 をどの ように入手す るか、
市 の 中心部 については古文書 の残存がほ とん ど見込め
ない、等 の点が挙げ られます。 また、調査 中の古文書
の寄贈 。寄託 の要望 は今後 も増加す ると思われ、館 と
しての的確 な対応が求め られます。調査 ポラ ンテ ィア
について も、現在 は10名 前後 の人数 が 1班 となって行
動 してお り、調査先によっては大勢で訪間されるこ と
を負担 に感 じられ る場合 も少な くあ りません。今後、
よ り調査 に習熟 し、少人数 で行動 で きるようになるこ
と力浬 まれ ます。

何 のための博物館 ボランティアか
府中市郷 土の森博物館
ボランテ ィアの導入は、人件費の節減 のためではな
い。結果的 にそ うな ることがあるか も知れない し、 そ
れ も望 ましい ことは否定 しない。「ポランテ ィアに よ
って支えられてい ます」 と謳 えば、営利会社 を除 いて
どの組織にお いて も聞 こえは いいか ら、ポランテ ィア
の活動はさかんになる。昨今 の博物館 も例外 ではない。
幸 か不幸か、時節が ら予算削減の強 い要請 がボラ ンテ
ィアを元気にさせ た とも言えそうである。
「市
しか し、博物館 ポランテ ィアの何 よ りの 目的は、
民参加」 であろう。ひ ところ「市民のため の博物館」
とい うス ローガンがあったが、公共施設である以上、
当 た り前 の話で、 では今 まで誰のための博物館 だった
の Pと い う具合 になる。 これか らは「市民 とともに育
む博物館」 だ と思 う。
ポランテ ィアが単なる無償 の下請けではな く、運営
に関与す るものだ とすれば、導入にあたっては、それ
な りの準備 と党 悟が必要 である。 それに も関 わ らず こ
れか らの博物館 の あ り方 のひ とつ として、 ポランティ
アの導 入を図 ることはたいへ ん意義 の あることなので
はないだろうか。

特集・市民のカ ー博物館活動のひろが リー

の驚きやせつか く集まった資料を何 らかの形でまとめ
て残せないだろうかという声が多くありました。この
ような反響に後押しされて、青南国民学校の学童疎開
に関する資料をまとめることを検討しています。

高齢化 や職員不足、市内在住者 の郷 土史研究者不足な
どにより、文化財 の保護・ 普及のための後継者の育成
が急務 となって い ます。
「 史跡ガイ ド養成講座」 は、「入門編」 10回 、「 中級
編」10回 、「上級編」10回 の計30回 の講座 で実施 しまし
た。内容 は、
○入門編 ・市内の文化財紹介 と、実地踏査
○中級編 。専門講師 による福生 の歴史の講義

市民参加講座
「史跡 ガ イ ド養成講座」 の試 み
福生市郷 土資料室
近年、博物館 の事業 には市民参加 の活動 が広 く唱え
られて い ます。資料整理や展示 物 の解説員な ど、多種
多様 の ものがその対象 となってお り、数 多 くの事例や
実施結果 が報告 されて い ます。福生市郷 土 資料室 で も
市民参加型 の事業 として、「史跡ガイ ド養成講座」を平
成 11、 12年 度に企画 しました。 この講座 はニ カ年事業
として開催 し、市内に残 る史跡や文化財 を紹介す る人
材 を養成 し、 これ らの普及 をはか ることを目的 とした
ものです。今 回は この講座 の 内容 を紹介 し、問題点や
課題、今後 の展望 について考察 してみ たい と思 い ます。
福生市 では、 これ まで文化財 の保護 。普及 を目的 と
した「福生市文化財保護条例」 を昭和 48年 に制定 (昭
和 54年 全文改正、平成 3年 4月 1日 一部 改正 )し 、学
術的に貴重な文化財 は福生市登録文化財台帳に登録、
さらにこの うち重要 な もの を福生市指定文化財 に指定
して保護 して い ます。 これ ら市内に残 された貴重な文
化財 の状況 を把握す るため、「文化財総合調査」を昭和
45年 か ら実施 し、文化財指定 。登録 のための基礎的資

○上級編 ・福生 と関連す る多摩 の史跡見学
です。時間は、水曜 日午前 コース と土曜 日午前 コー ス
の 2班 を設定 しました。 これは参加者 の仕事や家庭環
境に関係 な く、 よ り多 くの市民が講座 に参加 できるよ
うに と配慮 したためです。
その結果、水曜 日は29名 、土曜 日は 5名 の参加 があ
りました。 土曜 日には一般に仕事 を持 つ若 い方 が参加
す ると考 えてい ましたが、その希望者 は少な く、逆 に
水曜 日に参加者 が 多 く集 ま りました。仕事 を退職 され
た方や主婦の方 の参加 が 目立 ちました。 これ まで講座
はほぼ土曜 日に開催 していたので、予想外 の結果で し
た。
また参加者 の 目的や レベ ル もまちまちで、歴史に興
味がある人 もいれば、福生市 のことを知 らないか ら勉
強のため来た人など様 々で した。課題 などが苦手な方
も多 く、 自主性 をもって学習す ることは困難 と判断 し、
入門編が終了 した時点でガイ ド養成 を目的 とせ ず、史
跡 。文化財 の所在や簡単な内容 を知人や家族 に紹介 で
きる講座へ と、その方向性 を変えて進めて い きました。
そ して現地見学や、実際に資料 を見 るとい った学習 を
増や しました。

料づ くりを行 なって きました。調査報告書は現在 まで
に31集 が刊行 され、その結果、平成 14年 度で市指定文
化財 は33件 、市登録文化財 は60件 をかぞえます。福生
市 の人 口は約 6万 人、市域 も狭 く、文化財 の所在確認
である文化財総合調査 は、ほぼ終了 しつつ あると考 え
られ ます。
そ こで、今後 の文化財保護、普及活動 の一環 として、
「史跡ガイ ド養成講座 」 を企画 しました。 これは市民
対象 の講座 で、市民に市内文化財 の基礎的な知識 を修
得 して もらい、今後 の保護活動 に役立てます。そして
最終的 には参加者 を、史跡 。文化財 を説明・紹介で き
るガイ ドとして養成す ることを目的 として い ました。
背景 には文化財総合調査 が 開始 されてか ら、すでに30
年 が過 ぎた とい うことが あげ られ ます。当時 は調査 を
行 な うにあた り、考古 ・歴史・ 民俗 。自然な ど各種 の
分野に専 門的なチーム を組織 し、調査結果 の報告書 を
刊行 し、文化財 の普及 をはか って きました。 これ と同
時に、市民対象 の 史跡 。文化財巡 りといった企画事業
は、 これ まで調査担当者や福生市郷 土 資料室 の職員 が
講師 とな り対応 して きましたが、近年は調査担当者 の
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今 回の講座 では、残念なが ら最終的 に当初 の 目的通
リガイ ドとい う形 で養成で きた方はい ませ んで したが、
初め ての試み として、参加者 の意識や傾 向な どのデー
タを収集 で き、今後へ の参考 とす ることがで きました。
そ して現在、 この講座の卒業生 の数名 が、地域 の歴史
サー クルや古文書研究会 に参加 し、郷 土史 の学習 と史
跡見学などの活動 を続けて い ます。福生市郷 土 資料室
では、 この ような市民や団体 へ の資料 の提供や企画 の

特集 。市民のカ ー博物館活動のひろが リー
協力、調査法 の指導 などを引 き続 き行 なって い き、人
材 の育成 をはか って い きます。平成 11年 には『福生市
史』 の普及版 『福生歴史物語」 が刊行 され ました。今
後 はこれをベ ースに市民対象 の福生市史普及講座 を企
画 し、今 回の講座 の結果 をふ まえて、市民 レベ ルのガ
イ ドの育成、 そして文化財 の次世代 へ の継承 を考 えて
い きた い と思 い ます。

五日市郷土館のボランティア

と思われ ます。 しか し、雨天で来館者 が 0の ときな ど
は、帰 る際「今 日は一 人 も来 ませ ンで した」 と言われ
ると気の毒 で、次回の当番の時は多 くの来館者 が来 る
ことを祈 って い ます。
古民家には、昔の農具 (石 臼、唐箕、蚕 の飼育道具、
籠、背負 い梯子など)も 数 は少ないが展示 してあ りま
す。 しか し、実際に自分 で使 ったことのない、 また、
古民家の ような家に住んだことのない解説員 さん力｀多
数 い ます。農業経験者や同 じような古民家 で生活 した
来館者が、音 を思 い出 し体験談などをす る者が多 く、
それを聞 くこ とが非常に勉強になるようです。 自己の
余暇 を利用 して、昔 の住居、農業 ・林業 ・商業 。漁業

あきる野市五 日市郷土館
あ きる野市生涯学習セ ン ター では、 市民 を対象に郷
土の歴 史、 自然、文化等 を学 ぶ講座 を開催 し、その受
講者が市民解 説員 とな り知 りえた知識で、各社会教育
施設でボラ ンテ ィア として来館者に展示品等 の説明 を
してい ます。各施設には、 日程表が配布 され当番の者
が派遣 されて来 ます。ほかに、市民解説員主催 で市内

などの道具、地域 の歴史、 自然などの勉強 をして、 そ
の知識 を市民解説員 として多 くの者 に解説 し、後世 に
伝 えることは大変貴重な ことであ り、郷 土館発展 に も
寄与 されてい るものです。 また、市民解説員 としての
ポランテ ィア活動 を生 きが いに して い る者 もいて、市
民解説員 ポランテ ィア活動の、益 々の発展 を祈 るもの
です。

の施設、名所 旧跡や神社仏閣などの案 内 と説明をす る
「市内探訪」 を実施 してい ます。
五 日市郷 土館 には、土曜 日、 日曜 日の午後 1時 か ら
4時 まで古民家で待機 して いて、来館者に古民家 につ
い ての構造や歴史 を説明 した り質問に答 えた りして い
ます。希望者には、郷土館 内の展示品説明や質問に も
答 えて い ます。 また、団体 の来館予約 で解説希望 の あ

展示説明員の活躍
羽村市郷土博物館

る時は、1週 間前 までなら生涯学習セ ンターヘ 派遣依
頼 を提 出 し、セ ンターで 日程 の合 う者 を探 し派遣 され

は じめに 平成13年 度は、39,193名 もの方 々に来館 い
ただきました。その うち、15,318名 が小学校 の団体 に
よる児童数 です。平成14年 度 か ら実施 されてい る新指

て来 ます。
小学校 3年 生では「昔の暮 らし」 についての勉強 を
して い ます。市内の12校 中11校 が郷 土館 を利用 して い
て、 それに も市民解説員 の派遣 をお願 い して い ます。

導要領 において、小学校 3・ 4年 生の社会科 で学習す
る内容 として「地域の地理 的環境、人 々の生活 の変化
や地域学習の発展に尽 くした先人 の働 きについて理解
できるよ うにす る」 との 目標が掲げ られて い ます。 こ

見学時間や授業 の 内容は学校 ごとに違 うので解説員は、 れ を受けて、東京都教育委員会 が作成す る副読本には、
直接学校 の担任教 師 と打 ち合せ をして実施 して い ます。 具体的な先人の例 として渋沢栄一や青 山士 とともに玉
熱心 な解説員は、事前 に郷土館へ 来て展示品を再確認
川兄弟が挙げ られてい ます。玉川兄弟 につ いては、以
して、その物 についてまた勉強す るな ど、子 ども達 に
前 の指導要領 による副読本 に も取 り上げ られてお り、
い
い
ったこと
間違
を言 っては けな 、分 か りやす く話 し
多 くの小学生が東京都 の偉大 な先人 として玉川兄弟 を
たい な ど努力 して い ます。子 ども達 と接 して市民解説

理解 し、玉川上水について学習 して きました。

員 としてボランテ ィアをす ることが非常によか った と
い う声 を聞 きます。

承応 2年 (1653)に 開削されたとされ る玉 川上水は、
羽村か ら多摩川 の水 を取 り入れて い ます。「進取 の 気

解説記録 には、市民解説員 として説明や質問 に答 え
るだけでな く、囲炉裏 を囲んで一 緒 にお茶 を飲みなが
らの会話が記載 されて い ます。年配者で、同 じような
萱葺屋根 の隙間風 の通 る家に住んで居たので懐か しく
思 い出 し、昔 の生活 など会話が弾み い ろい ろ勉強にな

性」 といわれ る羽村人の基盤 となって い るのが玉川上
水であ り、羽村市民 は大 きな誇 りを持 って上水に接 し
て きました。当館 では、その ような歴史 。文化 を正 し
く次代に引 き継 ぎ、市民 の学習の場 として機能 し、 多

ったこと、お茶が好 きな方で、 このお茶は美味 しいが
水道水ではな いので はないか と聞かれ、湧水 を汲みに
行 き使 って い るこ とを伝 え、水 の違 いが分か って もら
えて嬉 しか ったことなどが あ り、楽 しく解説 してい る
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くの情報提供 ができるよ うに と、玉川上水に関す る資
料 を展示 の 中心 に据 えて い ます。その ような当館 の展
示が絶好 の教材 となるとい うことで、 多 くの都 内小学
校 が社会科 見学などで訪れ るのです。公立小学校 は勿
論 のこ と、私立小学校 も多数利用 いただ いてい ます。

特集 。市民のカ ー博物館活動のひろが リー

展示説明員制度 の後継育成 しか し、現実 としてこの
展示説明員制度は岐路 に立たされて い ます。学習指導
要領 の改訂 に伴 う来館校 の減少 については杞憂であ つ
た と先に述べ ました。けれ ども、後継者問題 とい う職

昨年 度 の本紙 で懸念 した来館 され る学校数 の減少 に
つ い ては、今 の ところ担 当者 の 杞憂 に終 わ りま した。
これは 、前年 踏襲 型 の 引 き継 ぎに よる玉川 兄弟 の存在

