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◆三博協 30周 年◆
三 博協 の こ とな ど
町田市立博物館

畠山豊

「三博協」、正 しくい うな らば「東京都 三 多摩公立博物
館協議会」の発足 は、昭和 53年 (1978)7月 15日 の
ことで、本年度で創立 30周 年を迎 えま した。そ の前身

一館長や横尾友 一 さん達で した。小泉館長や横尾さんが
亡 くな られた今、 この 頃の ことを知 っているのは 当時小

であ る「館長会」 の発 足 は、 さ らに 4年 を さかのぼ る

館長会での思 い 出 とい うと、各館の館長 さんが どなた
も際立 って個 性的だ った ことが印象的です。八王子の小

昭和

49年 8月 16日 の ことで す。そ して今年は、奇 し

くも東京都博物館協議会 (都 博協 )の 創立 40周 年であ り、
また 日本博物館協会 (日 博協 )の 創立 60周 年 といいます。
最初か ら私事 とな り恐縮ですが、私が町田市 の博物館
に学芸員 とし採用 されたのは、昭和 48年 7月 の こ とで、
この 3月 で定年を迎 えます。本誌『 ミュー ジアム 多摩』
編集委員会か ら「三博協の 30年 」 と題 し執筆依 頼を受
けたのですが、単 に年齢を重ねただけで、三博協に特 に
貢献 した とい う訳で もあ りません し、また知 っているこ
とも限 られてお りますので、充分な ものではあ りません
が記憶 に残 る ことな ど少 しを記 してみたい と思います。
なお、三博協の 30年 については、東京都三多摩公立博
物館協議会報『 ミュー ジアム多摩』 の既刊 29冊 が基礎
資料 にな ります。 また昨年度発 行の
『 ミュー ジアム多摩』

m29に は、八王子市郷土資料館で学芸員を務めてお ら

れた佐藤広 さん (現 。
八王子市総 合政策部市史編纂室長)
が『「多摩の博物館小史」体験 メモ』を執筆 されてお り
ますので、併せてお読み いただ ければ幸いに存 じます。

*

*

昭和 48年 末 の こ とだったか年が 明けてか らの ことだ
ったか、 また 日博協 だったか都博協だったか記憶が定か
ではないのですが 、その会合の帰途に府中市郷土資料館
の 故横尾友 一 さん と前述の佐藤 広 さん との 3人 で喫茶
店で コー ヒー を飲みなが ら話 しを していた ときに、横尾

泉館長のもとにいた佐藤 さん ぐらいか もしれません。

泉館長、府中の朝倉館長、青梅 の稲葉館長、調布の狩野
館長、今でも目に浮かぶ方達ばか りです。八王子の小泉
館長は、退職直後にヨー ロ ッパ の博物館視察に出掛けた
折 りの飛行機事故で亡 くな られましたが、体験学習に主
眼をお いた清瀬市郷土博物館 の設立 に尽力 された こと
は、長 くそばに仕えた佐藤広 さんが本誌前号に記 した と
お りです。三博協 の 設立 に大 いに尽力 され ま した。 府
中の朝倉館長は図書館の館長 と兼任 されてお られま した
が、瓢々 とした風があ り、退館後は確か杉並の郷土資料
館の館長を務め られたか と思います。大国魂神社の暗闇
祭 りに出掛けた折 り、資料館で酒を勧め られ 閉口 したこ
とがあ りました。青梅の稲葉館長は、お宅が文化財指定
にな っていたか と思います。文人館 長 とい う風で した。
何かの ことでお訪ね した折 り、外出される家族の方が三
つ指をついて挨拶 されていたのをみて、旧家のご主人の
一面を垣間見た気が しま した。調布 の狩野館長は、ずば
り直言 され る方 とい う印象があ ります。町田の館長 は、
美術 史家 の水沢澄夫氏 で したが、就任 後 1年 程 で亡 く
な られました。水沢館長は、エ ジプ ト美術 に造詣が深 く、
年配 の方は記憶にあるか と思いますがツタンカー メンの
展覧会の企画に携わ りま した。写真家 の土 門拳氏や作家
の 中野重治氏 と親 しく、お二方 とも館にも時 々お見 えに

との提案があ り、それがきっかけだったよ うに思います。

なっていま した。水沢館長 のあ とに就任 されたのが千沢
禎治館長で、東京国立博物館を学芸部長で退官 し、町田
と共に山梨県立美術館の館長 も務め、同館の有名な ミレ

無論、私達には異論あ りませんで した。横尾さんは私 よ
り少 し年長で、私達の リーダー 的存在であ り、また既に

ーの絵 の収蔵 に尽力され ました。館長会議の会場は回 り
持ちで、 2ヵ 月 に 1度 ほ ど開かれてお り、館長のお供で

日博協や都博協の活動 に も積極 的に参加 してい ま した。
何が どのように進んだのか記憶 がはっき りしないのです

何度か出掛けま したが、情報交換 と歓談 が主だったよ う
に思 います。

さんか ら多摩の博物館 の連絡会のようなものを作 りたい

が、昭和 49年 5月 24日 に「多摩公立博物館職 員連絡
会」 の研究会が開かれてい ます。ただ し、 この会は同年
8月 16日 の館長会の発足 によ り発展的に解散 していま
す。館長会の中で、その活動を行な うとい うことだった
か と思います。その頃の多摩の地域 博物館 は、東村山市
立郷土館 (現 。東村 山ふ るさ と歴 史館 )。 八王 子市郷土

*

*

館長会議の中で職員間の交流 も始 まったのですが、記
憶に残 るのは民俗・ 民具の研究会の背負子の会 のことで
す。佐藤さんや私 の担当分野が民俗・ 民具だったことも
あ り、仲間内での勉 強会を開かないか とい うことで、取

資料館 。府中市立郷土館 (現・ 府 中市郷土の森博物館 )
が既に有 り、町田市郷土 資料館 (現 。町田市立博物館)・
青梅市郷土博物館 。調布市郷土資料館が昭 和 48年 か ら

り合 えず各 館 の 民俗担 当学芸員に声をかけ、府中の松本
さん、青梅 の大河内さん、調布の関口さんな どが集 まっ
て くれ ました。皆博物館 に入 りたてで若か ったこともあ
り、月 1・ 2回 づつ集 ま り勉強会を始め、
会名 も背負子 (し

翌年にかけ立て続けに開館 しま した。 これ ら各館の館長
がメンバー とな り館長会議が発足 したのですが、その設

よい こ)の 会 と名付けま した。 背負子は背負 い運搬具の
一つで、多摩 の台地・丘陵地・山間地に広 く見られます。

立の実際にあたったのは、八王子市郷土 資料館 の小泉恵

背負子の会の活動では、大 阪 の 国立民族学博物館に移送
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【
博物館の連携の必要性】
今 までの展示

1992J羊

盟館

‖松 康 人

:仮 )郷 土文化施設を建設中
三博協 と「郷土」博物館

加盟館

これか らの展示】

は じめまして ! 博物館 !!】
特集】終戦 50年 と博物館事業

口
盟館 (園 )の 話題】
新加入館紹介 1】 江戸東京たてもの園
新加入館紹介 2】 たましん歴史・美術館、御岳美術館
三多摩公立博物館協議会の活動】(平 成 7年 4月 〜 12月 2
【

18

八 王子 市 郷土 資料 館

吉代 ガラスのはな し

【
平成 Z年 度の活動報告と平成 5年 度の活動計哩

19914手

立川市歴史民俗資料館長

東大和市教育委員会社会教育課
i口

1988イ 手

盟館

博物館 と体験学習―立川市歴史民俗資料館増築 にあたって一
郷土博物館を建設中
平成 3年 度の活動報告 と平成 4年 度の活動計画】

16

町田市立博物館

加盟館
1996̀手

吉村 !ll入 る 声 ″歴 申 館 が 聞 館

束村 山ふ るさ と歴 史館

増設 展 リニ ュー アル

羽村市郷土博物館

〔
加盟館 (園 )の 話題】

旧鴨 館

豊島区立郷土資料館、板橋区立郷 土資料館、
平塚市博物館、人間市 博物館 ALIT、 多

近隣博物館紹介】
【

1997」 手

摩六都科学館
お も しろい博物館 をめざ して 一イ ギ リス・ アメ リカにおけ る博物館の取 り組 原員麻子
み―
燻蒸剤 。臭化 メチルの使用規制 と博物館・ 美術館等 におけ る防虫防徴対策 の 木り
￨￨り か
今終

項報告】博物館及び資料の消毒・ 燻蒸
についてのアンケー ト結果より
鳳名 産

20

煮京 国立文化財研究 所

19984手

新宿歴史博物館

19991F

リ
ロ盟館

フ
k″ み だ りのふれ あい館 ￨オ ー プ ン

4館 合同企画「 トラム

(路 面電車)と メ トロ (地 下鉄)」 を開催 して」 ―地域

博物館における展示会共催のこころみ

【
加盟館

東京 都教 育庁 生涯 学 習部 文
イ
ヒ課

奥原哲志
〕
口盟館

(園 )の 話題】

「ノ｀
ルテノン多摩歴史 ミュージアム」 リニュー アルオープン
r三 博協新加入】
西暦

2000年 を迎 え 三 多摩公立博物館協議会 の草創期を想 う

調倉雅彦

仏的「 ミュージアム多摩」創刊のころ

佐藤広

r加 盟館 (園 )の 話題】

加盟館
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屁府 中市 立郷 土館 長

八王子 市教育 委 員会社 会 教 20004千
育課

ミュー ジアム多摩
特集】近 。現代資料 と博物館活動
特別寄稿】チ ャンスを活かす ―特別展・ 企画展の一側面 ―

ロ盟館
リ
J跡 寸
敏

特別寄稿】企画展「戦後松戸の生活革新」 における現代生活資料の展示表現 青木俊 也
特集】「総合的な学習 の時間」 へ の取 り組み

大田区立郷土博物館
松戸市立博物館

多摩 の博 物 館 さんぼ」 ア ンケー ト報告

戸田市立郷土博物館指導主
200241
事

三 博協企 画 委 員会

【
加盟館 (園 )の 話題】
特集】市民のカー博物館活動のひろがリー
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―
【
加盟館 (園 )の 話題】