感 の大 きさもあ るで しょうが、なによ り、当館 の展示
説明 (員 )制 l度 が広 く深 く各学校 に浸透 して い る賜物

人世界での大 きな壁がここに もあ るのです。
実際の ところ、当初 スター トした時 の要員 は 6名 で
した。すべ てが家庭 の主婦 で、貴重な時間を割 いて協
力 いただ いて きたのでしたが、今年度 はその 中か ら 3

と理解 して い ます。
展示説明員制度 のは じまり 平成 3年 5月 、市民公募
による「展示説 明員養成講座」 を開講 し、9月 より展
示説明員制度 を事実上 スター トさせ ました。 これは、
求め に
前述 の通 り小学校 4年 生 の団体 入館が 多いため、

名 を残す のみ となって しまい ました。 この間、何 も手
を打 たなか ったわけではあ りませ んが、結果 として後
継 を補充す ることな く当初 の人 たちに頼 って きました。
後継 として、展示説明をしてみ て もいい とい う人 たち

応 して常設展示 の説明 をす ることで、 よ り学習効果 を
上げ られるように との思 いが背景 にあ りました。
展示説明員制度 の概要 前述 の通 り、学校 の求め に応

に集 まつて もらい、当館 の展示に関す る講座、特 に玉
川上水 について学習 した後、先輩説 明員 の説明 を見学
す ると、 自分 たちにあそ こまで出来 ない と自信 をな く

して説明を実施す るため、学校 の予約 の段階 で説明希
望 の有無 を確認 し、希望 の ある場合 にはその時間帯 に
説明員 を配置 します。当初 とは運用上 の変更があ り、
現在 では 1時 間単位 の拘束時間 として い ます。当館 の

され、説明員 まで育 たないのです。それほ どまでに 自
立 した先輩方 は、大変誇 らしいの ですが、それがネ ッ
クとな って後継が育 て られな くなるとは予想 もしませ

展示説明員制度 は「無償」 ではな く、時間単位 の謝礼
を支給 して い ます。 また、1日 に複数校 が展示説明 を
希望す る場合 には、入館時間 に最低 30分 の時間差 を設

んで した。 これか らは、教員退職 者 の人 たちに も声 を
かけてい くべ きである と考 えてい ます。
また、説明を学校側 の来館時間 にあわせ るため、決
まった時間に説明をす るとい うわけにはい きませ ん。
予定 は基本的には lヶ 月前 ぐらいにはわか るのです が、

けて、2名 の説明員 を配置す ることもあ ります。
説明は、 オ リエ ンテー シ ョンホールに全体 を集め て
集団説 明 とな ります (前 号 当館記事 の写真参照)。 1校
あた りだい たい15〜 20分 程度、玉川上水、特 にその歴
史 と役割について説明 をします。現在 では各学校 の学

1週 間前 ぐらいにあわてて予約す る学校 もな くはあ り

習 の進み具合 なども考慮 に入れて、重点的 に説明 して
欲 しい個所 の希望 も取 り入れ て い ます。質問 などに答
えた後、展示室で個 々に説明す る場合 もあ ります。
さらに、月 1回 定例会 を開 き、説明内容 の統一や 説
明方法 の研究、時 には館外研修 などを行 い ます。翌月
の担当 もこの ときに調整 します。
展示説明員制度 の発展 学校 の求めに応 じて とい うこ
とで したか ら、 自然 と説明 の 内容は玉川上水 に限定 さ
れ るようにな りました。展 示説明員は、相手が小学生
であろ うと、決 して手 を抜 くことな く、 自己学習 を進
め、玉川上水 に関す る知識 を深 めて きました。古文書
が読めた方が原文書 の理 解 がで きると感 じれば古文書
の読解 について勉強 し、現在 の玉川上水 の様子 を知 ら
なければ子供達 の質問 に答 えられない と思 えば羽村か
ら四谷 まで歩 き、 さまざまな方 々か ら聞 き取 り調査 を
して、 日々研鑽 を進め て きました。結果、当館学芸員
と同等 か、場合 によってはそれ以上 の知識 を有す るに
至 りました。
評判 が評判 を呼 ぶ とはこのこ とで、現在では来館す
る学校 のほ とん どが展示説明 を希望 します。中には、
当館 の見学 には必ず展示説明が付 くと誤解 されてい る
先生方 も少 な くあ りませ ん。 さらに、事前に質問事 項
をフ ァ ックスで送 って きて、当 日それに答 えることも
あ ります。
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ません。相手の時間に合 わせ られ るフ レキシブルさが
要求 され ます。 これ も後継者が育 たない要 因の一つ と
考 えられ ます。
制度発 足 より10年 以上 が経過 し、現在 の展示説 明員
だけでは持 ちこたえられな くなって きてい ます。早急
に後継 を育成 して、来館 され る学校 の希望 に応えな く
てはな りません。
展示説明員制度が抱 える問題点

これ まで述べ て きた

とお り、当館 の展示説明員制度は各学校 に受 け入れ ら
れ、大変誇 りの ある制度 であると自負 して い ます。 し
か し、 ここにはい くつ もの問題が内在 して い ます。後
学 のためにそれを整理 してお きます。
まず第 1に 後継育成 の点です。 ■れは前述 の通 りで
す。第 2と して、説明内容 の個人差 があ ります。研修
会や他 の説明員 の説明を聞 くことで、最大公約数 の説
明内容 は各 自が理解 できます。当館 としては各学校 に
同 じレベ ルの説明をしたい とい う考 えがあ ります ので、
この最大公約数が きちん と説明され て いれば問題 はな
い と考 えます。 しか し、解釈 については大問題 とな り
ます。当館 では、玉川上水に関す る展示 の基礎資料 は
『上水記Jの 内容に基づ いてい ます。当然展示説明に
お いて もこの資料 に基づ く説明 とな ります。 江戸時代
の玉 川上水 に関 しては、建設 当時 の資料 がな く、 明確
な事実 を知 ることは不可能 です。後世 に記録 された資
料 には、『上水記Jの ほかに工事 の期間や費用 な どにつ

特集・市民のカ ー博物館活動のひろがリー
いて異なるものがあ ります。 どれが正 しくて どれが間
違 って い るとい った次元 の問題 ではあ りません。解釈
の問題 です。 当館 では 『上水記Jの 記述によってい る

す るであろうし、 また、潜在的に ポランテ ィアの志望
者はかな り多い とも予想 される。 したがって、今後、
先進的 にポランテ ィアを取 り入れてい る館 の事例 を学

とい うことに過 ぎないの です。 それを、 自分 の解釈 で
はこうだか らとい つて、『上水 記Jの 内容 を否定 された
り、違 う説 を説明す ることは許 され ません。個人の学
習が高 まるに従 って、 い ろい ろな解釈 をしたい と思 う

ばせ ていただ きなが ら、ポランテ ィアを活かせ そ うな
分野 の研究 をす る必要があると考 えてい る。

のが研究者 です。 そこの線引 きを最初 に きちん と押 さ
えておかなければな らない問題 です。

補佐す るもので、 ポランティア活動 として位置付けて
はいない。

第 3と して、謝ネLの 問題 があ ります。臨時職員で も
なければ研究者 としての講師で もない展示説明員は、
身分 的 に非常 に不安定 な位 置にあ ります。 い っそ無償

市民が参加 できる館活動 として当館 では、現在、体
験学習が主体 となってい る。平成 13年 度 には14回 の体
験学習 を開催 した。(附属施設古民家 園実施 の ものは除

な ら博物館 ポランテ ィア として堂 々 と存在 をア ピール
で きます。 しか し、展示説明のために実地見間 に出か
けた り、資料 を購入 した りとい う努力 に、何 か報 い る

く)七 夕など年中行事 に関連す るものが 6回 、竹細工
や手打ちうどん作 りなど郷土の伝統 を学 ぶ ものが 5回 、
文化財め ぐりなど市内を散策す るものが 2回 、講演会

ために謝礼 を支払 って きた とい う経緯 があ ります。
そ して、最後に博物館 との関わ り方 があ ります。博

が 1回 とい う内容 であった。 14回 の体験学習 を通 し、
｀ ″
のべ 479名 の参加 があった。参加者 の傾向は 食 に関
す るもの などいわゆるおみやげ付 の事業 は人気が高 い

物館 ポランテ ィア制度のある館 に も共通 してい ると思
い ます が、個 人対博物館 なのか、 グループ としての ま
とま り対博物館 なのかで、関わ り方が 異な って きます。
これは主体 とい うことに も関係 してきます。
おわ りに 当館 の展示説明員制度 につ いて概略 をご紹
介 し、問題点 を整理 してみ ました。今後 も積極的に取
り組んでい きたい事業 ですので、 い ろい ろとご指導、
ご教示 いただければ幸 いです。

なお、当館では土 日祝 日に市民団体 に展示解説 を有
償 で委託 して い るが、 これは職員 が手薄な土 日祝 日を

ようである。今後、体験学習 としての範囲を逸脱せず
に、市民のニーズに応 したテーマ をいかに設定 で きる
かが課題 となってい る。
一 方、当館 の収蔵資料 の 多 くは市民か らの寄贈 品で
ある。やや乱暴 だが、間接的な市民参加 と考 えられな
くもない。
現在 まで館が活動 して これたのは 多 くの市民 に支 え
られて きた とい う事実 も否定できない。 しか し、現在
の 当館におけ る活動は、体験学習に しろ企画展に しろ
｀
″
市民 =お 客 とい う図式 であ り、市民 と館 の間には
｀
まだ まだ距離 が あるとい わ ざるを得 な い。 市民 =お
″ い 一元
的な考 え方 を一歩すすめて、館 と市民
客 と う

市民参加の現状 と課題 を考 える
立川市歴史民俗資料館

が一体 となって活動 できる機会 を探 ってみ る必要があ
ボランテ ィアの活用 と市民参加型の館活動について、 るだろう。難 しい面 も多々 あろうが市民企画 の体験学
当館 で紹介で きる事例は多 くはないが、現在の課題 と
習や写真展など、できそ うなことか ら始めてみたい。
今後 の展開 を考 えてみたい。
昨今 の博物館 ・ 資料館 をとりま く環境は例年厳 しさを
最近、 ポランテ ィアを館活動に活かそうとす る取 り
組み をよ く耳にす る。阪神淡路大展災 の支援 ではポラ
ンテ ィアが大活躍 したそ うで、 ポランテ ィアがかな り
社会 に活か されて きたよ うである。 しか し、欧米に比
較す ると、 日本ではポラ ンテ ィアに対す る認識が まだ
まだ低 い ように感 じられ る。 ポランテ ィア活動 が うま
くいかない原因のひ とつ は ｀ポランテ ィア =無 償奉仕 ″
とい う図式 だけが先行 し、採用側は人件費のかか らな
いアルバ イ トとして考 えて い るが、ポランテ ィア側は
そ こ まで期待 されて も困るとい う双方 のズレが考 えら
れ る。 ポランテ ィアにつ いての認識不足 を改め る必要
がある。
当館 では現在 までポラ ンテ ィアを取 り入れた本格 的
な活動は実施 して い ない。 しか し、今後はポランテ ィ
ア (市 民の力)を 活動に活かそ うとす る方向にシフ ト
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増 してい るが、逆に、市民が参加 で きる環境作 りへ の
チ ャンス として、今後の館活動 につ なげて い きたい と
考 えてい る。

特集・ 市民 のカ ー博物館活動 のひろが リー

さん担 当 の職員 が 史料 の選択 につ い てア ドバ イ ス を し

日野の古文書を読む会とふるさと博物館

た り、市 内 の古文書 を解読演習 の 史料 として提供 す る
な どして会 の 活動 を支 えて きま した。 そ して平成 10年
に市史編 さん事業が終 って、 日野市史の活動 の場 が 当

日野市ふるさと博物館
日野の古文書 を読む会は、平成 5年 に 日野市中央公
民館 が行 なった「初めて古文書体験教室」 に参加 した
メンバ ーが 、受講後 の平成 6年 1月 に立ち上げたサー
クルで、今年 10周 年 を迎 えます。
メンバ ーは40〜 70代 の 男女 か ら成 ってお り、主な メ
ンバ ーの もとの職業は会社員や公務員、主婦 な ど様 々
で、定年退職や子供 の成長 を機 に新 たに古文書 の勉強
を始め た方 々 です。
この会 は、毎 月の例会講師 を会員 が交替 で担当す る
ばか りか、 日野市 中央公民館が開催 した、その後 2回

館 に移 ったの を機 に、 当館 も古文書 の会 と深 く関 わ る
よ うになった の です。

研究部会は、現在、週 1回 当館講座室に集 まって部
会 としての活動 を行 った り、博物館 に寄贈 された膨大
な資料や期限つ き借用資料 の 目録 とりや、展示に必要
な文書の解読、 日野宿瓦版 などの リー フレッ ト作成 な
どのポランテ ィア活動 も行 ってい ます。 さらに週 1回 、
。
。
有 志が集 まって谷氏か ら江戸後期 か ら明治 大正 昭
和にかけての 日野宿 の変遷 に関す る間取 り調査 を行 っ
て い ます。
博物館 へ のニー ズは学校教育面や生涯学習社会 の 中

の古文書入門講座「や さしい古文書体験教室」 (平 成 6
年秋 )、 「古文書 で読む江戸時代 の旅」 (同 11年 秋)の 講
師をつ とめ、 また会 員向け に 『古文書学習 の手引 きJ
を編集 。発行 し、 さらに一般 向けの歴史講演会 「江戸
。
幕府 の代官 と多摩 地域 」 (講 師村上直先生 年 1回 連続
3回 )、 「 児玉幸 多先生 のお話 を聞 く会」(講 師児玉幸 多
先生 )を 主催す るな ど、古文書 を読み、地域 の歴 史 を

で増すばか りです。限られ た職員で展示 をは じめ学校
教育 との連携や体験学習会 ・講座、 レファ レンスな ど
様 々 な業務 を行わなければならず、膨大な資料 ・ 情報
の調査 。整理 を十分行 うことができないのが現状 です。

勉強す るのが楽 し くて しか たがない会に成長 しました。
日野の古文書 を読む会 の有 志による研究部会 は、平
成 6年 10月 、 日野宿 の間屋兼 日野本郷名主である上佐

であ り、常 に新 しい教材 を入手す ることに もなるわけ
ですか ら、会 自体 の学習活動 に広が りを出す ことがで
きます。そ して このよ うな「お互 いに支えあ う」 の関

藤家 の襖下張文書 の調査 (下 張 りのため切断された状
態 の文書 の なかか ら同一文 書 を見つ けて修復 ・接合 ・
分類 して袋 に詰め、日録 をとる)。 解読 のために発足 し

係 こそが、会 との良好な関係 を保 つ上での不可欠要素
であ り、 このよ うな人々 を各分野 で育 てるこ とこそが、
限 られ た人員の 中で館 の活動 を広げ る鍵になるのでは

ました。 これ まで解読 した書状件数 は四百数十通 に達
して い ます。
また この研究部会 は、平成10年 に当館 で行 った市制
35周 年記念 企画展「 日野新選 組展』に併せ て、『八王子

ないか と考 えます。
市内にはこの他 に も、「歴史 と民俗 の会」や「 日野の
昭和史を級 る会 」など様 々 な会が活動 して い ます。「 日

千人同心井上松 五 郎 文久三年御上洛御供旅記録』 を
解読 し、出版 しま した。 これは、新選組隊士井上源三
郎 の兄松五郎 が14代 将軍徳川家茂 に従 って上洛 した際
の 日記 で、旅 日記 としての面 白さに加 え、新選組 とし
て組織 され る以前 の近藤 ・上 方 。沖 田・井上 らの動向

その ような中、同会 の ような手助けは とて もあ りが た
いマ ンパ ワー です。 一 方 同会 で も、整理作業 な どは
様 々 な資料 に実際触 れることができるまた とない機会

野 の古文書 を読む会」が10周 年にあたる本年、当館 で
は展示 の 中でこれ ら団体 の活動 を順次紹介す る予定 で
す。博物館 はこれ らグループに活動 の場 と資料 を提供
し、後継者育成 のための講座 を開 くなどしてその活動
を支援す ること、そ うい った関係性 を築けるよう、 こ
れか らもがんばってい きたい ものです。

が記 された、新選組研究 に とって重要 な史料 です。 ま
た当博物館が発行 。配布 して い るリーフレッ ト『殉節
両雄之碑』は、明治時代 に高幡 山金剛寺 に建 て られ た
近藤勇・土方歳三の顕彰碑 (原 文は漢文 )に 読 み下 し
と注釈 ・解説 をつ けた もので、同部会 が解読編集 した
ものです。 こ うして培 った力が、博物館 での活動に遺
憾 な く発揮 されて い ます。
日野 の古文書 を読む会や同研究部 会 の地元に密着 し
た地道 な活動 には、 日野 の郷 土 史家であ り、 日野市史
編集委員 (現 在は 日野市古文書等歴史資料整理編集委
員会委員)と して市 の歴史編 さんに長年か かわつて き
た谷春雄 氏の指導 と援助があ ります。 また 日野市史編
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ボ ラ ンテ ィアが伝 える昔の暮 らし
一小学生民具案内一
くにたち郷土文化館
当館 でのポランテ ィア活動 の典型的なもの として地
域伝承 グループに よる「民具案 内」及 び 「我 ら稲 作
人」、市民指導者 による「星空ウォッチ ング」が挙 げ ら
れ る。 ここでは民具案内 を中心 にポラ ンテ ィア活動 と
博物館 の関わ りについて述べ る。

特集 。市 民 の カ ー博物館 活動 の ひ ろが リー
1。 民具案内の経緯
民具案 内は、 もともとは市立第
一月ヽ
に
PTA父
母や市民 の手で集め られた多 くの
学校

民具 (昔 の農具や生活道具類 )を 使 って、学校、教育
委員会、地域 のポランテ ィアグループ「 くにたちの暮
らしを記録す る会 」 (記 録す る会 )の 人たちが小学 3年
生に当時 の話 を聞かせ 、実際に道具 を使 ってみせ、体
験学習 の場 として案 内 しようとい うこ とで昭和 50年 代
に始 まった。
案 内役 の「記録す る会 」 の メンパーには50代 か ら60
代 の主婦や 70代 か ら80代 の農家 の男性 ら10数 名 が参加
し、教育委員会社会教 育課 とともに民具 の収集や聞 き
語 りの記録 集作成 な どの活動 をポランテ ィアで行 って
きた。 メンパーは家事仕事 の合 間を縫 って、 また、農

濯板 でハ ンカチを洗ってみ る(写 真)。 また、石 自で大
豆 をひき、 きな粉にす る過程 を体験す る。それぞれ の
作業 の合間 を縫 って案 内役 を買 って出て、それぞれの
持 ち場 で体験談や伝統的な技 を生徒 たちに伝 えてきた。 場面 に案 内役がついて指 導す る。 そ して、全員が研修
案 内役 の人たちが第一小学校 の 2つ の空 き教室に生
室でわ らを使 って縄 な い を行 う。 多 い学校 で120名 以
徒 たち を案 内 し、そこに保管 されてい る民具類 の使 い
上 の生徒数になるが、縄 ないの指導には15名 の メンバ
ー全員 が あた り、 まさに手取 り足取 りの指導になる。
方 を説明す る。自や杵、鍬、千歯扱 き、万石 とい った
い
ついて
道具 を見せ、使 方や仕事振 りなどに
話 をす る。 初めての縄 ないに戸惑 う生徒 もい るが、30分 ほ どで一
続 いて視聴覚室 では部屋 を暗 くし、 ランプ に明か りを
通 り縄 の状態 までに仕上げ る。中には 2本 つ ない で縄
灯 し、 まだ電気はな くランプ しかなか った時代 の暗 さ
跳 びの縄にす る生徒 もい る。 自分 でわ らか ら縄 をなえ
と明 るさを実感 して もらう。 ここでは記録す る会 の年
長者が昭和初期 の暮 らしぶ りや子供 の遊 びなどについ
て話 をす る。 さらに、石自を使 って生徒 たちに自を回
させ、実際に大豆 を挽 き、 きな粉にな って出て くると
ころ を見せ る。 ここでは案 内役 が「石 自ひき歌」 を歌
って聞 かせ た。最後 はわ らを使 って、縄ない を体験す
る。 このよ うな体験学習 を案 内役 ポラ ンテ ィア、教育
委員会、学校 の 3者 が一体 となって、午前中にかけ行

たことに大喜 びである。
これ らの案 内を通 し
3。 ポランテ イア活動 と博物館
て生徒 たちは、教室 の勉強 とは一 味違 う学習 をし、 自
ら体験す る感動 を味わうことになる。最後 の まとめ会
では、生徒 たちか ら、昔 の道具に触れ工夫 の様子がわ
かったことや、石自の働 きの素晴 らしさ、縄 ないがで
きた ことの喜 びなど、生 き生 きとした感想が一 人一 人
か ら出され、改めて民具案内の重要性 を感 じさせ て く

って きた。毎年、公立小学校 8校 の うち 5、 6校 が参

れ る。

加 した。

博物館施設 として民具資料 を多 く収蔵 して い るが、
保存 して い るだけでは資料 が活か されない。 これら を
いかに活用 してい くかが大 きな課題 である。道具が使
われていた状況や生活 の様子 を地域 の経験者に語 って

2.案 内役の役割

その後、平成 6(1994)年 に くにた
ち郷土文化館がで きた ことをきっかけに、翌 7年 1月
か ら郷土文化館 に移行 して民具 を使 った体験学習を主
体 とし、公立 8校 に私立 3校 を加 えた11小 学校 の 3年
生 を対象 に総合 学習 の一環 として、記録す る会 の人 た
ちの協力を得 て毎年 2月 を中心 に行 って い る。会場に

もらい、 それを生徒が聞 き、実際に使 ってみて理解が
深 まる。
記録す る会 の活動 は、民具案 内のほかに も「我 ら稲

は講堂、研修室、歴史庭 園、伝承庭園、展示室などほ
とん どの施設 を使 ってい る。民具案 内の期間は11小 学
校 の 3年 生約 900名 が当館 に訪れ、冬 の 風物詩 ともな

作人」 での稲 作指導や「わ ら細工教室 」 でのわ ら草履
作 り、注連縄飾 り作 り、古民家 での伝統行事 の再現 な
ど幅広 く、博物館活動 を支 える一翼 を担 って い る。 こ

って い る。

の ように地域 の生活文化 を語 り継 ぎ、体験 を通 して子
供 たちに伝 えてい く案 内役 のポランテ ィア活動 は、博

郷 土文化館 では、 まず講堂 で行灯や提灯、手燭、が
ん どう、 ランプ な どさまざまな明か りの道具 を見て、
部屋 を暗 くして実際に各道具 に明か りを灯 し、記録す
る会 の年長 の会員か ら解説 を聞 き、電気がな い頃の生
活ぶ りを学ぶ。次に歴史庭 園 と伝承庭 園で くずはきか
ごや もっこ、野菜か ご、背負 い梯子な ど運ぶ道具 を担
い でみ る。明治時代 と思われ る大八車 もグループ でひ
いてみ る(表 紙写真 )。 一方では たらいに水 を張 り、洗
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物館 に とって貴重な ものである。会員 の高齢化 が進む
中で、態勢 の継続性について も一体 となって取 り組ん
でい く必要があると考 える。現在 では、 この ような伝
承活動 に関心 を持 つ若手 の主婦 の参加 もあ り、記録す
る会 の活動 を支えて い る。博物館資料 をもとに生 きた
体験学習 を行 うために も、市民 ポランテ ィア との協力
関係 を強めてい きたい と考 える。

特集 ・ 市民 の カ ー博 物館 活動 の ひろが リー

生 まれ、友達 の意見 に耳 を傾け、各 自自分 の意見 を持
ち発表で きるようにな りました。 この時間のね らいは、

人 か ら学 ぶ 、 自然 か ら学 ぶ
―ボランティアと共に行う総合的な学習一

タネ の分類について 自分 の意見 を持 て る、で した。
最後は タネの標本 を作 って終 りです。運ばれ方で整
理す る子、採集地別に整理す る子、色や形で整理す る
子 …。 タネ博物館 と名づ けて標本整理 をした子 もい ま

東大和市立郷土博物館
「環境教育 ポランテ ィア講座 を開催 します !〜 総合的
な学習 の授業 をお手伝 いい ただけませ んか ?〜 」 こん
なタイ トルのチラシ を、昨年 の 4月 に小学生 の保護者
あてに配 りました。講座 の 目的は総合的な学習 の 中で、

した。
タネの授業は、ボランテ ィアの方 たちの協力な くし
てで きない授業で した。 ボランテ ィア リー ダーが大勢
見えたことで、楽 しくわか りやす い授業にな ったので

す。子供 たちも喜んで くれ ました。 もちろん、学年 の
環境教育 (自 然観察、 自然体験 を中心 とした活動)を
行 う時 のグス トテ ィー チャー を育てるとい うものです。 先生 との打合せ は綿密に行 われました。そのことで、
この呼びかけに30人 以上 の方 が応募 して ください ま
先生 のはた らきかけ、私 たちのはたらきかけが分担 さ
ペ
っそ
れ、 とて も効果的だ った と思 い ます。
く小学
した。 月 1回 の ー スで講座 を開催 し、さ
学芸員が 1学 年 100人 を相手に話 をした り、フ ィール
校 に も学芸員 と共に出向 いて授業 を行 ってい ます。
*
*
ドワー クをす るのには、限界があ ります。 ボランテ ィ
「わ―す ごい !」 「後 ろの方 で もや って ください !」
小学校 4年 生 の授業 のひ とこま。飛 ぶ タネの模 型 を作
って教 室 で飛 ば して見せ た ところです。理科 の 単 元
「すず しくなると…」 を発展 させ、総合 の時間 にタネ
について学習 しようとい うことになったのです。
は じめ の時間 は先生 か ら「みんなで育て たヘ チマ に
もタネがで きたね。 タネが い くつ あるか数 えてみたい
ね。」と投げかけがあ りました。 こ うして子供 たちはタ
ネに興味 を持 ちは じめ、学校や家 の まわ りでタネを集
め るようにな りました。
次 の時間、学芸員が ワー クシー トとい ろい ろなタネ
を持 ってい きました。植物 の タネは 自分の仲 間を増や

アの方々 にお手伝 いいただ くことで、 よ り楽 しくわか
る授業にな り、内容 も発展 させ ることがで きるで しょ
う。行 く行 くは ボランテ ィアの方へ 直接学校 の先生 か
ら連絡が行 き、講師の依頼 をされ るようになると思 い
ます。それが この講座 を開催 した目的の一つで もある
のですか ら…。

*

*

講座 の 内容や授業 の様 子、今後 の お知 らせ 、 ボ ラ ン
テ ィアの 方 か らの 意見、感 想、子供 たちの ワー クシー
トや授業 の感想 な どを級 った通信 「 風 のた よ り」 も発
行 して い ます。 ご希望 の方 にはお送 りします ので、 ご
連絡 くだ さい。

す ため、 さまざまな方法で遠 くへ運ばれる工 夫 をして
い ます。 ワー クシー トを使 って、風 で飛ばされ る、動
物に食べ られて フン として運ばれる、た くわえられて
運ばれ る、 くっつ いて運ばれ る、は じけ とぶな どの運
ばれ方 があることを学 びました。
その後、紙 とク リップ を使 って風 で飛ば され るタネ
(マ ツ、 ユ リ、ツ クバ ネな ど)の 模型 を作 ります。な

るべ く本物 と同 じような形にす ると、 ヒラヒラクル ク
ル まわ りなが ら落ちてよく飛ぶのです。
この授業 では、ポランティアの方 たちが大活躍。子
供達 のあいだ をまわって、適切なア ドバ イスをしてい