盟館
与
口盟館
'口
三博協編集委員会

2003イ 手

与
口盟館
盟館

特果 】「 収 蔵 庫 問題』 の 解決 に 向 けて

日の出町における文化財を活用 した学校支援 ―平成

14・

15年 度事例報告 ―

'口

左伯秀人

【
特集】博物館実習

日の 出町教育委員会社会教 2004イ 手
育課文化財係

盟館
'日

渋谷 区教育委 員会郷 土 博物

【
平成 16年 度研修会報告】三博協・君津地方公立博物館協議会合同研修会
博物館と市民参加

金子淳

企画委員会研修会担 当 (パ
ルテノン多摩歴史 ミュー ジ
アム)

研 修会 に参加 して

森克之

国指定史跡見学会 中世城郭八王子城

菱山栄三郎

博物館実習の課題 と今後の方向性

粕谷崇

「中世城郭八王子城」見学会に参加 して
ワークショップ 博物館の自己点検

指定管理者制度導入に向けての現状報告
〔
特集

くにたち郷土文化館 と指定管理者制度
戦後 60年 特別展 「戦時下の市 民牛活

2005イ 宇
くにたち郷土文化館
企画 委 員会研修 会担 当 (福
生市郷土資料室 )
清瀬 市郷土 博物 館

峰岸未来

企画 委 員会研 修 担 当 (日 野
市ふ るさ と博物館 )

【
特集 1】 指定管理者制度 学習会「博物館における指定管理者制度を考える」
金子淳
を開催 して

̲̲̲J壁塑重における指定管理者制度を考える」に参加して

館等開設準備 (郷 土資料室 )

脚澤 岡J

【
平成 16年 度活動報告】

2】

2001年

ケ
ロ盟館

縄文人がやって来た !「 総合的な学習の時間」へ の一つの試み 学校 と支え ‐
吟貝勝
あう博物館をめざして〜戸田市立郷土博物館を事例に〜

26
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パル テ ノ ン多摩 歴 史 ミュー
ジアム

架澤靖 幸
荷中 市 郷
立川 市歴 史民俗資 料 館

土の森 博物 館

くにた ち郷 土 文化館

2006イ 手

￨

リ
ロ盟館

活動報告】
【
【
平成 17年 度活動報告
[特 集 ① 】 常 設展 示室 の挑 戦

地域科学館における常設展示室のこれまでとこれか ら〜教育普及活動
近藤由美子
を軸に広がる常設展示室の概念〜

多摩六都科学館

繊維博物館の リニ ューアル

田中鶴代

東京農 工 大学 工 学 部 附属繊
維博物館

すまいづ くりまちづ くりの技術を伝えて
常設展示室展示替えの歩み

大木真理子

集合住宅歴史館

印澤 剛

清瀬 市郷 十博 物 館

中村 武 史

府中市郷土の森博物館
府中市郷 土の森 博 物 館

断 規入会館紹介】国立ハ ンセン病資料館の リニ ューアル

」ヽ
野一之
リ
ロ盟館
高野弘之

【
研修会報告】「多摩の博物館小 史」体験メモ

佐藤広

2007イ 手

特集② 】 多摩 川 の 自然 と文化 を考 え る

多摩川の環境について
多摩川を描いた絵巻 2題

【
会員館活動報告

29

図書館 。博物館合同研修会 地域資料を活かす 図書館・ 博
金丼安子
物館 ―地図資料を中′
いに一

会員館活動報告】
【

リ
ロ盟館
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コ立 ハ ンセ ン病 資料 館

八王子 市総合政策部市史編
票室長
調布市郷土博物館

2008イ手

三博協 30周 年

◆ 三 博協

30周 年 によせて◆

三 博協 の 30年 に想 う こ と
東村山ふ るさ と歴史館

増田泰重

もう 30年 たったのか と思 うとやは りある種の感慨が
あ ります。わ た しは三博協が発足 した 1978年 に「東村

いま、中央 の博物館が徐 々に集客装置化 し、 ともすれ
ばアミューズメ ン トパー クにな りかねな い現在 、多摩 と

山ふ るさ と歴史館」の前身「市立郷 土館」に携わ りまし
たので、その誕生 に立ち会 った ことにな ります。館長会
か ら発展 したためか、は じめ は館長会的な色彩 も残 し、

い う地域 で、地域博物館を横 につな ぐ組織 としての三博
協 が、 も う一 度地域博物館 とは何 なのかを考 え る場 で
あってほ しい と願 つています。

もっ と現場職 員 の交流 の場 にな ってほ しい との感想 を
持 った ことを記憶 しています。
当初は 9館 であつた会員 も現在は 29館 との ことです
が、 この間 に博物館ブーム とい われ生涯学習 の時代 とも
いわ れた時期 があ り、そ の一端を担 うべ く各市 が こぞつ
て施設建設 を行 いま した。 しか し、多摩地域 とい う狭 い
範囲を対象 とするなかで、同 じ地域博物館 として、それ
ぞれの館ではその地域の特色を どう見出しどう表現す る
のか、多 くの努力がされ た時代で した。
市立郷土館 は収蔵庫す ら持たない小 さな陳列施設で し
たが、 1965年 に開館 し多摩地域における博物館的施 設
の先駆け といわれました。その郷土館 もふるさと歴史館
とい う大きな館にな りましたが、原点は、地域 の人々の

写真 :開 館当時の市立郷土館 昭和 40年

「 いま残さな ければ、もう失われ て しま う。」 とい う地域
の歴史資料 へ の想いにあ ります。

文化 の点 と線 一三 博協 に期待 を よせ るもの一
調布市郷 土博物館
庶民文化 を考える上で、調布 だけの範囲で扱 つたので
は限界のあるものの一例 に、道や川を媒介 とした人や物
の動 きがあげ られる。 これ らは、そ の事例、事例 に即 し
て、関連 した地区 の博物館 な どの諸機関が共同 して調査
研究 にあたって いかなければ、実 りは少な い。 た とえば
調布 に伝承 されて いる祭ばや しについて、流派 の系統の
流れ や分布を推測するにも、また、多摩川流域 の村 々の
草葺屋根 が、会津 の屋根職人 によって葺かれ た事例でも
同 じことがいえるのである。
今年 は、深大寺 の本尊 白鳳仏 が発見 されて 100周 年
を迎 え、郷 土博物館 では『深大寺展』 を企画 しているこ
とか ら、深大寺 を例にみ てみよう。
市 内には、深大寺への参詣道 を知 らせ る石 の道標が 3
基残 されている。 いずれ も 1800年 前後 の もので、深大
所沢、
保谷 (柳 沢)、 三鷹及 び相州 (神 奈川 )
寺 と江戸方面、
方面 を結んでいる。 これ らは作善 のため、地元 の人 々が
旅人へ の案内 として立てたものである。
明治生 まれ の古老 の記憶 によると、当時養蚕 が盛んで
あった深大寺地区 に、正月 3日 〜 20日 の間、数々の芸

関口宣明

春駒 な どである。大沢 (三 鷹市)に は、 こ うした旅芸人
が泊まる宿があ つた。片桐譲氏 の論考『 石橋供養塔 と書
宝暦 9(1759)年 の上保谷村 (現 西東京市 内)
女』では、
に岩崎書女を頭 とした一座が居住 し、僧侶 の主導 のもと、
村 の有力者 とともに周辺 の村 々を勧化 し、駒止橋を完成
させた ことが報告 されている。さ らに、南 に程近い柳沢
には、「南深大寺道」 と刻 んだ六地蔵塔 があるので、旅
芸人 は古刹深大寺をよす が とし、 この道を通 つて、調布
を訪れた と思われる。
このように、深大寺は、古 くか ら先祖供養 の場 として
地元 の農家 との絆を深め、心 の拠 り所 とな り、飢饉 に際
食物を調達 できる救護所 の役割 を持 つた。 また、
しては、
縁 日での生活物資 の調達や、芸能や娯楽 を庶民 に もた ら
した場の一つで もあった。様 々な文化において、点 を線
で結んでい くことによ り豊 かな地域像が見えて くる。伝
承が失 われてい く多摩 の歴史や文化 の幅広 い情報 の収集
が急がれ る ところであ り、情報交換 の場 として、 30周
年 を迎えた「三博協」の存在 は心強 い もの となってい る。

人が家 々を訪 れて きた。鳥帽子 に下駄履 き姿で、万歳
唄を唄 い、お どけた踊 りをす る三河万歳、獅子舞、 目が
不 自由で三味線弾 きをする書女、馬 の首形をつけて踊 る
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ミュー ジアム 多摩 No 30

転換点 だったか もしれない一三博協 30年 によせて 一
府中市郷土の森博物館

2000年 5月 19日 、某郷土博物館で行われ た三博協
定期総会が終わ り、駅 まで歩いてもどる途中、今は大学
に移 った K君 は何や ら憤慨 しているようだった。総会は
質問 も意見 も出ないまま、すばや く終了 し、各人にケー
キセ ッ トが出された。思いがけない ものを国にでき、 し
か もこのまま早 く帰れるのだか ら、 ま、いいか、 と思 っ
たのは 当方で、 K君 に してみれば、所属 の T市 が三博協
に加 入 したばか りで、最初か らこれでは意味がない と思
ったのだろ う。早速、駅前 のコージー コー ナーに立ち寄
り (今 度 はケーキを注文 しなか ったが)、 今後 の三 博協
について意見を述 べ合 ったように覚 えている。大先輩格
の H市 の Sさ ん も一緒だった。この記憶すべ き 2000年 。
この年、多摩地域を縦断す る多摩モノレールが開通 して
いる。
翌年、 三 博協 に企画委員会が立 ち上が った。呼びかけ
に応 じて くれた有志、 7館 13名 が メンバー で、 この 時
点ではまだ非公式 のグルー プだったが、何かを してい く
ことにな った。 お金 をかけず可能な ところか らとい う
ことで、最初 は「多摩の博物館 さんぽ」 パ ンフの発行、
続 いて「 スタンプラ リー」 と年 3回 の研修会 を始めた。

小野一之

織 として再 スター トした。始 ま りの 2001年 。折 しも 日
本博物館協会が 「〈対話 と連携〉の博物館一市民 ととも
に創 る新時代博物館」とい うテーゼを発表 した年である。
「スタ ンプラ リー」参加者 か らの激 しい苦 情を受 けた
こともあった。原因は貧弱な景品にあったが、民間 と比
較 した「博物館協議会の人 々の投げ槍 に も似たや り方」
を痛打された。善意 ?と 思 った仕事 も自己満足に しか受
け取 られない場合 があることを思い知 らされた。詫び状
を書き、経緯は協議会で報告 されたが、手紙はいまも大
切 に保管 してある。 これは 2003年 の出来事。 この年、
自治法改正 によ り指定管理者制度導入が示され、博物館
界 の行 く手の苦難が予告 された。
この間 にも、編集委員会 の努力で『 ミュージアム多摩』
誌が充実化 し、たま しん地域文化財団の配慮で『多摩の
あゆみ』博物館特集号が企画 された。 しか し、そ うこ う
しているうちに齢を重ね、三博協の活動にいつまで もい
て後任を妨げていることにも気付 いた。実現 できなかっ
た ことは多 いが、かつて諸先輩がそ うして くれたように、
一 歩 ひいた ところで将来を楽 しみにする ことに した。

こ うした実績が認 め られ、 2004年 には、各館 が メンバ
ー を推薦するスタイルの企 画委員会 が三 博協内の正式組

◆会 員館活動報 告◆
平成 20年 度活動報告
瑞穂町郷土資料館

高田賢治

瑞穂町郷土資料館 では、平成 20年 度は①郷土 の伝統
工芸②町内の 自然環境③第 二 次大戦後以降 の 日常生活文
化 についての教育・ 普及に重点をお いて活動 いた しまし

しま した。調査の結果は「ツバ メ営巣調査報告展」 とし
て展示報告 し、併せて展示解説 「ツバメ営巣調査 と瑞穂
の動植物」を行 いました。 ツバ メは町内を流れる残堀川

た。

流域 の住宅地 に最 も多 く観察 され、周囲に緑や畑のある
水辺 に多 く見 つか りました。 この結果、瑞穂町内では人
間の生活 に適する環境 とツバ メの営巣に適する環境は共

①は、瑞穂町 はかつて村山大島紬 とい う絹織物 の生産
が盛んで、村の至 る所で機織 りの音が聞 こえてきたもの
で した。村山大島紬 は「板締め絣」 とい う精緻 な染色技
術 が特色ですが、現在は洋装の普及 に伴 う需要 の減少 の
ため、瑞穂町内では生産されていない状況です。 こうし
た状況か ら、村山大島紬に関わ ってきた職人の方々も離
職や高齢化 が徐々に進み、無形文化財 としての村山大島
紬は技術消滅 の危 機 に瀕 してい ます。そ こで資料館では、
郷土伝統 工 芸 の周知 と技術の保存を 目的 に、子 ども達を
対象に機織 りと染色体験を行 いま した。 どち らも子 ども
達は夢中 になって行 っている姿が印象的で した。 今後 は
後継者 の育成が課題 です。
② は、 これ まで瑞穂町 では 自然観察会等 を中心 に行
ってきま したが、今年度は調査研究活動を軸 に成果報告
を実施 しました。テーマは「ツバ メの営巣状況」を選択

通点がある ことが 明 らか とな りま した。今 回 の調査は、
瑞穂町内の 自然環境 について考 えるよい機会 とな りま し
た。
「住」
③は、身近 にある日常生活道具を「衣 (着 る)」「食」
に分類展示 し、それ らが どのように私たちの暮 らしを支
えてきたかを探 りました。現在、
科学技術 の進歩によ り、
私たちはそ の便利 さを享受する中で、人 は 自ら行動 し健
康 に暮 らして い く力が弱 くな りがちです。そ こで道具の
変遷 か ら、先人が歩んできた着実な生活や 工夫を知 り、
見学者 の今後 に生か していけるよう努めま した。
これ らの事業については、来年度以降 も力を入れてい
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く予定です。
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「皆 さん

!!檜 原村郷 土資料館 へ お越 しください」
檜原村郷 土資料館

檜原村郷 土資料 館 は、 昭和 62年 度 に建設 され昭和
63年 6月 よ り開館 してお り今年で 22年 目 とな ります
が、近年 の来館者 の落 ち込みはひ ど く開館 当初 2万 人
もあった来館者が現在は 4〜 5千 人 とい う状況 であ り、
当初 と比較す ると 80%近 く落ち込んでお ります。
来館者 の増員を図るため「何 か しなければ !!」 と思
い「昆虫展 。押 し花展 。野鳥写真展・ 正月の繭玉展」等
を開催 しま したが来館者数 は一向に 変わ りませ んで し

吉沢文夫

た。
よって 21年 度は来館者 の増員を図るため、消防法 で
定める「優良防火対象物」 の認定を取得すると共 に、会
議室をギ ャラ リー として無料開放 し、更に今 まで希望者
に無料放 映 していた マルチ ビジ ョンによる「檜原 の四
季」、並び に DVDに よる「 自然編 。歴 史編」 に加 え、
ブル ー レイ・ハ イ ビジ ョンによる「檜原村歳時記」 を作
成 し 6月 か ら希望者 に放映すべ く準備中です。

平成 20年 度活動報告

国立 ハ ンセ ン病資料館

国立 ハ ンセン病資料館

高野弘之

『 資料館 だよ り』第 59〜 62号 、
出版物 は各企画展図録、
リニ ュー アルか ら 2年 目 となる今年度を振 り返 る と、
ハ
ンセ
ン
ことが
した活動を行
第 1号 平成 19(2007)
3本
るな
ど充実
う
『
国立
病資料館年報
を
企画展
開催す
『国立 ハ ンセン病資料館常設展示図録 2008』 、
『多
年度』、
できた。
当館の教育普及活動 の中心 は来館者 に対す る「語 り部」
活動 (事 前予約ある団体 に対 し実施 )で ある ことは リニ
ューアル前 か ら変わ らず、今年度 も平沢保治 。佐川修氏
(多 磨全生 園入園者 )に よる語 り部が

158団 体 (21年

2月 末現在)、 成田稔館長 による医学講義 が 26団 体

(同 。
・
医学 看護関係学生 のみを対象 )に 対 し行われた。
春季企画展 は「 ハ ンセ ン病療養所 の 現在」 (4/26

〜

6/29)と し、付帯事業 として連続講演会「療養所

の歴 史を語 る」 (6/22・

29)を 行 い、佐川修 氏

磨全生園入所者 自治会 旧蔵書 目録』 (3月 刊行予定 )を
刊行 した。
今年 は多磨全生園を含 む 5つ の療養所が開設 100周
年をむかえ、 4月 か らは 「ハ ンセ ン病問題の解決 の促進
に関する法律」 が施行される注 目すべ き年でもある。 当
館 へ の「ハ ンセ ン病 に関する啓発基地 」 としての期待は
益 々重 くなるだろう。新たな課題 も多かろうが、全力で
立ち向かいたい。

(栗

生楽泉園)。 平沢保治氏 (多 磨全生園)。 藤崎陸安氏 (松
丘保養園)。 神美知宏氏 (大 島青松園 )の 方 々にお話 を
うかが うことができた。
同時期 に持 ち込 み企画である 5人 の写真家 による作
パ
品 ネル展「ハ ンセ ン病を撮 る」(5/7〜 20)を 催 した。
秋季企画展 は「ちぎ られた心 を抱 いて 一隔離の中で
生 きた子 どもたち一」 (9/27〜 11/30)を 開催 し、

11月 は 4,089人 の入館者を迎 える大盛況であった。
年が改 ま り企画展「北高作陶展 ―仲間 に支えられて 一」
(1/31〜 3/1)と ギ ャラ リー 展 「多磨全生 園陶芸
室のあゆみ」展 (同 )を 同時開催 し、好評を得た。
これ らの展 示 はいずれ も入所者 の 手元 にあ った 日用
品、文化活動 を通 じて生みだ した作 品な どの資料によっ
て支えられ、今年 も数多 くのハ ンセン病関係資料を収集
できた。寄贈者の皆様にこの場を借 りて厚 く御礼申 し上
￨ず たい。
駿河療養所入所者の加藤博子様か らは絵画作品 43点・
手芸作品一 式、遠山美恵子様か らは岐阜県の私立病院で
ハ ンセ ン病治療を行 っていた 回天病院 の関係資料を御寄
贈 いただいた。 多磨全生園入園者 自治会様か らのハ ンセ
ン病 図書館 旧蔵書 5,077冊 は、直接 手 に とってハ ンセ
ン病 に関す る知見を深めていただけるよう閲覧室 にツト
架
し提供 している。
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「秋季企画展「ちぎられた心を抱いて」
」
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特別企画 「根岸 正 展 ―清瀬 。土地 っ子 の絵画遍歴」 を 開催
清瀬市郷土博物館
平成 20年 5月 31日 (土 )か ら 6月 15日 (日 )ま
で、
特別企画「根岸 正 展 ―清瀬・土地 っ子 の絵画遍歴―」
を 開催 しま した。武蔵野美術大学名誉教授で当館の元館

とも会場 には 50人 を超す参加者があ りま したが、作品
を 制 作 す る際 の エ ピ
ソー ドな どに、熱心に

長でもあった根岸正氏は、清瀬で育ち、その風景な どか
ら感 じ得 たものをテーマ として、創作活動を続けて こら
れま した。本特別企画展 は作 品を約

柳澤剛

耳 を 傾 け る参 加 者 の
姿 が印象的で した。長

60点 展示 し、氏 の

年大 学 で教鞭 を とら
れ てい た こと もあ り、

足跡をた どった回顧展 として実施 しました。
当館 のギ ャラ リー と講座室を会場 として、ギ ャラ リー
では、油彩画・ アクリル画な どの大きい作品を中心に展

分 か りや す い 説 明 に
ご満 足 い た だ け た こ

示 しま した。いわゆる清瀬 の風景画の コー ナー 、地面を
テーマ に した コー ナー 、
半抽象画 のコーナーな どに分け、

とと思います。
夏 も終わ りのハーモニー ‖

それぞれの コー ナー を見てい くことで氏の絵 画遍歴をた
どることができるよ うに構成 した ものです。
講座室 では、素描 。リ トグラフ・ 油彩画な どの小 品を
中心に展示 しま した。 また、根岸氏が執筆 した書籍や表
紙絵を提供 した雑誌類、本版を使 った年賀 葉書な ども紹
介 し、氏の広範な創作活動を ご覧 いただ けた こ とと思い
ます。
ギャラ リー トー ク
展覧会 の 関連事業 として、6月 8日 (日 )と 14日 (土 )
にギ ャラ リー トー クを開催 しました。 これは、展示会場
内での根岸正氏 自らによる主要作品の解説です。 2日 間