タネの模 型作 りを見守 るポ ラ ンテ ィ ア

ただきました。そうでなければ、時間内に予定の模型
を全て作 ることはできなかったでしょう。
次はフィール ドワー ク。雑木林 に出かけタネの採集。
「 1人 10種 類は集めたいね」 とい う投げかけに、子供

市民 の手で植物標本 を
パルテ ノン多摩歴史 ミュー ジアム

た ちは熱心 に タネ探 しを して い ました。 もち ろんポ ラ
ン テ ィ ア の 方 に も来 て い ただ き、 い っ しょに タネ探 し
を しま した。
今 度 は、 みんなで集 め た タネの仲 間わけです。 タネ
を運 ばれ方 に よって分 けて い きました。 当然、運 ばれ

当館 の主要事業 のひ とつ に、開館以来ず っ と続けて
い る植物観察会がある。 多摩市植物友 の会 とい う市民
団体 と手 を携 えるように して実施 して きた もので、植

方 の わか らな い タネ も出 て きます。 そ こで話 し合 いが

物 を仲 立 ちとして市民 とともに作 り上げて きた事業 の
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ひ とつ に数 えることができるよ うに思 う。
■市民の手で植物標本 を 植物観察会が始 まったのは、
当館 の設立 よ り10年 以上 も前にさか のぼ る1981年 (昭

専 門的 な話 をきい た りして い る。 この 2つ の 講座 は、
人材 の育成 とい う点 で、 よ り有機 的 な関係 を もたせ る
こ とを念頭 にお い て い る。初級講座 で育 った人材 は、

和 56)の こと。 多摩市立郷土 資料館 (当 時は仮称 とし
てこ う呼ばれてい た)を 設立す るにあた り、収蔵す る
植物標本 を市民 の手で作 ろ うとい う目的で、 多摩市教

中級講座 で よ り高度 で実践的な知 識 を身につ け、 さ ら
に初 級講座 でサ ブ リー ダー として初心者 の指 導 にあた

育委員会に よって始め られた。翌年 の1982年 (昭 和 57)
には、市民団体 として 多摩市植物友 の会が創立 され、

■講座受講生 による植物調査 中級講座 では、2000年
度 よ り多摩市の植物調査 を実施 してい る。年度 ごとに、
特定 のエ リアを対象 とした植物相 (フ ロー ラ)調 査 を

会員 たちの精 力的な努力によって、 多数 の植物標本が
確保 された。
その後、 多摩市立郷 土 資料館構想は紆余 曲折 を経て、
ホール機能 を併設 した複合文化施設 とい う形で決着 し、
1987年 (昭 和 62)に 多摩市立複合文化施設 (愛 称 :パ

ル テノン多摩 )と して開館す ることになった。
もともと多摩市立郷 土 資料館設立 のために集め た植
物標本 だったのだが、結局、 ホールが メイ ン となった
複合文化施設 となったことで、残念なが ら当初 のね ら
い とは若干ずれる結果 となって しまった。 とは いえ、
開館 と同時 に、当館主催 の植物観察会が立 ち上が り、
以後 15年 以上 にわたって活発に活動 を続けて い る。
■活発 な観察会 現在では、講座 を初級 と中級 とい う
2つ の レベ ル に分 けて実施 して い る。初級は、 開設当
初か らの一般参加 に よる観 察会。中級は、植物 の知識
をある程度有 して い る人 を対象に した、 よ り高度な内
容 を扱 う講座 である。初級講座 では、 コース設定か ら
事前 の下見、当 日の案 内、参加者へ の指導に いたるま
で、すべ て 多摩市植物友 の会 の会員が持 ち回 りでおこ
なって い る。遠 くへ 足 を伸 ばす とい うの ではな く、 も
っば ら足 もとの 自然 を見つ めて い こ うとい う趣 旨で、
多摩市 とその周辺地域 をフ ィール ドとして実施 して い
る。この観察会 で歩 いた コースは、
『多摩丘 陵 自然ふれ
あい散歩道Jと い う本 にまとめ、けや き出版 よ り1994
年 (平 成

2)に 出版 し、 トー タル で7,000部 以上 を売 る

ベ ス トセラー となった。

るとい う循環的な システム を目指 して い る。

お こな うとい うもので、参加者 自身が調査 を体験 す る
ことに よ り、調査 の方法 を学ぶ ことを主眼 としてい る。
年間講師である畔上能力氏 (植 物研究家)の 指導 の
もとに、確認 された植物の種 名 を調査票に記載 してい
き、後でデー タを集計す るとい う方法 で調査 を進めた。
調査結果は、当館が発行す る紀要 に発表 して い る。
なお、2000年 度に実施 した「 多摩川 の植物調査」 で
は、456種 (帰 化率 27.2%)、 2001年 度 の「 多摩市南西
部 の植物調査」では、632種 (帰 化率 16.9%)が 確認 さ
れた。
■集大成・ 多摩 の植物展 1997年 (平 成 9)9月 には、
これ までの活動 の集大成 として、多摩市植物友 の会 と
当館 との共同主催 で、「 多摩 の植物展 〜15年 間のフ ィ
ール ドノー トか ら〜」 と題す る特別展 を開催 した。 こ
れ までの地道な活動の成果 を、地域に還元 しようと企
画 したものだ。
準備 は 2年 前か ら始め、植物友 の会 の メンバ ー と、
合 計 21回 にわた る打 ち合 わせ をお こ なって、展示 は も
ちろん催 し物、販売 グ ッズ な どの内容 を決定 して い っ

た。14日 間 とい う短 い会期 ではあったが、期 間中は
4,740人 (1日 平均339人 )の 観覧者が訪れた。 また会
期中には、小ホール を使 って、植物友 の会会員による
スライ ド上映会「 多摩の植物・映像散歩 〜私たちが出
会 った植物 〜」 (参 加者291人 )や 、多摩地域 をフィー
ル ドにしている市民団体 の方々 を招 いたシンポジウム
「多摩の 自然環境は い ま〜人 と地域の ネ ッ トワー ク
〜」 (参 加者218人 )を 開 くなど、かな り盛 りだ くさん
な内容 となった。
市民が主体 的 に参加 して作 って い く展示 とい う意味
では、 一 定 の成果があったのではな い か と自負 して い
る。
■課題 は標本整理

植物友 の会 メンパ ー たちの精 力的

な努 力に よ り、集め た植 物標 本 もか な りの数 にの ￨よ っ
た。現在 は、植 物友 の会 の有志 の 方 々が 、 まった くの
ポ ラ ンテ ィアで整理 作業 を進めて くだ さって い る。標
本整理 に来 て い ただ いて い る会員 の 方 々 には 、本 当に
一 方、 中級講座 は 、年 間 を通 した継続受講 の 形式 で
お こなってい て、 年 間テーマ を決め て深 く掘 り下げ る
よ うな観察会 を した り、外部 か ら専 門家 を招 い てよ り
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頭が下が る。
ニ ュー タウ ン区域が市域 の 6割 を占め る多摩 市 では、
環境 の変化 が著 しく、外 国産 の帰化植 物が急速 に分 布
を広 げて い る。種 の 同定 も困難 を極 め、作業 はなか な

特集・ 市民のカ ー博物館活動 のひろが リー

の です。つ まり特定一個人のみの指導者 の下 で学習す

かはか どらない。 しか し、 いずれは植物標本 目録 を完
成 させ、イ ン ター ネ ッ トによる公開ができる 日を、み
んな心待 ちに しなが ら、作業 を進め て い るところであ
る。
̀
最後 に、今後 の大 きな課題 として、植物 を担当す る
専任 の学芸員 が いないこ とを指摘 してお きたい。開館

る方法ではな く、上級生 が後輩 を指導 し技術 と知識 を
伝授す る方法 を採用 して い るのが最大 の特徴 です。 ま
た、各サー クルは 4月 の発足式で立ち上げて活動が始
ま り、翌年 の 2月 に開催 され る学習創作活動 の発表 の
場 である「サ ー クル作品展」 を経 て、3月 の終了式 で

終わる とい うシステムを採用 してい ることも活動 を メ
当初 は、植物 を専 門 とす る学芸員が い たため、観察会
リハ リの あるもの としてい ると思 い ます。そ して、会
の運営や標本 の整理 な どについて、専 門的な助言な ど
員期間 も最長在籍 でも 4年 間で卒業 ですので下級生 で
もで きて いたよ うだが、担当職員 の異動 が続 き、現在
あ った方 も翌年にはそれぞれ指導す る立場になって い
は歴史担当の学芸員 が植物観察会 を兼務す る格好 とな
って い る。今後 も実 りある活動 を続け て い くためには、 くわけです。 このよ うに して学 ぶことの楽 しさと教 え
合 うことの喜びが相乗効果 を生 み、 よい人間関係 を創
植物担当の学芸員 の採用 が どうして も必要 となって く
り出 し、サー クルでの学習 と創作 活動が活気 に温れて
るだろう。
い るのだ と思 い ます。
さらに、農工大ならではの特徴 としてサー クル活動
で使 う材料 を学内で調達 できるものが あるこ とで しょ

大学と地域社会を結ぶ繊維博物館サークル活動

う。 たとえば、農学部 の牧場に羊毛刈 に行 く、附属農
場 で田植 え 。稲刈 りをして藁 を調達す るなどは特 にユ
ニー クな点です。 また、 これ らの材料 を用 いて一般 の

東京農工大学工学部附属繊維博物館
繊維博物館 サー クルは「繊維博物館友 の会」事業 の
ひ とつ として、昭和 55年 度 か ら始 まってい ます。サー
クル設立の趣 旨は会員 の生涯学習の一端 を担 うことに
あ ります。博物館 の施設 を利用 して活動 を行 い、 また

方 々にサー クル活動 のエ ッセ ンス をお伝 えす る「サー
クル講習会」 も学 ぶことの楽 しさと教 え合 う喜 びの場
として、内外 ともに好評 を得 てお ります。加 えて、最
近 ではサー クル特別活動 の一環 として、小学校 へ総合

同時に当博物館 の種 々の行事 に も積極的 に参加す るこ
とを通 して繊維博物館 の発展に協力す ることを目的 と
。
。
して い ます。現在、織物 ・絹 。ひも結 び 組 ひ も 和
紙絵 。レー ス・手紡 ぎ・ 型絵染 。つ るかご・手編・ 藍
わ らの12の サ ー クルが 活動 を行 ってお り、約260名
染。

学習 の講師 として招かれ た り、地域 の公 民館 などで講
習会 を開催 した りす る機会 も増 えて きました。
繊維博物館 の特色あ る展示物 として繊維素材 の他 に

の方 々が各 サー クルにて学習 と創作活動 を行 ってお り
ます。 この ことは生涯学習 の実践 の場 を提供す ること
によつて、地域社会 に開かれた大学 をめ ざす東京農工
大学 の大 きな特色 の一つです。

繊維関連 の道具や機械類 があ ります。 これ らの機械類
二
は動 いてい るところを見 て もらうことで より 層展示
の効果が上が ります。そ こで平成 11年 に「繊維技術研
究会」が組織 され ました。会員は東京農工 大学 の卒業
生 を中心 とした永年繊維企業で働 き繊維関連 の技術 を
もつ 人達 です。現在 では紡績機械や 自動繰糸機、 自動
織機、編機、 ミシン、組 ひ も機 などの整備 が進め られ、
小学生が見学 に来た時などに機械 が動 く様子 をみせ て
解説す るなどの活動によって大変喜 ばれて い ます。
ロ ピー に置か れ た取 っ手 を
回転 させ る とだれで もす ぐ
組 ひ もが作 れ る機械 。繊 維
技術研 究会 の会 員が整備 し
て い ます

手紡 ぎサークルによる講習会
当博物館 のサー クル活動 が今 日の ように活発にな っ
たのは歴代 の館長、顧間教 官、歴代館員 と共にサー ク
ル会員 の永年 の研 究 と努力 の成果 に よるものです。 そ
ニ
のなかで培 われたのが、一般のカルチャーセンタ に
ある工 芸教室等 とはまった く異なる現在 の運営方法 な
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繊維博物館 では特別展 ・ サ ー クル講習会 な どの行事
は ホームペ ー ジでお知 らせ して い ます のでぜ ひ ご覧下
さい。

URL http:〃 www.tuat.ac.jp/〜 museum

特集・市民のカ ー博物館活動のひろが リー

2.ポ ラ ンテ ィア活動 への 支援

ボランティア「ひじろ会」の活動

ポ ラ ンテ ィア活動 が

円滑に進むように、園が一定 の支援 をして い る。
交通費は、実費を支給 してい るが、ただ上限額 を1000

―たて もの 国 の パ ー トナ ー と して 一

円 としてい る。 またポランテ ィア保険にはたて もの 園
が加入手続 き 。支払 い を行 なってい る。
活動 の拠点 として休憩棟 の 3階 をポランテ ィア控室

江戸東京 たてもの 園

1.ポ ランテ ィア活動の内容

当園のポランティア活
の
動は、
「来園者 サー ビス を向上 させ ると共に、市民に
開かれた博物館 として生涯学習の一環 とする」(ポ ラン
ティア設置要綱)こ とを主 旨 としている。1996年 (平

として提供 してお り、打ち合わせや飲 食に利用 で きる。
必要 な道具や消耗品 もたて もの園が支 給 して い る。園
内施設 の利用 も優遇 し、 ミュー ジアム・ ショップや飲
食施設 での支払 いが割引になる。本館 である江戸東京

成 8)12月 か ら試行 として開始 し、1997年 (平 成 9)
10月 か ら本格実施 となった。ポランテ ィアには「ひ し
ろ会」とい う名称がついている。「ひしろ」とはたても
の園の近隣で「囲炉裏」 を意味する。 これは、 ポラン
ティア活動が茅葺民家の囲炉裏 に火を入れることか ら
始 まったことに由来 してい る。
2002年 (平 成 14)12月 現在 89名 が登録 し、火 。水 ・