会場の様子

活動報告
奥多摩水 と緑のふれあい館

9月 ・ 水源地郷土芸能公演

奥多摩水 と緑のふれあい館 は、 旧奥多摩郷土資料館跡
地 に東京 都水道局 と奥 多摩町が共 同で建設 し、 平成 20
年 11月 で開館満 10周 年を迎 えま した。
満 10周 年 に先立つ 6月 には 開館以来

堀口行雄

250万 人 目の

○

内容 :小 河 内の郷土芸能 (獅 子 舞 3団 体及び鹿 島
踊 りの上演)
11月 。開館 10周 年記 念秋 の コ ンサー ト (2日 間
延 べ 4回 公演)

お客様をお迎 え しま した。観光地 の 中心 とい うことや、
周囲を豊かな 自然に囲まれ、四季折々の変化が 目の当た
りに楽 しめる場所 でもあることか ら毎年多 くの方にご来

内容 :ソ プラノ歌手の上演 と都民交響楽団の演奏
※ 21年 度 に つ
い て も春・ 秋 の
ミニ コ ンサ ー ト

館 いただいてお ります。
また昨年 11月 には 10周 年記念 コンサ ー トと銘打ち、
いつ もの年 よ り規模を拡大 して実 施 し多 くの方にご好評

を主 に 郷土 芸 能
の 公演等 を予定

をいただきま した。
今後 も自然 の博物館 も併せ持 った施設 として奥 多摩湖
を訪れる多 くの方 々に楽 しんでいただけるよ う管理運営

しています。

を心がけていきたい と思 つています。
た 〇

20年 度 の主な 活動 として次のイベ ン トを実施 しま し

〇 〇

4月 ・ 春 の ミニ コ ンサ ー ト (2日 間延 べ 4回 公演 )

上 段 :ヘ ブ ン ア ー

内容 :マ リンバ の演奏 とソプラノ歌手 の競演
7月 ・ スタンプラ リー (〜 10月 )
9月 ・ ヘ プンアーテ ィス ト公演 (午 前午後の 2回 公

テイス ト公演
下段 :水 源地郷土芸
能公演

演)
内容 :パ ン トマ イム等
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企画展示 の ウラ話
東大和市郷土博物館

木村敏

東大和市立郷 土博物館 にはプラネ タリウム施設があ
り、一般 のお客様へ星座や天文 の話題 を紹介する一般投
影 のほか、学校や、幼稚園・ 保育園の 向けの投影 も行 っ

す。 太 陽 電 池
パ ネ ル に使 わ

てお り、まさにフル活用 とも言える状況です。
しか しお客様を見 ていると、季節 の星 の変化や日々の

り とい う技 術
の 応 用 で、 金

月の動きな ど、基本的な天文現象 に対する理解が決 して
『宇宙
高 い とは思 えません。そ こで平成 20年 の夏 は、

属板 を薄 くし
な が ら強 度 を

おもしろ雑学』 という企画展示を開催しま した。難しい
イメージのある天文学や宇宙のことを、より身近に感じ
てもらおうと企画 したものです。

保 ち、 軽 量 化
を図つています。展示では コー ヒー とチューハイの缶を
使いましたが、アル ミ缶は内側 か らの圧力がないほ うが

この 企 画 展
で は、 宇 宙 ロ
ケ ッ トや 人 工

ダイヤカッ トの様子がよくわか ります。そ こで担当者は
自腹で缶を購入 し、中身を空けた後に展示 しました。
もうひ とつは低反発 ウレタ ンです。スペー スシヤ トル

衛 星 の技 術 を
生活 用 品 に応
用 し た、 い わ
ゆ る「 ス ピ ン

のシー トに使われ、発射 の衝撃を吸収する この素材 は、
マ ッ トレスや緩衝材 として一 般生活 に定着 してい ます。
展示 では枕を紹介 しま したが、公費 で購入できるお店が
限 られるうえ、予算 との折 り合 いがつきませんで した。

オ フ」 の 資 料
を 展 示 しま し

期限が迫 る中、ついに最後 の手段で安い製品を何 とか入
手 しました。無事 に展示 が終了 した現在、枕は私 の頭 を
毎晩支 えて くれています。そ う、私が安売 りの量販店 で

た。数は多 くはあ りませんで したが、その展示資料 の入
手 には、ちよつとしたウラ話があ ります。
ひ とつは「ダイヤ カツ ト缶」 と呼ばれる飲料用の缶 で

れ る ミ ウ ラ折

購入 したものを、展示資料 として提供 したのです。

企画展 「〜 よ く見 て大 き くごしごしと〜人間国宝 三浦小平 二 展」
くにたち郷土文化館
陶芸家故三浦小平二氏は生前国立市在住で、陶芸界 の
中心的存在 として活動を続 け、青磁 に色絵を施す とい う
独 自の世界 を確立 し、平成 9年 に青磁 の分野 で初の重
要無形文化財技術保持者 (人 間国宝)に 認定 され、平成

18年 に惜 しまれ つつ 73歳 で亡 くな られ ま した。その
後平成 19年 7月 に小平二氏夫人三浦竹子様 より国立市
に小平 二 氏 の作品 29点 が寄贈 されま した (平 成 20年

8月 に 1点 追加)。

立花由美子

工か ら見える風景を壁面 に貼 り空間を演出 しま した。そ
して青磁制作に実際 に使用 したろくろや作阿道具類、制
作途中の素焼きの作品、釉薬 がかけ られ、 これか ら窯で
焼 かれるのを待 つ花瓶や香炉 な どをお借 りして展示 しま
した。 また、粘土 は観覧者に作品を より深 く理解 しても
らえる ことを考 え、手で触れるように設置 しました。
失敗作品展示 は、青磁 は 100個 作 つても 1個 完成す
るか どうか とい うほ ど完成品ができるまでの リスクが高
く、そ ういつた作家 の格闘を観覧者に視党的 に感 じても
「青
らお うとい う主 旨で設置 しました。ア ンケー トでは、

くにたち郷土文化館で は、平成 15年 度 にも三浦小平
二氏の企画展を開催 していますが、今回は市 に寄贈され
た作品 と共に、佐渡 で生まれた小平二 氏が国立市 にア ト
リエ を構えて活躍 されていた生涯をた どりました。その

磁 ができるまで の苦労がよ くわか つた」「身近な国立市
に人間国宝の陶芸家 がいた ことに驚 いた」 な どの意見が

ため、美術展 としては異例 の試み として国立市内にある
ア トリエ の再現 と、

寄せ られま した。
今回 は 5年 ぶ りの 有料展示 とな り、入館者数 が気 に

作家 の青磁 作 品完
成 まで の 格 闘 の様
子 を来館 者 に 解 り

な る と ころで したが、2,327人 (有 料者 1,827人 )と
い う大勢 の観 覧者 が来館 さ
れ ま した。指定管理者 とし

や す くす る た め、
残 され てい た失 敗

て、収益 を考慮 に入 れた展
示作 りとい う課題 について

作 品 を展示 しま し
た。 この ア トリエ

考 え、歩 み始 めた くにたち
郷土文化館 の一年で もあ り

再 現 で は、 ア トリ

ア トリ土再現 。失敗作品展示 ゾーン

ました。
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展示室内の様子
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通年体験学習事業 に思 う
立川市歴史民俗資料館
平成 20年 度 の活動報告 として、当館の 附属施設「古
民家園 (立 川市幸町)」 で実施 されてい る通年体験学習
事業 について書かせていただ こ うと思 います。実は この
テ ーマは第

28号 でも報告 させていただいてお り、今回

で 2回 目 とな ります。 ただ、前 回報告 してい るのは私
の前任者だったので、今年度新 たに担当 となった私の視

小川始

35名 の応募があ りました。親子で の応募 が比較的多かっ
た ことは何 よ りで した。第 1回 目は、 7月 20日 (日 )
か らスター トし、その後、陸稲収穫 。脱穀 。麦まき 。麦
踏な どの農作 業 と、手打 ち うどん、餅 つき 。正月飾 り 。
繭玉飾 り 。七草がゆな どの年中行事 や食体験事業を合計
で 11回 実施 しま した。なお、第 4期 の 方 は、平成 21

点か ら報告 したい と思います。
・ 建物を見ただけでは分か ら
通年体験学習事業は、
「・・

年度 も麦刈 りや脱穀、さつ ま芋の植 え付けや収穫な ど、
10月 まで継続 して参加いただ く予定です。

ない農家の暮 らしを理解 していただ くため、農作業や年

農作業 の指導は地元 の農家 の方にお願 い し、年中行事
や食体験の講師は市内の団体な どに依頼 しています。通
年型体験学習の良い ところは、再 三書 いていますが一連

中行事 な どを一年 間を通 して実際 に体験す る「体験型 」
学習事業 として開設され ¨。(中 略)・・・種 まきか ら始まっ
て夏 の暑 い時期 の草取 りや堆月
巴作 りな どの一連の農作業
を経て収穫 につなげ、農作業 の大変さや収穫 の喜びを肌
で知 っていただ くこと 。¨ (第 28号 か ら)」 を コ ンセプ

の農作業を通 して体験できるとことにあ り、特に、私た
ちが普段 口に している食べ物が どのように生産されてい

トに しています。

がってゆ くことです。
一方で課題 もあ ります。毎回熱心に参加 して くださる

古民家園では以前か らも園内の畑を使 って体験学 習を
実施 してお りま した。 しか し、麦刈 りな ら麦刈 り、芋掘
りな ら芋掘 りと単発の事業で、一連の農作業を体験する
ものではあ りませんで した。そ こで平成 16年 度か ら前
段で説明 した コ ンセプ トをもって通年型の体験学習事業
となったものです。

るのか学 習す る良い機会 とな り、それが食育に もつ な

方 もいるのですが、草む しりな どの地味 ?な 作業 の時は
どうして も参加者が少な くな ります。できるだけ多 くの
方 に参加 していただ く工夫が必要です。
何は ともあれ今年 の 10月 、参加者 の方か らどんな感
想が聞かれるか楽 しみです。