博物館 の企画展 の招待券 も配布 され る。
そ してポランティア活動 の質 の向上 をめ ざすため、

木 。金 の 曜 日ご との班 に所属 して い る。土曜 ・ 日曜は、
各班 が分担 して い る。

施設 を訪間す る見学会 も開催 してい る。今年 は浦安市

ボ ラ ンテ ィア内部 の運営 として、各班 で班長 と副班

研修等 を開催 してい る。事前にア ンケー トを取 り、そ
れ を参考 に園の担当職 員が計画 してい る。1回 90分 程
度 の講義形式で年間 8回 程度勉強会 を開催 してお り、
講師は職員 とポランテ ィアが務めて い るが外部 か ら呼
ぶ こともある。 さらに年に 1回 バ ス を借 り上げ、類似
郷土博物館 と国立歴史民俗博物館 を見学 した。類似施
設 のポランテ ィア と交流す ることは、 自らの活動 を省

ボランテ ィア活動 は茅葺 民家 での 囲炉裏 に火 を入れ

み ることに もな り好評である。
3.ポ ランテ ィアの資格 と登録 ポランティアの資格
は、 18歳 以上 とい うことで制限はない。それ以外には

るこ との他 、来 園者 へ のガ イ ドや たて もの 園 の事業 へ
の協 力や 自主活動 と相互交流が あ る。

「人 と接す ることが好 き」 とい うことを大切 な要件 と
してい る。ポランテ ィア活動の基本はたて もの 園 と来

茅葺 民家 で囲炉 裏 に火 を入れ るこ とは、煙 で建物 を
燻 し害 虫駆 除 を行 な い茅葺 の維持管理 に努 め る活動 で

園者 をつ な ぐことであ り、来園者 に じかに接す ること
が 多いためである。

あ る。 ポラ ン テ ィアが 炉端 に い て、来 園者 に民 家や道

登録 は基本的に 1年 間であるが、翌年 も活動 を続け
た い人は更新手続 きを取 る。大半 の人が継続 して活動
してい る。今 の ところ任期や定年は定めてい ない。

長 を選 出 し、役員会 を構成 してお り園 との連絡調整 を
行 な う。役 員 の 中か ら互選 で会 長 を選 出 して い る。

具 の簡単 な説明や燻 煙 の効 用 な どを説明す る。
来 園者 へ のガ イ ドは二種 類 あ る。 ひ とつ は団体 ガ イ
ドで原則 20名 以上 の 団体 に対 し約 1時 間30分 ほ どで園
内 をひ ととお り案 内す る。もうひ とつ は、
「み どころ案
内」 といい 、 園内 の 3箇 所 に立 ち、一般 の 来 園者に向
けて、 たて もの 園 の まわ り方や 当 日の催 しを 5〜 10分
程 度 で案 内す る。

たて もの 園が行 な う普及事業 の うち約半数はポラン
テ ィアの支援 を得 て い る。とくに近年、
「昔 くらし体験」
な どの学校 との連 携事業 が増加 してお り、ポランテ ィ
アの支援が不可欠になって い る。
自主活動 は、ポラ ンテ ィアの知識や経験、技能 を活
か し、 たて もの 園や来園者に還元す る活動である。農
家 の庭先で作物 を栽培 して農家 の年 中行事 の事業 に活
用 した り、下町の路地 な どにあった鉢物 を育て た りし
て生 き生 きとした情景再現 をしてい る。農 家 の庭先で
わ らじや草履 などの藁細工 を実演 した り、移築復元 し
た写真 ス タジオで希望 者 を撮影す るな どのサー ビス も
行 なって い る。
相互交流 として、毎月 1回 程度、例会 を開催 して い
る。各班の意見 を交換 し情報 を共有 してい る。

新規登録は毎年 1回 実施 してお り、活動状況 をみて
人数 を増や してい る。募集案内は当園や江戸東京博物
館 など、各施設内に申し込み用紙 を置 くほか、近隣市
の広報誌や新聞の武蔵野版 などに募集記事 の掲載 を依
頼 してい る。 またHP上 でも案 内して い る。
希望者 は、申込用紙 を提 出 し、4日 間の講習会 を受
講す ることが条件 となってい る。職員や活動 中のポ ラ
ンテ ィアが講師 とな り、園の概要や建築史 の講義 のほ
か、活動 を実際に見て、 ポランテ ィア活動 の基本 を知
って いただ く。 4日 間の講習を終 えた希望者は正式に
登録 され、火曜 日か ら金曜 日までの曜 日ごとの班に所
属す る。登録す ると、園か ら登録証 とポランテ ィアの
ユニ ホームである青 い半被 と腕章が渡 され る。
4。 今後 の展開
一対等のパ ー トナ ー として一
ポランテ ィア活動 を含め、当園は現在、大 きな転換
期 を迎 えて い る。厳 しい都財政 のため、当園の運営は
抜本的な見直 しの対象 となってい る。昨年度 まで建造
物 2〜 3棟 ごとに委託 による案内スタッフが常駐 して
いたが、それが全廃 された。案 内スタッフの対応 が来
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園者 に好評 だ つたの で、 当園 としては大 きな痛手 であ
る。
この状況 を打開 し、サ ー ビス を回復 す るには ポラ ン
テ ィア活動 を拡充す るほか な い。幸 い、 ポラ ンテ ィア
の 皆 さんが たて もの 園 を愛す る気持 ち を強 くもち、

「 自分 たちでたて もの 園を盛 り立てよう」 とい う機運
が生 まれて い る。 そこで活動 をい っそ う拡充す るため
に、既存 の班 の人数 を増やす ととともに土曜 と日曜 を
担当す る班 を新 たに立ち上げ ることに した。現在 の89
名 を170人 規模 にす るこ とが 目標である。
経費削減に伴 うポランテ ィア活動 の拡充 を、「文化
の切 り捨てであ リポランテ ィアに仕事 を肩代 わ りさせ
て い る」 と指摘す ることもできる。 しか し積極的な見
方 をすれば、市民参画 による博物館運営へ の転換 とも
い える。経済状況 の不振 が、生涯学習 の場 であ り、市
民運営 の博物館 とい った姿 を進展 させ た ともい えるの
である。
今後、博物館 の運営には市民 の参画 が欠かせ な くな
るだろ う。 このこ とは博物館 に とって切実な問題 とな
る。市民か ら支持 されない博物館は淘汰 され るのであ

る。市民に どれだけ貢献 して い るか、 あるい は博 物館
は 自分 の居場所 であ りかけ が えの な い施設 と思 う市民

をどれだけ生み 出せ るか、 こ うしたことが博物館存続
の鍵 をに ぎる。
その一 方で運営 を支えるポランテ ィア 自身の変革 も
求め られる。積極的な連携 をはか るためには、博物館
活動 を補完す る立場か ら、 自らの活動 に責任 をもつ対
等なパー トナー に脱皮 しなければならない。 そのため
にはNPO法 人にす るなどして運営 の基盤 を固め るこ
とも一つの選択肢 となろう。
たて もの 園のポ ランテ ィア活動がす ぐにNPOに な
るとい うことはないにせ よ、今後、 い っそ う参画 の度
合 が高 まり、たて もの 園の運営 の一翼 を担 うパー トナ
ー となることは間違 いない。

参考】
【
粟屋朋子 「生涯学習の一環 として、生 きが いの場 と
して 一江戸東京たてもの園ポランティアの活動 と運
営―」 「平成13年 度調査研究事業報告書 高齢者の
社会参加 と社会教育行政 の支援 の あ り方』 2002年
東京都立 多摩社会教育会館

博物館 におけるボラ ンティア活動に関わるアンケー ト
活動 の 主 旨

館名

活動 の 有無

男女 比

平均 年齢

20

男 ≒女

〜

週 3〜 4

男 >女

20〜

資料整 理

週 1〜 2

男 <女

30〜

館外資料調査

月

普及事業

2〜 3月 に 1

50〜

体 験学習

年 に 1〜 3

60〜

文化財管理

その他

70〜

施設管理

(

展示解 説

￨ユ ￨ま

随時

展示 企画

その他

)

活動人数

活動 日

活動 内容

登録・会 員制

(
有

開始 時期

形態

植栽管理
そ の他

(
(

)
)

虹小
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毎日

1‑3

40〜

)
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博物館 にお けるボランティア活動に
関わるア ンケー ト ー結果報告―

物館 ・福 生市郷土 資料館 ・ 武蔵村 山市立歴 史民俗 資料
館 。小金井市文化財 セ ン ター )が 含 まれて い る。

三博協 編集委員会

「活動 の予定はない」 とした ところは 4館 (調 布市
郷 土博物館 ・瑞穂町郷 土 資料館 ・奥 多摩水 と緑のふれ
あい館・檜原村郷 土 資料館 )だ った。

本誌で「市民の カ ー博物館活動 のひろが リー」 を特
集す るにあたって、編集委員会 では、
「博物館 における
ボラ ンテ ィア活動 に関 わるア ンケー ト」 を実施 した。

現在、 ボランテ ィアが活動 してい るとい う10館 と、
他 に状況 を寄せ られた 1館 についての 内容 を、ア ンケ
ー トの回答 の ままにまとめたのが、次ペー ジの表であ

近年全 国的に盛ん にな りつつ あるボランテ ィアや市 民
参加 の活動 の実態について、三博協会員各館 の基礎 デ
ー タを揃 え、情報 を交換 し、運営上 の参考 に供 す るの
が 目的である。
ア ンケー トの実施 にあたっては、下記の用紙 を2002

る。上段が基礎デー タの表、下段が活動主 旨とその他
補足事項である。
重ねて述べ るが、それぞれの博物館 の規模 ・設立主
旨・運営方針 。運営母体 はまちまちであ り、 ポランテ

年 11月 末 日までに会員各館 に送付 し、翌年 2月 までに
19館 よ り回答 をい ただいた。
その うち活動 が「有」としたのが10館 。「無」 とした
のが 9館 である。 ただ し、「無」 の なかには、
「活動 を

ィア導入 の有無が、博物館運営 の先進性 を示 して い る
わけではない。 しか しなが ら、 これか らの地域博物館
が 目指 して い く方向性 の重要 な柱 として、地域や市民
との関わ り方 を模索 して い くことは欠かせ ないであろ

始め る予定 が ある」または「活動 を始め る意向はある」
とした ところが 5館 (町 田市立博物館 。青梅市郷 土博

う。そのための材料 のひ とつ として、本デー タや本誌
が活用 されれば幸 いである。

処 遇 。特典

研修

募集 内容

資格

規 則・要 綱 担 当部 署

定期

随時

年齢

有

食事・食費

不定期

定期

( )

( )

保険

自主管理

不定期

居住地

利用割 引

その他

その他

( )

そ の他

利用優 先

(

(

資格者

(

)

)

ユニ ホーム・作業着

( )

その他

経験

(
(

)
)

征︵

交通 費

その他

)

( )
そ の他

(

)

活動 を始め る予 定 が あ る
活動 を始め る意 向はあ る
活動 の予定 はな い
かつて活動 していたことがある
そ の他

(

)

該 当す る箇所 に○ 印 (複 数 で も可 )で 回答 して くだ さい。項 目によっては数 字か言葉 お願 い します 。
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博物館におけるボランティア活動に関わるアンケー ト結果
館名

る さと歴 史館
東村 山 、
.ゝ

活動 日

活動人数

公 園 プランニング

月 l〜 3

20前 後

展示解説
館外資料調査
展示企画
資料整 理
館外資料調査
体験 学習
施設管理
植栽管理
展示解説
植栽管理

ほ ぼ毎 日
月 ￨〜 3

展示解 説

春・秋 に集 中

9月

資料整理
文書解読
展示補助

週 l〜 2

1980年 頃

体験 学習

1月 〜 3月
(週 l〜 2)

体験学習
植栽管理

月 l〜 3

形態

開始 時期

活動内容

随時

2000年 10月

八王 子市郷 土資料館
同館 古文書調 査

登録 。
会員制

2001年 7月
2002年 l月

府 中市郷 上の森博 物館

登録 。
会員制

2000年 同月
一 部 はそれ
以前か ら

時遣
随派

あ きる野市 立五 日市郷 土館
羽村市郷 土博物館

登録 0会 員制

る さと博 物館
日野市 、

登録 。
会員制

.ヽ

くにたち郷 土文化 館
東大和市立郷 土博 物館
パ ル テ ノン多摩歴 史 ミュー ジアム

随時

会員制
登録 。
随時

20001「

2002f「

20021「

月
謹

1996年 度
1987年
1996年 12月

江戸 東京 たて もの 園

登録・会員制

施行
1997年 10月

本格 実施

週

3〜

4

ほ帽群■日
週 ￨〜 2

資料整 理
館外資料調査
展示解説
普及事業
体験 学習
文化財管理

3

月 ￨〜 3

ほ ぼ毎 日

活動 の主 旨

館名

、
ヽ
る さと歴 史館
東村 山レ

「 しもやけべ遺跡公園を育 てる会」 として埋没保存の決定をした市内
「下宅部遺跡」の公園づ くりを通 じ、「成長す る公園」をキーワー ドに
公園の造園、事業の企画・ 運営・維持管理 を行 う会

八王 子市郷 土資料館
同館 古文書調 査

社会教育事業 の一環 として博物館活動の市民参加 を促 し開かれた博物
館運営 を目指す。

府 中市郷 上 の森博 物館

市民ポランティアの 自主的な活動を支援・推進することにより、「市民
とともに育む博物館構想」を実現 してい く。

あ きる野市 立五 日市郷 土館
羽村市郷 土博物館

、
ヽ
る さと博 物館
日野市 し

くにたち郷 土文化館

小学 3年 生 民具案内解説・ 体験指導

東大和市立郷土博物館

昔 なが らの手法 による雑木林 の管理、及び小学校総合学 習 における自
然環境学習のサポーター

パ ルテ ノン多摩歴 史 ミュー ジアム

多摩市 および周辺地域 の植 物標本 の 収集

江戸東京 たて もの園

来園者 サ ー ビス を向上 させ る と共 に、市民 に開かれ た博 物館 と して生
涯学習 の場 を提供 す るため

武蔵村 山市歴 史民俗 資料館
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■型紙摺絵の いろ いろ―館蔵岩崎 コレクシ ョン染付磁
器 よ リー (12月 10日 〜2003年 2月 2日 )当 館 には1987
年に岩崎安吉 氏にご寄贈 い ただいた1300点 の印判手磁
器があ ります。印判手 とは、明治か ら大正時代 にかけ
て量産 された染付磁器 のこ とです。 自磁に呉須で青 い
文様 を描 く染付 は、江戸時代 まで、手書 きに頼 って い
ましたが、明治時代 に入 ると量産 のための技法が考案
され ました。一つは伝統的な染付技法 を応用 した型紙
招絵、 もう一つは ヨーロ ッパか らの技法 を導入 した銅
版転写 です。前者は文様 を切 り抜 いた型紙 を当てて呉
須 を塗 り、文様 をす りつ けて い く技法、後者は銅版画
を応用 した もの です。今 回は銅版転写 より早 く始 まっ

の種 の機器類や技術 の保存は、産業史の上 で重要 な課
題 となって い ます。
教育委員会 ではこれまでに も、市内で発達 した産業
や工芸につ いて、伝統工芸 技術 の調査 を実施 してお り
ますが、 この「活版印刷技術」 を重要 な近 。現代産業
遺産 の一つ として認識 し、平成 9年 度 か ら 3か 年計画
で調査 を実施 し、青梅市文化財総合調査報告「活版印
刷技術調査報告書」 を公刊 す る事ができました。
さらに、 これ を受け「活版印刷技術展」 (仮 称)を 青
梅市郷 土博物館 で行 なって い ます。展示品は、活字 の
もとになる、原字、亜鉛版 パ ター ン、母型な どや活 字、
活字鋳造機、 スダレケース。原稿 を見なが ら、活字 を

た とされる型紙招絵による もの を展示 しました。
■町田・ 民俗 の世界か ら一民具 と暮 ら し―

拾 う文選作業。文選 か ら文字間、行間などを整 える組
版、植字作業。そ して、印刷作業 の様子などを実物資

)人 口39万 人余 を数 える
町 田市域 も昭和 30年 代半 ば頃 までは、 南関東 の ごく普
通 の農村 としての景観 と伝統的生活様式 を残す地でし

料や写真 など取 り入れて活版印刷作業 の様子 をわか り
やす く展示 します。期間は、平成 15年 2月 18日 (火 )
か ら平成 15年 5月 中旬 までです。皆様 のご来館 をお待

た。 この展示 では、江戸時代末 か ら昭和30年 代 にかけ
ての町 田に暮 らした人々の生活 の様子 を民俗・ 民具 か

ちしてお ります。

(2003年 2月 11日 〜 3月 16日

ら概観 しました。

活版印刷技術の展示
青梅市郷土博物館
現代社会 では、技術革新 が 目覚 しく、効率化は追求
され続け、人の手 と技 とに頼 らなければな らない産業
技術 はそのほ とん どが急速 に駆逐 され る傾 向にあ りま
す。 この ような時代 の趨勢 をまともに受けて い る諸産
業 の 中 で、近 。現代 の出版 。印刷文化 を支 えて きた、
金属活字による活版印刷技術 もその典型的な もの とい
えます。
青梅 市内に も、数件 の印刷 工場 が有 り、 かつては活
版技術 による印刷 で したが、写真植字によるオフセ ッ
ト印刷 の普及や、電算入力による製版 が、金属活字 の
活版印刷か ら取 って代 わって きました。
この 中にあって、市内根 ヶ布 にその基盤 を置 く株式
会社精興社 は、活版 印刷 を手がけた会社 の 中で も、保
有活字数 と種類では国内一 を誇 り、加 えて 自社独 自の
活字 (精 興社書体 )を もって、平成 7年 まで稼動 して
きました。根 ヶ布本社敷地 には、活字鋳造機、紙型製
造 ユニ ッ トが この業種特有 の工 場棟 に残 り、紙型倉庫
等、活版印届1工 場特有 の景観 を見 る事ができます。 し
か し、 一度寸断 した技術は、様式的なマニュアノ
Иヒを
で きる部分 はあって も大部分が直接携わった人々の工
夫、技 の伝承 に頼 るところが大 きいため、忘 れ去 られ、
再現 が不可能 となるばか りでな く、その様 な人 を育 て
る教育的背景 も理解が困難になって しまう事 か ら、こ
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あらため て確認 され、今年度 の本調査開始時点 で、 旧
石器時代 。縄文時代等の遺物および灌漑用水に用 い ら

創立記念 シンポジウム0狭 山遺跡・里山

れた溝等 の重要 な遺構 が確認 されるところとな りまし
た。
瑞穂町教育委員会 では、本遺跡 の重要性 を改めて認

瑞穂町郷土資料館

1

創立 25周 年記念 シンポジウム
瑞穂町郷 土 資料館 は昭和 52年 (1977年 )に 開館 し、
今年 で創 立25周 年 を迎 えました。 これ を期 して、瑞穂
町教育委員会 の主催 にお いて 7月 6日 (土 )に 記念 シン
ポジウム「 これか らの郷 土 。文化・ 科学技術」 を瑞穂
町 スカ イホール会議室で開催 しました。創価大学・ 山
本忠行 氏の基調講演、東京理科大学 。小島尚人氏の基
調報告 を中心 に瑞穂町 の歴 史を踏 まえた、新世紀へ の

識 し、瑞穂町 の歴史の黎明を町民等 に周知す るこ とを
考 え、東京都 埋蔵文化財 セ ンターに、発掘調査 の現地
説明会開催 の要請 を行 い、文化財 セ ンターの 多 くの職
員 の方々の御協力をいただ き、9月 9日 (月 )に 町立学
校児童生徒 を対象 としてヽ また 9月 14日 (土 )に 町民一
「狭山遺跡現地説明会 」を実施 しま
般等 を対象 として、
した。

本説明会は、瑞穂町の歴史および狭 山池 。残堀川 の
成立等の状況 を町立学校児童生徒 な らびに町民一般 の
展望 を話 し合 い ました。
瑞穂町は1970年 代初頭 か ら、狭 山丘 陵 を中心 として、 方 々 に周知 し、その歴史および環境保全等 の認識に多
く寄与す ることができたもの と思われ ます。
縄文時代草創期 か ら中期 に至 る遺跡にお いて相 当数 の
出土 品が確認 されて きました。歴史的には、延長 5年
(927年 )の「延喜式神名帳」に、現在 の殿 ヶ谷地区の
阿豆佐味天神社が武蔵国多磨郡 八座 の一つ として記載
されて以降、承久 2年 (1220年 )に は「八雲御抄」 に
現在 の狭 山池 が「富の池」 として掲 出 され、 また正安
2年 (1300年 )に は瑞穂町最古 の板碑 が建立 されてい
ます。
中世 には「村 山郷」 として知 られ、村 山土佐守等 の
諸活動 が造寺 等 にお いて確認 されて い ます。近世 に入
ると、享保 の改革 の一環 として新 田開発が奨励 され、
。
享保 10年 (1725年 )か らは下師岡新 田 長谷部新 田・
栗原新 田 。殿 ヶ谷新 田等が相次 いで開発 の緒につ き、
日光街道 。青梅街道 の整備 と相候 って、現在 の箱根 ヶ

3

「箱
崎地区等 は宿場 として も栄 えるようにな りました。
根 そば」「 ジユ ンサ イ料理」「狭 山茶 」等 が近隣に知 ら
れ るに至 りました。近代 の黎明は慶応元年 (1865年 )
に現在 では「調練橋」 の橋名 を残す狭 山池にお いて近
在 の人 々 を集 めて砲術訓練が行 われ ることに始 まりま
昭和 にかけては、養蚕・狭 山茶・
した。明治か ら大正 。
村 山大 島紬等 の地場産業 が成立 し、近年は狭 山丘陵 を
中心 とした 自然 の保全 と平坦地 を中心 とした産業振興
の調和 の とれた町づ くりを進め て きました。
創 立25周 年 とい う節 目は、資料館 のこれ までの歩 み
を振 り返 り、 これか らの郷 土文化の よりよい発展 をめ

企画展「狭 山丘陵の考古 と自然」

6月 15日 (土 )〜 8月 31日 (土 )
瑞穂町 の遺跡調査は、昭和 43年 (1968年 )8月 に始

「六道
まった瑞穂町史編纂 の一環 として、「狭 山遺跡」
い
つ
43年
の
て
3遺
「
跡に
、昭和
山遺跡」 浅間谷遺跡」
。
(1968年 )12月 、44年 (1969年 )3月 12月 の二 次に
わたって行 われました。 これが瑞穂町におけ る本格的
な遺跡調査 の始 ま りとな りました。 それ以前 の遺跡調
査 は、町 の有志 の方々が個 々に遺跡地域 の周辺 の表 土

ざして ともにその道筋 を考 えるよい機会 とな りました。

2

狭 山遺跡現地説明会
「狭 山遺跡」 は瑞穂町 の諸遺跡 の 中で、「六道山遺跡」
とともに最 もよ く知 られた遺跡であ り、昭和 40年 代初
頭に東京都 に よって発掘調査が行 なわれ ましたが、そ
の後は本格的 な調査 の機会 がな く新 たな本格的調査が
待 ち望 まれ て い ました。平成13年 度 の東京都 の試掘調
。
査 によって、 旧石器 時代 。縄文時代 。弥生時代 古墳
時代等 の遺物 が 出土 し、複合遺跡 としてその重要性が

‑22‑

を調べ て、表面採取す ることが中心で した。
これ らの個人的な採取は今 となっては大変貴重な も
の となって い ます。昭和30年 代 か ら昭和 40年 代 にかけ
てのこれ らの遺物 の主要 な もの を瑞穂町 の発掘前史 と
して展示 しました。
瑞穂町 の遺跡は、現在22箇 所が確認 されて い ます。
時代的には、旧石器時代末期 の出土品が確認 されて い
「狭 山遺跡」「浅間谷遺跡」
る「松原遺跡」に始 まり、
「六道山遺跡」な どで、 これ らの遺跡 では主に縄文時
代早期 か ら中期に至 る遺物が確認 されてい ます。瑞穂
町 の遺跡出土 品は、時代的 な状況によ り、石器 の 出土

特集・市民のカ ー博物館活動のひろが リー

が 多 く、これに比 して、土器類の出土は少な くなって
い ます。
狭 山丘 陵 とその周辺は現在、東京都 に残 る貴重な 自
然遺産 として認識 され るよ うにな りましたが、 この展
示によって、 その考古学的な時代確認がなされ、狭 山
丘陵 の より総合 的な認識 が深 まることをめ ざしました。

4 秋季企画展「狭 山における近世・ 近代の産業 と芸
術」 11月 15日 (金 )‑12月 15日 (日 )
明治維新 に始 まる 日本 の近代 の諸改革に伴 い、廃藩
置県・府県制等 の実施 が相次 ぎ、次第に近代的な地方

い合 い なが ら、安定 して持続 した構成体 を創 り出す た
め に 多大 な労 力 を必要 とす る人工 的 な営みで した。
この里 山 の仕事 と農 家 の 囲炉裏 を結 ぶ一 連 の状 況 を、
復元す るこ とが、本 資料館 の常設展 の総合 的 な主題 と
し、調査研究 を進め なが ら展示 に反映 して きました。
本年度 にお い ては、農具 と養蚕用具 を中心的 な課題 と
して取 り組み ました。

行政組織 が整 って きました。特 に新 たな府 県制 の実施
は、近世 までの地域文化 。地域 産業等 に大 きな影響 を
及ぼ しました。それ まで 日常的に交流・交易がなされ
ていた ところに新 たな行政的な区画割 がなされ ること
によって、文化 と産業 の諸方面 に従来 の 自然地形等 を
越 えた展開がなされ るようにな りました。
瑞穂 町 は、江戸時代 の 享保 の 改革 に よる長谷部新
田・ 栗原新 田・殿 ヶ谷新 田等 の新 田開発によって、現
在 の町域 の主要 な部分が形成 され ました。明治時代 の
当初、西 多摩郡 の各村 は神奈川県 に属 し、その後明治
26年 (1893年 )に 至 り東京府へ と編入 され ました。そ
の後昭和 15年 (1940年 )に 、箱根 ヶ崎村 。石畑村 。殿
ヶ谷村 。長岡村 を廃 して町制 を施行 し、西 多摩郡瑞穂
町 とな りました。昭和33年 (1958年 )に 埼玉県入間郡
元狭 山村 の一部 を合併 し現在に至 って い ます。
こ うした時代的な変遷 を伴いなが らも、私 たちの 日
常生活 は近世 以来 の地域交流に よる多 くの蓄積 と成果
を現代 に活か し続け て きました。
秋季企画展 では、一般に「狭 山」 と呼称 され る地域
に生 まれ成長 した産業 と文化について、従来 の調査等
を整理 し、関連 した資料 とともに展観 しました。産業
の うちでは特 に製茶 と養蚕 。染織に焦点 をあて、文化
については町域に現存す る建築 と、それに付加 された
美術的 な要素 である彫刻や天丼画等 を中心 に、地域文
化 を紹介 しました。

5

入館者 100万 人達成
奥多摩水 と緑のふれあ い館
奥 多摩 水 と緑 のふれあい館 は、東京近代水道 100周
年及 び小河内貯水池竣工 40周 年 の記念事業 として、東
京都水道局 と奥 多摩町 の共同で旧奥 多摩郷 土 資料館 跡
地に建設 し、平成10年 11月 27日 に開館 しました。奥 多
。
摩 の豊 かな自然・水 の大切 さ 。水源林 の機能 貯水池
。
(ダ ム)の 仕組 みや役割 水源か ら家庭 の蛇 口に至 る
過程 をわか りやす く各 ゾー ン とも映像 で紹介 して い ま
。
。
す。 また、水源地 である奥 多摩町 の歴史 文化 郷 土
芸能・地場産業等 の紹介展示 を行 なってい ます。
水源 である奥 多摩町 を知 っていただ き、東京 の水源