今 年 度 は第 4期 目の 募集 で、 30名 の 定 員 に 対 して

写真展 の 開催 について ¨・「モ ダン福 生 写真展 ―昭和 20〜 63年 一」
福生市郷土資料室

秋山喜久江

写真 には、一 日でわかるいろいろな情報が含 まれてい
ます。それは、時間や場所 の記録であ り、また、郷愁や
美 しさが感 じられるものではないで しょうか。そんなわ

どもたちの何気な い遊びの風景な ど貴重な写真の提供を
うけて います。 また、広報担 当課か ら、昭和 40年 代か

か りやすさが、多 くのかたに愛 されるので しょうか、平

とができました。

らの広報写真を譲 り受け、充実 した写真展を開催する こ

9年 に「福生百年」 と して、主 に明治大正期 の写真

来場者は、夫婦、親子、友人な ど連れだっての方 々が

展を開催 した際 には、多 くの方が来館 した との ことで し
た。そ こで、今回はその続編 として戦後の昭和期の写真

多 くい らっ しゃ り、話 も弾み活気のある郷土資料室の光
景を見る ことが できま した。

成

展 を開催す る ことにな りま した。 この 時期、福生市は、
農業地域か ら都市へ と新 しい街 づ くりに歩みだ し、人口

今後 も写 真を収集するとともに、記録写真 としてばか
りでな く、写真資料

の増カロとそれに伴 う学校や道路の整 備、大規模な区画整
理等が行なわれています。多 くの農地が、市街地へ と変

自体 の 美 しさや 存在
感 な どの価値 を高 め
て、福生 を多 くの 方

わっていった時代で した。 また、市の東北部 に位置 した
「陸軍多摩飛行場」が、
戦後「米軍横田基地」 へ と変わっ

に伝 えていきたい と

ています。そんな変革の時代を写真で綴 ることとしまし

思 い ます。

た。 当市では、以前か ら写真収集を してい ま したが、
この展示にあた り、
市民か らの写真提供の協力を募集 し、
多 くの方の協力を得 ました。
写真提供者 の一 人に、昭和

32年 に来 日し、現在でも

福生在住の方で、30・ 40年 代 の市 内の多 くの写真を撮 っ
た方がい らっ しゃいま した。その提供写真は、カラーで
当時の市内の様子を鮮やかに伝 えるもので、 この写真展
の中心 となるものにな りました。その他の方 々か らも子
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平成 20年 度事業 と今後
武蔵村山市立歴史民俗資料館 高橋建樹
遺跡」をテーマに特別展 。文化財見学会・ 歴史講座・ 体
験教室を体系的 に実施 した ことです 。
旧跡指定 され た「東京陸軍少年飛行兵学校跡地」 の

体験教室 は 12月 13日 (土 )、 池谷 タカ氏の指導 の下、
戦時中 と現代のす い とんを作 って試食 しました。
このように一つのテーマに沿 ってい くつかの事業を実
施する ことは、聞き取 りを含 めた資料収集やその整理 に

紹介 も目的の一つですが、近隣 にあった所沢陸軍航空整
備学校立川教育隊 (高 射砲部隊東部 七八部隊駐屯地で も

おいて も体系的及び合理的 に取 り組む ことが 出来、職員
数 の少な い 当資料館 では画期的な事例 である と同時に、

あった)や 村山陸軍病院、三ツ木地区を中心に丘陵裾 に
広がる防空壕群や神明地区の丘 陵上 に設置 された探照灯

今後 の事業展開 にお いて少 なか らず影響を与 えると思わ

平成

20年 度資料館事業 の特徴 は、「武蔵村 山 の戦争

れます

跡、そ して 2度 にわた る空爆被害 を受 けた三 ツ木峰地
区な どを含 める と、戦争遺跡 は市 内全域 に点在 します。
この ことを知っていただきたい との願いか らの事業計画
で した。
特別展 は 10月 25日 〜 12月 7日 の 期間、上記 した
市 内の 戦争遺跡 を網羅す る形 で展示。戦争体験者 か ら、
当時 の様子な どの間取 りが出来 ま した。
文化財見学会 は 10月 25日 (土 )、 楢崎 由美氏 を講師
として「所沢陸軍航空整備学校 立川教育隊跡地」「東京
陸軍少年飛行 兵学校跡地」 な どを見学 しま した。
歴史講座 は 11月 15日 (土 )、 楢崎茂禰氏 を講師に迎
え、立川地域の軍事関連施設 を中心に当時の写真や航空
写真、米軍資料、 DVDな どの映像資料 に加 え、現地の
現在 の様子な どを交 えて講義を受けま した。

特別展「武蔵村山の戦争遺跡」風景

「東京都 埋蔵文化財 セ ンター の活動 につい て」
東京都埋蔵文化財 センター
東京都埋蔵文 化財 セ ンターでは「多摩 の遺跡 と遺物」
のテー マで通史展示 を行い、併せて企画展示 を行 ってい
ます。毎年、周辺地域 の小学校約 100校 が歴史 または
総合学 習 の授業 で、多摩 ニ ュー タウ ン地域 内 の 964遺
跡 か ら出土 した縄文土器 や石器 を中心 に見学 す る こと
な どか ら、縄文時代 の展示を中心に行 つています。平成
21年 度 の企画展示 も引き続 き縄文時代をテー マに「多
摩丘陵 の縄文集落」 と設定 しま した。
小学校 の見学 は、通常展示室・ 体験 コー ナー・ 遺跡庭
園 の 3コ ー スに分 けて見学 を します。特 に児童 に人気
があるのは、
体験 コー ナーです。縄文土器 の立体 パ ズル、

竹尾進

キー作 りや縄文鍋を実際 に料理する縄文食体験教室、遺
跡庭園内にカマ ドを参加者 に作 って もらいく古代米 を試
食する古代食体験教 室を開催す る予定です。 また、勾玉
か映状耳飾 のいずれかを作 る人気のアクセサ リー作 り教
室 も 9回 行 います。新規事業 は、「石の斧で木を切 ろう」
です。磨製石斧 は木 を切 ります と展示解説をするだけ で、
今 まで実演す らもした ことがあ りません で したが、今 回
は首都大学東京 との共同事業 で実際に木を切 る体験を し
てぃただ くことに しま した。

火お こし体験、 ドングリをす り潰 してみる体験な ど当時
の縄文生活 に触れ、体感 して もらえれば と思い、コー ナー
を拡充 してきま した。
最近 では、見学できなかつた学校や実際 に体験 してみ
たい学校 か らの要望で、出前授業 を始めてみま した。現
在 は「火お こし体験」 が主体 ですが、「勾玉作 り」体験
を希望す る学校 もあ ります。出前授業 を希望す る学校数
が増 えてきていますが、今後 もよ り充実させていきたい
と思 います 。
今年度 の行事 としては、好評 の縄文 土器作 りを は じ
め、平成 18年 度か ら始めた木 の実を磨 り潰 した縄文 クッ
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20年 度活動報告
集合住宅歴史館
集合住宅歴史館 は、 UR都 市機構 都市住宅技術研究
所内 にある施設 の 1つ で、 日本住宅公団時代に建設 され
た団地の一部や、 同潤会代官山アパー トといった、歴史

木元理恵子

公開や、小 。中 。大学生限定 の参加型イベ ン トな どを行
い ました。

的に価値の高 い集合住宅を移築・ 復元 しています。
一般公開
集合住宅歴史館が設置 され てい る (独 )都 市再生機
構都市住宅技術研究所は、住宅 に関する様 々な技術開発
や実験 。研究 の成果を専門家だけでな く一般 の方 にも公
開す るため、毎週火、水、木及び第 2、 4金 曜 日に研究
施設の一般公開を行 っています。研究所には、敷地内に
研究 と実験のための施設が 10施 設、さらに展示 ・ 体験

特別公開 イベン ト風景
来 場 者 数 は 2日 間 で 956人 と、 こち ら も多 くの方 に
ご来 場 い た だ き ま した。 今 年 も、 5月 に特 別公 開 を開催

のための 公開施設 が 6施 設 あ ります。一般公開は事前

す る予 定 です 。

予約 制 とな ってい ますが、海外か らの来場者 も含 め多
くの 方 に ご来場 いただい てお ります。平成 20年 度 は、

また、特別公 開 の 開催 に あわ
せ、 同潤会清砂通 リア パー トメ

2523人

ン トに関す る展示 を新 たに加 え

21年 2月 末時点 )の 来場者があ り、海
外か らは 21ケ 国、 210人 が訪れています。
(平 成

ま した。

特別公開

研究所では、毎年 5月 に予 約無 しで ご見学 いただけ
る特別公開を行い、施設の公開とあわせて特別イベン ト
等を開催 しています。平成 20年 度は、5月 23日 (金 )、
24日 (土 )の 2日 間、「エコライフ」をテーマに、6箇
所の一般公開施設に加えて振動実験棟、風洞実験棟等の

清砂通 リアパー トメン ト外壁
レリーフ

常設展示 の リニ ュー アル
八王子市郷土資料館

戸井晴夫

本館 は 1967年 (昭 和 42)4月 に開館 してお り、今
年 で 42年 目を迎 えます。そ の 間、節 目 ごとにたびたび
常設展示 の リニ ューアルを実施 してきました。

示室」 として公開 してきました。 しか し、近年顕著化 し

常設展示 とは、その名 の通 り、いつ来館 しても常 に同
様 のものが展示 されているとい うことで、来館者 もその
ように理解 している方が多 いよ うです。 つま り、来館す
れば いつ も目的の資料を見 ることができるとい うことに

をふまえ、1階 と 2階 の展示 の入れ替 えを 2008年 (平
成 20)12月 に行 いま したも これによ り、 エ レベー タの

王子の歴史 と文化」、1階 の展示場を「 こどもれき し展
てきている来館者の高齢化、 社会科見学 (市 内の小学校
3学 年)の 増加、体験 コー ナーの充実、新 資料 の増加等