常設展「 囲炉裏端 0台 所・ 里山の仕事」
狭 山丘 陵 の裾 野は近世 中期 以降、約 300年 にわたっ
て、 いわゆ る里山 として、周辺 の人々 との間に共生的

地 をより身近 に感 じられ、水 と自然 と人の調和 の大切
さを知 り、水道 を利用す る都市住民 とのふ れあいの場
をつ くるための事業運営 を行 なってい ます。

な関係 を保持 し、丘 陵が もたらす落 ち葉等 の 自然資源
は安定 した農業経営 に欠かせ な い もので した。
里山は、歴史的経過 の 中で、農業 を中心 としたもの

100万 人 目の来館者 を平成 14年 8月 24日 に開館以来

ではあ りましたが、生産 と消費の循環 を一体 として と
らえる循環型社会 の あ りかたを提示 し、人間 と動植物
と自然 とが互 いに他 を犠牲 にす ることな く良好な関係

約 3年 9か 月の早期 に迎 えることがで きました。今年
度は「来館者100万 人達成」の記念イベ ン トを実施 しま
した。
。
■ 5月 18日 (土 )。 19日 (日 )(午 前 午後各 1回 )春
の奥 多摩 ミニ コンサー ト マ リンバ演奏 (都 民交響楽

で継続的に生起す る共生的な関係 を具現 して きたこと
が近年広 く認め られつつ あ ります。里山は、山すそ と
そこに広 が る雑木林、谷戸の小 さな田んぼや屋敷林 に
囲 まれ た農家 とその周 囲 の畑地な どを含み、人 と動植
物や、落 ち葉や枯 れ枝 までが ともに支 え合 い ともに補
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団員 )
■ 7月 1日 (月 )〜 7月 30日 (火 )100万 人達成 日当て
クイズ (応 募総数 1,662人 正解者 108人 抽選 に よ り正
解者30名 にオ リジナルオ レンジカー ド進呈)
■ 7月 20日 (土 )〜 9月 30日 (月 )わ くわ く水 の探検

特集 。市民のカ ー博物館活動 のひろが リー
ス タ ンプ ラ リー (対 象施設 :水 の科学館 。水道歴史館・
奥 多摩水 と緑 のふ れ あ い館 )
■ 8月 24日 (土 )100万 人達 成記念式典 (100万 人 目の
方 へ 記念 品贈 呈 。くす玉割 。100万 人達 成 日当て クイ ズ

展 を開催 しました。
■企画展「 カマ ドのある風景 ―野山北公国内遺跡群
の古墳時代集落 ―」 (平 成 14年 11月 12日 〜12月 25日 )

当選 者抽選 )

昭和63年 か ら平成 2年 にかけて野山北公 園内で行 っ
た発掘調査の成果 を踏 まえ、各遺 跡か ら出土 した遺物
を展示す るとともに、カマ ド遺構 にスポットをあてな
が ら古墳時代集落 の様子 について紹介 しました。
■季節展「 ひな人形 0五 月人形・七夕飾 り 0恵 比寿講」

■ 9月 15日

(日

)奥 多摩 水源地郷 土芸 能 フェステ ィバ

ル (国 指定重要 無形民俗 文化財 鹿 島踊 り、都指定無形
。
民俗文化財 坂本 川野 ・ 原 の 各獅 子舞 )
■ 9月 15日

(日

)〜 10月 15日

(火 )水 道週 間入賞作 品

など

展 (6月 1日 〜 7日 の水道週 間 の 応募作 品で入賞作 品

◎講座・ 教室等事業

展示 )

■歴史講座
1。 「
「指 田日記」 か ら見た幕末の民俗」
(平 成 14年 8月 3日 、教育 セ ンター集会室)

■ 9月 19日

(木 )〜 11月 21日

(木 )ダ ム写真展 (小 河

内ダ ム 関連 。関東 の ダム関連 )
(日 )(午 前・午後各 1回 )100
ニ
コン
サ ー ト (都 民交響 楽 団有
万 人達 成記念 秋 の ミ
。
五
志 、 クラ リネ ッ ト 重奏 木管 五重奏 )

■ 11月 23日

(土 )・ 24日

平成 15年 度 は、 開館 5周 年 の 記念 の年 にあた るため、
記念 イベ ン トを計画 して い ます。

平成

講師 水野紀一氏

(市 文化財保護審議会委員)

2.「 天明の打ち こわ し (武 州村 山騒動 について)」
(平 成 14年 10月 12日 、教育 セ ンター集会 室)

講師 寺町 勲氏 (市 文化財保護審議会委員 )
■学校週 5日 制対応事業 (体 験教室 )「 カマ ドで御飯炊
き (全 4回 )」 (平 成14年 5月 25日 、6月 22日 、 9月 28
日、11月 16日 、里山体験施設)

14年 度事業 を振 り返 って
武蔵村山市立歴史民俗資料館

武蔵 村 山市立歴 史民俗 資料館 では、平成 14年 度事業
として以下 の 各事 業 を実施 しま した。特 に今年度 は、
学校 週 5日 制 の 導入や総合 的 な学習の時間 の本格実施
に対応す るため、学 習支援講座 メニ ュー を開設す ると
ともに、里 山体 験施 設 を活用 した新 たな体 験型 の事業
展 開 に 力 を入れ ま した。

うま く炊 けるか な

?

■体験教室
1。

「 じめ飾 りづ くり」
(平 成 14年 12月 14日 、里山体験施設)

講師 小川栄子氏 (東 京農工大繊維博物館サークノ
吟 員)
い
とん
トッチャァナゲ
「
(す
)づ くり」

2。

(平 成 15年 2月 22日 、里山体験施設)

講師 原田千代子氏 (市 内岸地区在住 )
■ 自然教室「 自然 と遊ぼ う」(平 成15年 3月 15日 、野山
北・六道山公園)講 師 石橋正行氏 (都 立神 代高校教

昭和 40年 頃 の三 本榎 (左 は乙幡榎、右 は加藤榎 )
◎展示事業

■写真展「ちっとん べ え昔 の武蔵村 山 一三本榎・ 五
郎松 を中心 に一」(平 成 14年 7月 19日 〜 8月 31日 、市役
所 1階 ロ ピー で 9月 6日 〜20日 に巡回展 )
「三本榎 (乙
武蔵村山市 の文化財 に も指定 されて い る
。
幡榎 加藤榎・奥住榎 )」 を中心 に、当館所蔵 及び市内
外 の方 々か ら提供 い ただい た 多 くの写真 をもとに、古
くか ら人 々 に親 しまれて きた巨木 をテー マ に した写真
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諭)、 久永英二 氏 (都 立北 多摩高校教諭)
■東京都野山北・ 大道 山公園管理所 との共催事業
1.里 山郷土食体験「手打ち うどんづ くり」
(平 成 14年 10月 5日 、里山体験施設)

2.里 山生活体験「椎茸のホダ木づ くり」
(平 成 15年 3月 8日 、里山体験施設)

■文化財見学会「村 山大島紬 の歴史 を訪ねて」
村 山織物協 同組合事務所ほか)
(平 成 14年 11月 2日 、
講師 榎本光好氏 (元 市文化財保護審議会会長 )

特集 。市民のカ ー博物館活動のひろがリー
で、江戸時代 にはかな り出まわ って いたのではないか
とも考 えられる。大名屋敷跡調査 出上の祗石 も流紋岩
質の ものが 多い と聞 き、 かすかな期待 もある。檜原村

檜原村 の特産であ った数馬の砥石
檜原村郷土資料館

として も、今後文化財 として、採掘場所 の確認 と歴史
的事実 を調査す る必要があると思われ る。

武蔵名勝 図会 (文 政 3年 )巻 10月 ヽ
宮領之下 の 項に檜
原村 の産物 として、三頭 山・ 数 馬山 よ り出 る砥石が載
って い る。以前か ら数 馬地 区で祗石 が 出 る とは 聞 い て
い た。 また三頭 山周辺 に砥石 山 (1302m、 図会 にあ る

企画展 「裸の大将 山下清遺作 東海
道五十三次原画展」を開催

数 馬山 と思 われ る)と 呼ばれ る山が あ り、 その 山の奥
多摩 町側 に砥石 沢 とい う沢 が 流れて い る。 檜 原村史に

清瀬市郷 土博物館

も「数馬砥」 として載っているが、過去のものとして
余 り話題 にはな らなか った と思 われ る。
東 京都 埋 蔵文化財 セ ン ター が 、江戸 の大名屋敷遺跡
の発掘調査 を した折 に大 量 の祗 石が 出土 し、 そ の産地
の 調査 を実施 して い るとの こ とで、 当館 に 問合せ が あ
った。 さっそ く調 べ てみ た結果、 数 馬周辺 には、今 は
使 っては い な いが 、農林業 が生 業 だ ったため 多 くの家
の庭先 に砥石 が あ る との話 を聞 くこ とが で きた。 また

「裸 の大将」「放浪の画家」
「 日本の ゴヽ
ンホ」など数々
の呼び名があ り、その作品やエ ピソー ドが多 くの人た
ちに愛された作家・山下清画伯 の遺作「東海道五十三
次」を展示 した企画展「裸 の大将 山下清遺作 東海道
五十二次原画展」を 7月 6日 から21日 まで開催 しまし
た。

元鍛 冶屋 だ った家 に も、業務 に使 った砥石 が あ る事 が

この作 品 を描 くにあた り昭和40年 、 山下画伯 が43歳
頃か ら始 まった取材 は、東 京 。皇居前広場 を起 点 とし

分 り、 この 2つ の砥 石 を採掘 した場所 は、以前 は道が
あ ったが今 は樹 木 が生 い茂 り、現地 に行 くの は困難 で

て、順番 に各所 を訪 れては長時間眺め る とい った数年
がか りのゆっ くりとした もの とな りま した。 家 に戻 り

あ る との説明 を地元 の長老 か ら聞 くこ ともで きた。

そ の イ メー ジ を的確 に描 い て い く作業 に と りかか りま

そ こで現地 に詳 し く、実 際 に石 を掘 りこれ を使用 し
原石 を持 って い る人が 居 る と聞 き、 さっそ く調査協 力

したが、42番 目の名古屋 の 熱 田神 宮 まで完成 した時点

を依頼 した ところ、快 く引 き受 けて い ただ い たので、
後 日埋 蔵 文化 財 セ ン ターの 調査研究員 の方 に同行 し、
現地 をお とず れ調査 を実施 した。採掘場所 は 2か 所 あ
り、 い ずれ も今 は道が な く現地 へ 行 くのは 困難 なため、
後 日案 内す る との こ となの で、大体 の場所 を聞 いてお
い た。採掘 は詳 し くはわか らな いが 、 明治時代 までは
長野方面 まで流通が あった とい われ、生業 に して い た
人 も居 たのではな いか と感 じられた。 昭和30年 頃 まで
は 自家用 に掘 られて い たが 、 そ の後 は余 り掘 られ な く
な り、40年 以降 は掘 る人 もい な くな った との説明 を受

で体調 を崩 し、制作 を続け るこ とがで きな くなって し
まい ま した。 2年 間 の静養後、
「今年 の 花火見物 は どこ

へ行 こ うかな ぁ」の言葉 を最後に昭和 46年 に49歳 で永
眠 し、作品は未完成 の ままと思われてい ましたが、没
後間 もな く自室 の押 し入れか ら残 りの作品13点 が ご遺
族 の手によって発見 され ました。原画は完成 して いた
のです。
今 回は、 この東海道五十二次のペ ン画46点 、版画 9
点、 日記などを一堂に展示 しました。 これ らの作品群
を所蔵す る市内在住の コレクター より、作品を広 く市

け た。採掘 した原石 と道具 を見 せ て い ただ い たが、原

民 の皆 さんに紹介 したい との意向 を受けるとともに、
山下家に ご賛同 。ご協力 をいただ き実現 した ものです。

石 に つ い ては調査 の ためセ ン ター に寄贈 して い ただ く
事 とな った。

没後 す ぐに行われた展示会以来、約 30年 ぶ りの作 品公
開 とい うこともあ り、画伯 の晩年 の知 られざる業績に

次 に、過去 に使 用 して い た祗石 を 1個 、業務 用 の も
の 1個 を、家 をまわ り、寄贈 して い ただ き、郷 土 資料
館 に保 管 した。原石 は後 日埋 蔵文化財 セ ン ター で鑑 定
の結果、流紋 岩質 の 火成岩 で良質 な もので あ った と連
絡 を受 けた。
檜 原村周辺 で
も祗石 が 出 た場
所 もあ る と聞 い
たが 、古書 に載
って い るのは、
数 馬の祗 石 のみ
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ふれ る良 い機会 を設けることがで きました。
さらに、会期 中には展示にご協力 くださった コレ ク
ター と画伯 のご家族 による記念講演会 「 山下清 の本 当
の話」 も開催 し、画伯 の素顔 が浮 き彫 りにされ ました。
この展示、新聞や テレビで報道 されたこともあ り、
猛暑 の 中、作品を一 日見 ようと関東各地や遠 くは関西
などか らも大 勢 の人々が訪れ、会期 中の入場者数 は約
7,700人 に も上 り、画伯へ の根強 い人気 が窺 い知 れ る
と共に、同館 を、 さらに清瀬 をた くさんの皆 さんに知
っていただける良い機会 とな りました。

特集 ・市民のカ ー博物館活動 のひろが リー

青年団講習所 の所長 を務め た下村湖人の業績 と人物像
等 について紹 介す る予定です。
○ 古文書講座 と自主 グループの活動 古文書講座 は、

最近の活動報告及び事業計画
小金井市文化財センター

地域に残 る江戸時代 の文書 をテキス トに して、古文書
の読み方や その内容 を読 み解 く初心者向けの講座 で、

○ 企画展 :「 石 の道具 ―旧石器時代 か ら縄 文 ヘー」
当セ ンターでは市内遺
14年 11月 3日 〜15年 2月 16日
跡 か ら出土 した多数 の考古資料 を保管 してお り、 これ
までに も遺跡展等で紹介 して まい りましたが、十分 に
活用が図 られて い るとは い えません。そ こで今回は、