な ります。 このよ うに、常設展示は館を代表す るいわば

ない本館でも階段を上 らずに 1階 の通史の展示を見るこ
とができるようにな り、 2階 の広 いスペー スに小学生を

顔 となるものです。そのため、安易に展示替えを行 うこ
とができない反面、頻繁 に来館 される方々の中には、
「い

集める ことがで きました。
新博物館建設 の計画 もある中、実現にはまだ相当な期

つ来ても代わ り映えの しない展示」 とい う印象をもたれ

間を要する ことか ら、老朽化著 しい本館の積極的な細部
の リニ ューアルが今後 も必要にな りそ うです。

る場合 もあ ります。
本館 の常 設展示 は、「八王子 の 歴史 と文化」 と題 し、

62)開 館 20周 年を記念 して実 施 したも
のが基礎 とな ってお り、その後の 1997年 (平 成 9)の
1987年

(昭 和

開館 30周 年を経て も大 き く変更は していませんで した。
その理 由の一つ に同名 の展示 ガイ ドの発刊があ ります。
一度在庫がな くなった 1995年 (平 成 7)に 再販 したも
のが現在 も残 ってお り、 この展示 ガイ ドに掲載 されてい
る展示資 料 の 内容を大き く変えることはできません。
本館 は「八王 子 の二 十世紀」 と題 した特別展 を機 に
(平 成 13)に 展示替えを し、2階 の展示場を「八

2001年

‑ 13 ‑

会員館活動報告

開館 15周 年 にあた つて
多摩六都科学館

小菊繭

多摩 六都科学館 は、3月 1日 (日 )に 開館 15周 年を
迎えました。当日は、紅 自のアーチを通って ご来館 され
たお客様をあたたかい拍手でお迎 え し、そ の後 エ ン トラ

する心 や科学 の芽を育み、科学を身近 に感 じる機会を提
供す る場 とな りますように今後 も活動 して参 ります。引
き続 きご理解 とご支援を賜 ります ようお願 い 申 し上げま

ンスホールにお集 ま りいただいたご来館者、関係者が見
守 る中、高柳雄 一館長 と子 どもたちが力を合わせて勢い

す。

開館 15周 年記念事業

よくくす玉を割 り、
『祝

多摩 六都科 学館 開館 15周 年』
の垂れ幕が登場す ると、大きな歓声 と拍手、笑顔 に包 ま

①

れたセ レモ ニー が始ま りました。館 内では記念 グッズの
配布 (3月 中 の 14日 間配布 )や 開館 15周 年記念事業

②

を行い、大変賑やかな一 日とな りま したも
開館 15周 年記念式典 では、 ご来賓 よ りお祝 いの言葉
と共 に、開館 15周 年を迎 えた多摩六都科学館 が生涯を

③ つ くば 1日 施設見学会 (3月 25日 )
「日本の科学の研究 。開発の現場に触れてみよう」

シンポジウム (3月 8日 )
「ほら、そ こに不思議 が〜宇宙の学校から〜」
タイムカプセル事業 (3月 1日 か ら 29日 )
「天体望遠鏡工作ワークショップ」

通 じた学習の重要性が高 まる社会において果 たす役割 は
非常 に大き く、市民をは じめ とする多 くの皆様 に末永 く
愛され る科学館 となるように との希望が込め られたメッ
セー ジをいただきました。続 く表彰式 では、教育普及活
動へ の事業協力や ご寄附をいただいた方へ の表彰や功労
表彰を行 い 、
『 ロ ク ト未来博士号取得講座』 (協 力 :早 稲
田大学 )に 参加 した子 どもたちには認定証が授与 されま
した。
当館で科学 の不思議 に触れたことを契機 に科学好 きが
増え、輝 か しい将来の科学技術を担 う子 どもたちが科学

開館 15周 年記念セ レモニー

多摩 地域 の戦時下資 料研究会 の活動
たま しん地域文化財団 保坂一房
当財団では 2003年 度か ら「多摩地域 の戦時下資料 研
究会」 を立ち上げて活動 しています。満ilH事 変 〜 日中戦
争 〜太平洋戦争〜 GHQ占 領 と続 く戦時下、多摩 地域は
どのような変貌を遂 げて い くのか。各種資料 を調査・ 収
集 。整理するなかで、そ の実相を明 らかにす る ことを 目

年 にかけて撮影 されたものですが、同セ ンター では昭
和 10年 代 に 日本陸軍が撮 影 した空 中写 真 と、戦後 の
1947〜 48年 に米軍が撮影 した空 中写真 も提供 してい

的 としてい ます。多摩各地 で活動 している方 々にふた月
に 1回 ほ ど集 まって いただき、報 告や意見交換 な どを
しています。その 成果 は『多摩のあゆみ』第 119号 (05

なのが地図です。陸地測量部 と都市計画東京地方委員会
に よって作成 された 1/3000地 形 図 162図 葉 を収録 し
。
た『多摩地形図』 が、2004年 に発行されました (発 行
之潮 )。 空中写真 と多摩地形図、 その他の地図な どを重

年 8月 発行)で 特集 「戦時下の地域社会」 を組んで、 7
本 の ご論考 とな りま した。さ らに第 129号 (08年 2月
発行)に は、楢崎茂蒲氏 が調査の過程で発見 された米軍
史料「Tacucal Mも sion Report」 (作 戦任務報告書)を 分
析 し、 B29空 襲 の状況を追究 してい ます。
通称 戦時研 "で は空襲の実態 とともに、背景 となる
当時 の地域社会の様子を解明す るため、基本的な資料 の
収集 を進めています。なかでも最近利用できるようにな
った米軍撮影 の空 中写真は、重要 な資料です。 (財 )日
本地 図 セ ンターが 米 国国立公文書館所蔵 の米軍撮影空
中写真 の調査 をお こない 、 日本全 国 に及ぶ整備事 業 を

て、 こちらも 500余 点を収集 しま した。
空 中写真 に盛 り込 まれた情報 を、読 み解 く際に有効

ねてみると、土地利用 の移 り変わ りが浮かび上 が ってき
ます。 これ らを視覚的 に捉 えるために、Google Earthを
用 いることに しま した。戦時研 では軍事基地や軍需 工場
に関す るデ ー タベー スも作成 してい ますので、 こち ら
の文字情報 も Google Earthの 地図上 に取 り込みま した。
この結果、今 まで所在地 が不明だつた施設 が 多摩地形図
で確認できて、現在 の場所 も判明 しました。現在、作業
は進行中ですが、Google Earthは 多様な機能 を備 えてい
るようなので、公開の仕方な ども検討 したい と思 つてい
ます。

進め てい ます (『 地 図中心』被爆 60年 増刊号 2005年 、
同 セ ンター HP)。 この うち多摩地域 に該 当す る 90点
を 3年 計画 で収集 中です。 この空 中写真は 1944〜 45
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企画展『文字でた どる江戸 の旅』 開催
青梅市郷土博物館

浜中茂

青梅市郷土博物館 では、平成 21年 2月 21日 か ら企
画展『文字でた どる江戸の旅』 を開催 しています。

利用 した旅の様子を文 字 でた どる形 で紹介 してい ます。
道中 日記 とい うと日頃はあま りな じみのない近世の文

江戸時代の後期には、経済が発展 し、人 々の生活にゆ
とりが生まれるようにな りま した。それにつ れて、伊勢

書 ですが、本展では、それぞれ の旅 の 目的な どの違いを
日記か ら読み比 べ ていただ くことを 目的 としています。

神宮を初め として西国三 十 三か所、四国八十八か所、善
光寺な どへ の民間信仰が盛んにな り、 これ らの神社や寺

そのため、資料 については、読み下 し文 と現代語訳を

院を参詣 した り、各地の名所、旧跡を旅することが人々
の人生の目標のひ とつにな りま した。

付けて、文書に接す るのが始めてだ とい う見学者の方々
にも親 しみやすい 内容 にするよう心がけました。
また、 3月 8日 に は

そ して、貨幣経済を担 う商人の力が非常に大き くなっ

1

た江戸時代末には、旅 に物見遊山 といった要素がさらに

階展 示 室 内 におい て、文
書 の 解読 に 当た られ た本

強 ま ります。信仰の旅か ら遊興、娯楽 の旅 へ と目的が広
が ってい くとともに商人はもとよ り職人や農民の間でも

市 文 化財保護審議 会委 員
を講 師 にお願 い して展 示

それぞれの階層や背景に沿 った形 で旅が益々広 く普及 し

解 説講 座 を実施 し、大盛
況 の うちに終了 しました。

ていきました。
また、そのことが全 国各地 の 町や村に物資の流通、交
の
通 整備、文化の交流、情報の伝 播な どのさまざまな効
果を波及させて いき、ひ いては青梅の歴史や文化にも多
大な影響を与 えました。

上段 :講 座風景

本展は、展示 タイ トルにもあるよ うに、一般的な農民
である久保仙助 と富裕な商家の夫人である小林たみの道

下段 :展 示室の様子

中 日記を中心に江戸時代の旅 と、小嶋小 二郎の道中日記
か ら明治に青梅鉄道が開通 して 間 もない ころの、鉄道を

里 山活動

000そ の後
羽村市郷土博物館

『 ミュー ジアム 多摩』 No 28に おいて「里山 文化の再
生 と保存にむけて」 とい うタイ トルで、羽村市郷土博物
館裏 の雑木林を「里山」に再生 してい く取 り組みについ

い ます。
冬 の 作 業 の 後 に は、 豚 汁
や 煮 込 み う どん を 焚 き 火 で
作 りま した。 車 座 に な っ て 熱

て報告 させていただきました。今回はその続編です。
昨年 4月 に市民ボランテ ィアを募集 し、 10名 のメン
バー によ り活動を開始 しま した。会 の名称を「まる山里

いお汁をすす りなが らの歓 談は、
会員 の親睦を深め るには十分で
した。

や まの 会」 とし、毎 月第 3土 曜 日を定例活動 日として
います。 これまでにベースキ ャンプ となるテ ン トや倉庫
の整 備、下草刈 り、落ち葉掃 き、樹 木 の伐採を行 い、 日
野市倉沢の里山管理作業の作 業体験や羽村での里山作業
経験 者 か らのお話 も伺 い ま した。 機 関誌 も第 2号 まで
発行 し、いよいよ軌道に乗 ってきた感が します。
会 員の中にはまった くの初心者か ら他の里山保全作業
の経験者、造園を職業
としてい る方 まで、多
彩な顔 ぶれがそろい ま
した。 職員 もまった く
の未経験者で、試行錯

伐採・ 萌芽更新作業

通常 の活動 に必 要 な鎌、 枝切
鋏、の こぎ り、砥石等 は基 本的
に一人 ひ とつずつ貸 与 してい ま

す。 これは、それぞれの道具 に責任を もって管理 して、
自分が使 いやすい =怪 我を しに くい状態を保 ってもら う
ためです。炊 き出 しに使 うなべや食材は、各 自の持ち寄
りや会費の一 部で賄 い ま した。
一方で、来年度に向けての課題 も明 らかになっていま
す。 一 番大 きな問題 は、落 ち葉や伐採樹木の活用です。
かつての里 山ではそれ らは生活 。生業の中で消費されて
きましたが、今ではなかなか難 しい ことです。
これ まで郷土博物館で実施 してきた 自然観察会や、体

誤 の 連続 です。 それ で
も毎 回集合時間のは る
か前 に集 ま り、 自発 的
に作業を開始 して しま

宮沢賢臣

験学習会のプ ロ グラム ともうま くリンクさせなが ら、多
落ち葉掃き

くの方に里山に関わ っていただけるよ うな活動を続けて
いきたい と考えています 。
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写真展『変わ りゆ く小金 丼 一昭和 か ら平成 ヘ ー』
小金井市文化財 センター

多田哲

昨年 10月 、市制 50周 年を迎 えた小金井市 は駅前再
開発 に伴い、大き く変貌 しつつあ ります。 そ こで当館 で
は、 この機会 に村 か ら町、そ して市 へ と目ま ぐる しく発

気ない 日常 の景色を捉えた画像は、残念 なが ら極めて少
ないのが現状 です。当館で以前か ら所蔵する画像デー タ
約 1,400件 と最近、市 の広報秘書課 か ら移管 された画

展 した昭和時代を振 り返 る写真展を 11月 1日 か ら今年
の 2月 22日 まで開催 しました。
今回の写真展では市史に残 る催 しや式典 の写真で はな

像デー タ約 3万 件 の 中か ら、ふるいにかけて選択 しまし
たが、第一段階 である撮影地点 の特定 が最 も難関 とな り
ました。デー タ中にはその大半が 「市道○号線」 とい つ

く、あ りふれ た 日常 の街並の写 真を、同地点 の平成 の現
況写真 と対比 して展示 しました。時代は、舗装 された道

た大 まかな記載 しかな く、それ が通称○○通 りと判つて
も、○○通 りの どこで、 どの方向に向か って撮影されて
いるのかは、風景中に現在 と共通す るものが無 い場合、

路や コ ンク リー トの建物が急増す る直前の昭和 30年 前
後 の風景を重点的 に選定 しました。小金井、そ して 日本
全国 の風景を根底 か ら覆 して しまった高度成長期を再考
する ことこそ、今 回の展示 の隠されたテーマ であ り、敢
えて 日常、 目にす る風景を選んだのは、見る人誰 もが主
人公 になれ るか らです。往時を知る高齢者 は思い出が蘇
り、過去を知 らない若年層や移転され てきた方には、小
金井 の風土 を伺い知 る‐ 助 とな り、「 ここは昔、 どんな
だったのか ?」 とい う素朴な疑間が、歴史に親 しむ第一
歩 になって欲 しい との狙 いがあつたか らです。幸 い高年
層 。若年層 だけでな く、働 き盛 りの年齢層 の来館者 にも
熱心な関心 を持たれる方があ つたのは、うれ しい誤算で
した。
写真 自体 が特別なハ レの日に整列 して撮影するのが当
た り前であ つた当時、今 日のスナ ップ写真 に相当す る何

特定 が困難です。 まず、画像をディスプ レイで拡大 して
見なが ら、道路の形状、 目印 となる建物や樹木・ 看板を
。
探 し出 し、昭和 30年 代 の地 図 商店街図 を参考に、漸
く 100点 余 りを特定 で きま した。広報秘書課 デ ー タの
中には、当館所蔵 デー タと全 く同 じ地点か ら撮影 された
異な る年代の画像 もあ り、新たな発見 も少な くあ りませ
んで した。 また、なるべ く市内全域を カバーす るように
心がけたつ もりですが、 めぼ しい画像が見当た らない地
区もあ り、今後 の発見 に期待をかけています。
更 には今 回 の画像 デ ー タを基 に、CD‐ ROMに よる写
真集を作成 しています。小金井市 の地 図上 に撮影地点・
方向を示す矢印形 のアイ コンを配置 して、クリックす る
とその地点 の昭和 の画像がポ ップアップする しくみで、
これ までにな い新たな試 み として現在進行中です。

上段 :武 蔵小金丼駅北口商店街 昭和 40年
軒を連ねる個人商店 はマンシ ョンに姿を変え、現在 と
共通する建物はあ りません。
下段 :現 在の風景
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市民 の チ カラ、 ます ます大 き く〜パ ルテノン多摩博物館 ボランテ ィア
パルテノン多摩歴史 ミュージアム

清水裕介

「植
当館では、これ まで開館準備期か ら活動を開始 した

は各々が 自分 のスタイルを確立 しつつある。① ご本人が

物標本整理 ボラ ンテ ィア」や、「古文書解読 ボランテ ィ
ア」が活動 してきた。一昨年には 20周 年を機会に 「定

音 に撮 った写真を素材 に②オ リジナルの高圧線鉄塔 マ ッ
プを作 り、鉄塔か ら撮影地点を特定③地域の方に聞き取

点撮影 プロジェク ト」 と「石仏調査団」が発足 し、昨年
12月 には「民俗調査団」 も活動を開始するな ど、近年、

りを行 う④古 い写真を持 った方を探 して本人か ら聞き取
りを行 うな ど。元々は「撮影者」 としての募集だったも
のの、現在は収集・整理にも大 きな役割を果た している。

市民のチカラは一 層、かけがえのない ものになっている。
昨年度開始 された植物標本庫の一般公開や、近 々予定
されてい る「富澤 日記」 (国 文学研究資料館所蔵 )の 刊
行 もその賜物である。 これ ら当館の博物館ボランティア
の活動 の うち、今 回は 「定点撮影 プロジェク ト」 を紹介

近年、多摩 ニ ュー タウンでは、開発を担 った公的な団
体 の改組な どが進め られ、そ こで作成された資料の寄贈
が増 えている。こ うした受入資料の写真類 も、同プ ロジェ
ク トで整理を進めているところである。

したい。

館 としては、収蔵写真の整理に努め、昨年には飯能市

現在、活動を行 っているのは 15名 。 ニ ュー タウン開
発前後の景観が記録 された写真の撮影地点を特定 し、撮
影 に行 くのが主な活動である。 メンバー はニ ュー タウン

郷土館 (埼 玉県)の 同プ ロジェク トと交流会を行い、成
果発表 として企画展や出張展な どを行 った。また、本年

開発以後 に住民 となった方々なため、当初 は大規模造成
の結果、跡形 もな くな った景観の写真を 前 に「 無理 だ」
との声 もあが った。 メンバー はもとよ り、担 当も館に来

撮影会を催 した。
担 当 としては、プロジェク トの メンバー だけでな く、

て 5ケ 月 日の ことで、「ゼロか らのスター ト」 とも感 じ
たものだった。
担 当の頼 りなさが功を奏 したか、現在では、メ ンバー

2月 には東京都水道局 の協力を得て、配水塔な どか らの

写真 の提供や聞き取 り調査な どで地域の方にお世話にな
る度に、そのチカラと 20年 余 の間に生まれた
「つ きあい」
の存在 の大 きさを感 じ、決 して「ゼロ」 か らではなかっ
た と感謝に堪えない 日々である。

昭和 45年 撮影

平成 21年 撮影
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茅葺 き民家 と昔 くら し体験
江戸東京たてもの園

高橋英久

現在、多 くの博物館で、小 。中学校を対象 とした教育
プ ログラムの実践がなされ、その事例が報告され ていま
す。各館で創意 工夫を凝 らし学習指導要領 に沿 つたプロ

け、活動を開始 します。
まず 目にするのは現代の家 とは明 らかに違 う茅葺きの
民家。その中 に入る と囲炉裏で焚かれている煙 のにおい

グラムが開発 されています。
江戸東京 たて もの園においても、例年、近隣を主 とし、
特 に小学 3年 時 の社会科 の学 習単元 であ る音 の 暮 らし

に驚 きます。囲炉裏を囲み座 って、座 る位置に決 ま りが
あった ことや 、囲炉裏廻 りの道具 の名前な どの説明を聞
きます。その後、囲炉裏 か ら火種 を取 り、別 の部屋 の火

に関連 して、かつての生活様式を学ぶ学校 が来園 します。
当園では野外建築博物館 とい う特徴を活か し、茅葺 き民
家内で の石 臼、火鉢 の火起 こしな どを実際の生活空間 に

鉢 に持 つていき息を吹きかけなが ら、炭をお こ します。
あ らかた火が起 こると手をかざ し暖かさを体感 し、手遊
びな どを して、火消 し壺を使 つて片 づけを します。

おいて体験 します。そ こには暗さや寒 さ、暖かさ、薪 の
はぜ る音やにお い、米 がす りつぶされ る音や力 の加 減な
ど暮 らしを体感的 に掟 える要素 が多分に含 まれて いる と

土間では石臼をまわ し、お米を粉に します。結構な重
量がある石臼を力を込 めてゆっ くりと回 してい きます。
下臼 と上自の間か ら出て くる粉をふるい にかけ、上新粉

思われます。また、本事業に欠かせないのが 、 ボランテ
ィアの存在です。世代を超 えた人 との触れ合 いのなかで、
実際 の話を聞きなが ら、時に厳 しく、時に和やか に活動

と欠け米に分け、細かな粉 に触れその変わ り様 にび っく
り。苦労 が形になる瞬間です。
どの学校 も基本的には同 じ内容 のプログラムを行 って

を進めていきます。
歴史的建造物 に触れ、 かつ世代を超 えた人 との触れ合
いを通 しての学習 とい うことで多 くの学校か ら好評を得

いますが、児童 によってその捉 え方がまち まち な感は否
めませ ん。そのフオローの役割 を担 うのは学校 なのか、

ています。
ここでは、その活動事例を紹介 します。児童たち は担
当職員か ら注意事項 (① 建物を大切 にする ②元気 にあ

博物館 なのか、明確な線引きは曖味なままであ ることが
実状 です。 しか しなが ら、学校の学習 に対 して、補完的
役割だけではない博物館 の存在意義を考 えることが 目下
の課題です。