平成 11年 度 か ら始 ま りました。平成 13年 4月 に受講者
を中心に 自主学習グループが発足 し、当センター を拠
点 として、地域史料 の解読作業 を継続 してい ます。将

来は、市民参加 による「小金井市史」づ くりの担 い手
(市 民協力員 )に なって いただ くことを期待 しなが ら
石器 に焦点 をあてた展示 を試 み ました。 この展示 では、 支援 をして い ます。今や行政 と市民 とが協働す る市民
参加 の時代、展示解説員や文化財め ぐりの講師等 ボラ
石器か ら見た旧石器時代 か ら縄文時代 へ の移 り変わ り
と両時代 の生活 の違 い を示す ことをテー マ としました。 ンテ ィアの育成 。活用 の必要性は常 に感 じて い ます が、
受け入れ体制 が充分 でないため、 まだ導入できな い状
展示 の工 夫 としては、細 かな年代 にはこだわ らず、約
両時代 の石
態です。当面 は当セ ンター を利用 して活動す る市民団
200点 の石器 を種類 ごとに群 として展示 し、
器が多様 な器種や石材で構成 されて い ることを視覚的
に示 しました。石器 だけの展示 は初めての試み でした
が、来館者 の感想は好評 で した。 また、 この企画に関
連 し講演会 を「石器 と人々の暮 らし」 とい うテーマ で

体や学習 グループの協力 を得 なが ら、市民 との協働 を
図 ってい きたい と考 えて い ます。

実施 しました。
○ 収蔵資料 の整理・ 活用

収蔵 資料 を展示や研究資
料 として活用す るためには、先ず資料 が整理 され、何
時 で も検索で きる状態に してお くことが必要 ですが、
充分 に整理 されて い るとは言 い難 い現状です。 そこで、
緊急雇用創 出事業 を活用 して収蔵資料 の整理 を行 なっ
て い ます。今年度は、縄文 土器 の完形品及び旧石器時
代 の石器 のデ ジタル写真撮影 とデー タベ ース化 (台 帳
作成 )を 実施 しました。 この事業 の 目的は、保管資料
の全体 を把握 し、活用 を図 るための基礎資料 とす るこ
とにあ ります。 さらに、デ ジタル写真 の活用方法 とし
ては、資料管理のためだけでな く電子 ミュー ジアム等

特別展示「虫めがねの世界」への取り組み

イ ン ター ネ ッ トでの公開に も利用できます。博物館等
では実物資料 の展示 が基本 ですが、展示 スペ ー スの関
係 か ら常時展示で きる資料 には限 りがあ ります。デジ
タル写真による公開は、研究面 ばか りでな く、教育普
及面 で も有効 な手段 とな り得 ます。今後 は、市 のホー
ムペ ー ジ等 での公開に向けて検討 を進め ていこ うと考
えて い ます。

東京都高尾自然科学博物館
近年、総合的な学習の実践などか ら、益 々博物館 に
対す るニー ズが増 して きてい る。それに伴 う仕事 が増
分 も減
加 してい く反面、本来か らの仕事 へ の労力の酉己
らさざるを得 な くなって い る。 こ うした現状 にお い て

は、 いかに効率的 な企画 を生み出す かが、 いやお うな
しに重要 なテー マ となって くる。 また博物館 の重要 な
企画展 (通
主催事業 の一つである特別展示については、
い
のに
い
相 当す る)と 異 な り
に訪れた文人達 に焦点 をあてた展示 を予定 して ます。 常、特別展 と称 されて るも
予算 が微 少である。 それ故、館内のや りくりに苦労す
現地見学会 も計画 してお り、名勝小金井桜 の保護活動
るところとな り、職員 のさ まざまなアイデアを出 し合
を続けてい る市民団体 の参加や協力 を得 たい と考 えて

○ 来年度 の展示計画 4月 の花見時期 に実施す る恒
例 の「名勝小金井桜」展 では、江戸開府400年 に因み、
江戸文化 と小金井桜 をテー マ として、江戸時代 に花見

「青
い ます。秋 の企 画展 では、開館 10周 年記念 として、
い
年団 と浴恩館 」 (仮 )を 予定 して ます。内容は、青年
団 の歴史や、昭和 5年 か ら12年 まで全 国の青年団指導
者講習所 が置かれた当浴恩館 での青年 たちの活動、 日
本 の青年団活動 の 中心的役割 を果 た した田沢義鋪や、

い、 その検討 が必須課題 となる。今 回は、平成 14年 12
月14日 か ら当館で主催 してい る特別展示「虫めがね の
世界」におけ る準備 や開催 の過程 で試行錯誤 した こと
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をここに紹介す る。
これ まで当館 は、計14回 の特別展示 を行 つて きた。

特集・ 市民 の カ ー博物館 活動 の ひ ろが リー

そ の うち、写真 の 展示 が 6回 、写真 と標本 の 同時展示

合わせ をしていただきたい。

が 3回 と写真 展的 な要素 に強 く依存 して きた。 目的 の
物 を撮影す るまで の苦労 は有 るが、撮 り貯 め たス

キャラクターサ ンプル

数揃 え るこ とが で きれば、開催 の 目処 が立つ 。後
はプ リン トして額 にはめ込 み展示 をす れば良 いの
で、展示 に漕 ぎ着 けやす いの が メ リッ トの一つ で
あ る。 当然、写真 には、 タイ トルや 解 説、感想 を
案 内 す る のし ゃ︒

付 け るこ とで、来館 者 に メ ッセー ジ を発信 して い

たのだが、ほ とん どが一 方通行的な感があったこ
とは否めない。そ うい った事情 か ら、今回は予算、
労力 を低 く抑 え、 なおかつ参加型 となるような写
真展 を目指 した。 また、同時に もう一つ 目指 した
″
のは ｀
楽 しさ である。月ヽ
学生 を始め とす る児童
たちに、 自然 の面 白さを伝 える為 の大前提である。
何 を今 さらと思われ るか も知れないが、 この基本
を本 当にマ スター す るのは、大変難 しい と思 う。
さて、前置 きが長 くなって しまったが、実際に
行 った事 を紹介す る。 まず一つ は、 クイズの 多用
である。被写体 (拡 大写真 )の 正体 を考 えさせ る
ので あ る。来館者に考 えさせ る為 に、 クイズにはヒン
卜を設けた。 い ろい ろな視点で考 えていただ くために、
ヒン トの 出 し方 のバ リエー ションを増やす こ とが大事
だ と判断 し、 ヒン ト出 しや解説 を行 うオ リジナ ルキャ
ラクター (設 定は虫めがねの妖精 )を 6タ イプ生み出
した。各 キャラクター の性格、セ リフ、使用 の 目的 と
役割、使用上 の注意 など、細か い設定 を行 うことで、
終始統一 された効果 的な使用 が設定者以外に も可能 と
なった。 この事 によ り、作業分担や共同作業 が可能 と
な り、非常勤の 多い職員間での仕事 の連携 プ レーが実

例

ム ッ ハー ！ わ が は い の名 は ︑ ド ク タ ー 虫 め が ね ︒
こ の特 別 展 示 で︑ 皆 さ ん を 小 さ な 世 界 に

トックの 中か らテーマに応 した内容 の写真 を必要

キャラクター 名 :ド クター 虫めがね

□
◆ ボケとツッコ ミの両方をこなすが、主 としてツ ッコ
ミ4受 。
◆多少、マ ッ ドサイエンティス トな趣 も有する。
◆根 はましめで、知的な笑いをとることに、生 き甲斐
を感 している。

現 した。 キャラクターは、基本的にはパ ソコン上で作
成 し(今 回は原画のみ手書 き)、 好 きなように加工で き

点で物事を考えさせるための、
◆来館者にいろんな視′

る。吹 き出 しや背景 なども、慣れれば簡単に文章 フ ァ
イル等 で作成可能 である。つ ま り通常 のパ ソコン、 ス

◆自分でわざとポケをかました後に、本質的な鋭い意
見をポロッと、ヒン トにとしてコメントする。

誘導員。

キャナ ー、 プ リン ター さえあれば、誰にで もで きる作
業 であ る。作成 した クイズ 。ヒン ト (A4サ イズ)は

2枚 もしくは 3枚 重ねに して写真 の下 にぶ ら下げ、取
り付け た取 っ手 を持 ち上げることに よ り解答 を見 られ
るように してある。耐久性 を持 たせ るために、 これ ら
は全 てラ ミネー ト加 工 した。被写体 となったい くつか
の 昆虫や虫こぶの実物 も併せ て展示 し、台付 きの虫 メ
ガネ を通 してのぞ くことが出来 るように した。 中には
生 きた昆虫 を入れた り、 の ぞ く方向を通常 とは異なる
ようにす るこ とで変化 を付け る工夫 も試みた。
これ まで約 lヶ 月 の 開催 におけ るア ンケー トの結果、
面 白さや楽 しさ、展示 の 説明 の工 夫 に対 して の評価 を
コ メン ト覧 に い ただ い て い る。 この 原稿 だけ では、 実
際 の 展示 の様 子 を ご理 解 い ただ くの は大変難 しい と思
われ る.興 味 の あ る方 は実 際 に来館 い ただ くか、問 い
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「○○なの じゃ。
、「○○じゃわい。
」
」
ハ
「ムッ
ー
!」
挨拶
怒 り「ムカー !」
笑い方 :「 ムハハハハハ !」
驚き :「 ムハ ッ
注意事項

うに使用。

あ くまでも作品やセ リフの方 が 目立つ よ

東京都三 多摩公立博物館協議会会員名簿
住所

館名

電話

交通

東村 山ふ るさ と歴史館

東村 山市諏訪町 1‑6‑3

042‑396‑3800

西武新宿 。国分寺線 「東村 山駅」西 口下車徒歩 10分

八王子市郷土資料館

八王子市上野町33

0426‑22‑8939

京王線「京王八王子駅」またはJR中 央線「八王子駅 」
か らバ ス「市民会館」下車

府 中市郷 土の森博物館

府中市南町6‑32

042‑368‑7921

京工線・JR南 武線 「分倍河原駅」か ら健康 セ ンター
行 きバ ス「郷土の森」下車

町田市立博物館

町田市本町田3562

042‑726‑1531

小田急線 。JR横 浜線「町田駅」 か ら藤野台団地行 き
バ ス「市立博物館前」下車

青梅市郷土博物館

青梅市駒木町1‑684

0428‑23‑6859

JR青 梅線「青梅駅」下車徒歩 12分

調布市郷土博物館

調布市小島町3‑26‑2

0424‑81‑7656

京王相模原線「京王 多摩川駅」下車徒歩5分

瑞穂町郷土資料館

西多摩郡瑞穂町石畑 1962

042‑557‑5614

JR八 高線「箱根 ヶ崎駅」下車徒歩 18分

奥多摩水 と緑 のふれ あい館

西多摩郡奥多摩町原5

0428‑86‑2731

JR青 梅線「奥 多摩駅」か ら小河内方面行 きバ ス「奥

福生市郷土資料室

福生市熊川850‑1

042‑530‑1120

JR青 梅線 「牛浜駅」東 口下車徒歩 7分

武蔵村 山市立歴史民俗資料館

武蔵村山市本町5‑21‑1

042‑560‑6620

多摩 モノレール「上北台駅」 か ら武蔵村山市 内循環
バ ス三 ツ木地区会館行 き「横 田」下車徒歩 10分

あきる野市五 日市郷土館

あきる野市五 日市 920

042‑596‑4069

JR五 日市線「武蔵五 日市駅」下車徒歩 17分

羽村市郷土博物館

羽村市羽741

042‑558‑2561

JR青 梅線「羽村駅」下車徒歩20分

清瀬市郷土博物館

清瀬市上清戸 2‑6‑41

0424‑93‑8585

西武池袋線 「清瀬駅」北 口下車徒歩 10分

立川市歴史民俗資料館

立川市富士見町31234

042‑525‑0860

JR中 央線「立川駅」南 口か ら立川駅北 口行 きバ ス「農

檜原村郷土資料館

西多摩郡檜原村 3221

042‑598‑0880

」R五 日市線「武蔵五 日市駅」か ら小岩行 きか藤倉行
きバ ス「資料館前」下車

日野市 ふ るさ と博物館

日野市神明416‑1

042‑583‑5100

JR中 央線 「 日野駅」下車徒歩 12分

小金井市文化財 セ ンター

小金井市緑町3‑237

042‑383‑1198

「東小金井
JR中 央線「武蔵小金井駅」下車徒歩 25分 、

くにた ち郷土文化館

国立市谷保6231

042‑576‑0211

JR南 武線 「矢川駅」下車徒歩8分

東大和市 立郷土博物館

東大和市奈良橋 1‑2602

042‑567‑4800

西武拝島線「東大和市駅」 か ら長円寺行 きパ ス「八
幡神社」下車徒歩2分

パルテノン多摩 歴史 ミュージアム

多摩市落合2‑35

042‑375‑1414

京王相模原線 。小 田急多摩線 。多摩 モノレール「多
摩 セ ンター駅」下車徒歩5分

東京農工大学工 学部附属繊維博
物館

小金井市中町2‑24‑16

042‑388‑7163

JR中 央線 「東小金井駅」南 口下車徒歩9分

東京都高尾 自然科学博物館

八王子市高尾町2436

0426‑61‑0305

京王高尾線「高尾山 口駅」下車徒歩 4分

江戸東京たて もの園

小金井市桜町37‑1

042‑388‑3300

JR中 央線「武蔵小金井駅」北 口か らバ ス7分「小金井

た ましん歴史・ 美術館

国立市中1‑9‑52

042‑574‑1360

JR中 央線「国立駅」南 口前

御岳美術館

青梅市御岳本町 1‑1

0428‑78‑8814

JR青 梅線「御嶽駅」下車徒歩20分

多摩湖」下車

業試験場前」下車徒歩 5分

駅」下車徒歩20分

公園西 口」下車

ミュー ジアム多摩

N口
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