いさつをす る ③靴 を揃 える ④敷居 を踏 まない)を 受

民家内での体験

石自体験
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「ふ るさ と 日野」 を届 ける〜 デ リバ リー 博物館事業 〜
日野市郷土資料館
日野市郷土資料館 は、資料館のサー ビスを市内 どこに
でも提供できる ことを 目標 に、「デ リバ リー博物館事業」
と称す る出張展示や体験学習な どへ の人材派遣 といった
館外活動 に力を入れ ています。会場側の施設や団体の希
望や条件を踏まえて 内容を検討す るのです。
人材派遣 の場合は、 当館職員だけでな く、 日頃か ら資
料館活動に参加 しているボランティアの方 も含めて人選
します。今年度は、正月飾 りづ くりや音のお もちゃづ く

峰岸未来

と児童施設に対 して送付 しました。その結果、介護老人
保健施設や福祉 センターか ら要望があ り、あんかや火鉢
な どの民具を短期間展示 し、展示 にあわせた お話 し会
を実施 しま した。過去 の経験 を想い 出 し語 る ことは、
高齢者がよ り充実 した日常生活を送 るために効果がある
とされ、「回想法」 とい う手法が医療・ 介護 の分野で注
目されています。当館 の活動 は「回想法」 まで踏み込ん
だものではあ りませんが、民俗資料が高齢者 のために活

りの指導な どを実施 しました。
展示 の場合は、館主催展示 もあれば、 パ ネルや展示物

かされ る場 とな りま した。高齢者が利用する施設 といっ
ても、施設の性格 も幅広 く、同 じ施設 内でも入所者 。通

品の貸 出 しといった方法での支援 も行います。高幡不動

所者は健康状態 が様々です。 さ らに、今 までの当館活動
を振 り返 っても、経験不足の分野ですか ら、よ リー層慎
重 に、安全配慮 。内容 。興味を引き出す説明方法な ど、

尊を会場 とした「ほ どくぼ小僧・ 勝五郎生 まれ変わ り物
語」 のパ ネル展示は、当館 と高幡山金剛寺 との共催です。
七生村 。日野町合併 50年 や多摩動物公園 50年 関連な
どのイ ベ ン トヘ は市役所の担当課 へ 写真 パ ネルを貸 し出
しま した。民具な ど実物資料 の活用 は、展示 よ りは小学
校 へ の出張授業が中心で、毎年何校か実施 してきました。
今年度はよ り積極的に展示や体験学習の支援を行 うた
めに、デ リバ リー博物館事業 の案内を市 内の高齢者施設

施設職員 と十分に打合せをする必要があ ります。
当館の「ふ るさと日野」を届ける活動は、要望にお答
え して実施 しているので、 これか らもよ り多様な リクエ
ス トが届 くことで しょう。試行錯誤を重ねなが ら「ふる
さと」を しょって出かけていきたい と思います。

東京農 工 大学科学博物館 の リニ ュー アルオ ー プ ンに 向 けて
東京農工大科 学博物館
明治維新 当時、生糸は最 も重要な輸出品であ り、政府
は殖産興業 と外貨獲得のため蚕糸業育成の政策を推進 し
ました。 このよ うな背景のもとに、明治 19年 (1886年 )
農商務省 (現 在 の農 水省 と経済産業省)の 蚕業試験場 に
設置 された「参考品陳列場」が科学博物館の始 ま りです。

松島朝英 。中澤靖元

2.情 報発信
これ まで収集 してきた繊維 関連資料を中心 とし、多
角的な視点か ら科学全般の常設展示を 目指 します。 さら
に、博物館活動 の一環 として、本学の教育 。研究活動を
わか りやす く紹介する大学最新研究紹介 スペー スを新た
に設 置する予定です。

今年度 よ り、工学府附属繊維博物館か ら東京農工大学
科学博物館へ と、全学化 した大学博物館 として名称が変
更され ました。そのため今年度は、 これまで以上に博物
館活動 が積極的 に行 える施設 としての リニ ューアル整備

以上 の項 目を平成 21年 度か らスター トする計画です。
特 に、 1展 示活動・ 研究活動 の 活性化 については、来
館者 の皆様、 また博物館関係者の皆様 の ご意見 ご叱責を

(写 真 :展 示室準備 中 1,2)を 主 に、来年度か ら本格 的
な大学博物館 としての使命を全 うできるよう、今後の事

頂 きなが ら、東京農工大学に とって、また地域の皆様に
とって、 これまで以上に相応 しい博物館 として邁進 して

業計画を検討 してきま した。
1展 示活動 。研究活動 の活性化

い く所存です。

本館 は、大学 附属 の 科学博物館 として活動を開始す
るにあた り、 日本近代産業遺産や伝統工芸技術の保存・
継承 における使命・ 責任 を再認識 しま した。 従 って、
繊維 博物館 として今 日までに至 った過 程 を尊重 しなが
ら、上記の使命・ 責任を果たせ る能力を有する機関を 目
指す と共に、農学 。工学 と研究分野に特化 した東京農工
大学 の博物館 として、本学の過去か ら現在に至 る学術資
料 の公開展示を積極的 に行 います。 また、 日本の経済地
盤の 一翼を担 った繊維産業分野 の展示・ 解説に今後 とも
注力 し、更なる第二次産業の発展 に向けた、繊維産業分
野の 自己検証に繋がる研究活動を行 い ます。
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新規入会館紹介

◆新規入会館 紹介◆
八王子市 こ ども科学館 (サ イ エ ンス ドー ム八王子 )
八王子市 こども科学館

森融

八王子市 こども科学館 (愛 称 :サ イ エンス ドー ム八王
子 )は 、子 どもたち にプラネタリウムを通 して天文や宇
宙、基礎物理 を中心 とした展示物を操作す ることによ り

三 多摩公立博物館協議会への加入によ り、科学館 の活
動 の幅を広げる ことが 出来れ ば と考 えています。
また、当協議会 には、プラネ タリウムを有す る会員が

科学 の原理や応用、 そ して、各種の科学教室 に 自ら参加
しての科学の理論の学習す る機会を提供す る場 として、
平成元年 1月 28日 に開館 しました。
施設の内容 として、1階 が、プラネタリウム と基礎物
理を中心 とした展示物、 2階 が、鏡や映像を テーマに し

3館 あ ります ので、プラネタリウムでの連携を図れれ ば
今後 ともよろしくお願 いいた します。
と期待 しています。

た展示物、電子顕微鏡室、科学実験 シ ョーや 来館者 の休
憩所 としてのオ リエ ンテーシ ョンホール、パ ソコン教室
と会議室、 3階 が 、星空観望広場、地下 1階 が、科学工
作室、屋外 が、八王子の地質図 と 4地 点 の地層 モデルを
配置 しています。
「波動」
特 に、基礎物理 の展示物 は、「電気 と磁気」、
さ
「光 と波」、そ して「力 と運動」 の 4つ のテーマで、展示
物を 自ら操作 して科学 の原理を体験す るものです。
平成 21年 1月 に開館 20年 を迎 えま した。 バ ブル経
済 の崩壊 による経済状況の低迷 の影響を受 け、市財政状
況 が厳 しい中にお いても、一部ではあ りますが展示物 の
更新 を進めま した。
特 に、平成 19年 度 においては、多摩地域 でいち早 く
デジタルプラネタ リウムを導入 しま した。
近年、デジタルプラネタリウムの登場によ リプラネ タ
リウムの状況 も一転 しま した。
デジタル プラネタリウムは、動画再生機能 を有 し、迫
力あ る全天周映像 が投影で きます。 また、 当館 のプラ
ネタリウムは二次元デジタルプラネタリウム機能 を搭載
し、最新 の科学デー タに基づいた様 々な天体の位置や距
離、大きさの情報 を リアル タイムに計算 しなが ら、天体
の正確なシミュレー ションができます。
宇宙空間を 自由 に移動 した り何十万年 もの時間を移動
した りと、宇宙船や タイムマシー ンか ら見たような宇宙
の空 間が体験できます。
そ して、平成 20年 3月 22日 に リニ ュー アルオー プ
ンを し、好評をいただいてお ります。
現在の事業 の主たるものは、プラネ タリウム学習投影
(幼 児、小学 4年 生、中学 3年 生)、 と一般投影、科学工
作な どの工作教室、科学実験 シ ョー 、 パ ソ コン教室 (小
一般 と高齢者対象)の 開催な どです。
学生、幼児 と保護者、
の状
の利用者
況 をみると、開館 当初 と比べ 、小学
現在
低学年 が多 くなっています。特 に、科学工作教室な どは
低学年 の要望 が多 くなっています。
今後 の課題 は、来館者のニー ズに合わせた講座な どを
開催す ることや、展示物 の更新、そ して、プラネタリウ
ムの座席の更新を図 り、観覧環境 の改善が課題 となって
います。
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◆東京都 三 多摩公立博物館協議会会員名簿◆
館名

住所

交通

電話

西武新宿 ・ 国分寺線 「東村 山駅」西 口下車徒歩 8分

東村山ふるさと歴史館

東村山市諏訪町 1‑63

042‑396‑3800

八王子市郷土資料館

八王子市上野町 33

042‑622‑8939

府中市郷土の森博物館

府中市南町 632

042‑368‑7921

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

JR八 王子駅南口から徒歩 15分・京王バス市民会館経由「西
八王子駅」行、バス停 「市民会館前」下車す ぐ
」
R中 央線「八王子駅」北口・ 京王線「京王八王子駅」から
バス「市民会館」下車徒歩 3分
R南 武線 「分倍河原駅」から健康センター行きバ
京王線・」
ス「郷土の森」下車

青梅市郷土博物館

青梅市駒木町 1684

0428‑23‑6859

R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

042‑481‑7656

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

042‑568‑0634

」
R八 高線 「箱根 ヶ崎駅」東口下車徒歩 20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

福生市郷土資料室

福生市熊川 8501

042‑530‑1120

」
R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

武蔵村山本町 5‑21‑1

042‑560る 620

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「村山温泉かた くりの湯」下車徒歩 1分

あきる野市五日市郷土館

あきる野市五 日市 920

042‑596‑4069

」
R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

」
R青 梅線「羽村駅」西口下車徒歩 20分 /コ ミュニティバ
スはむらん羽村西コース「郷土博物館」下車

清瀬市郷土博物館

清瀬市上清戸 2641

042‑493‑8585

西武池袋線「清瀬駅」北口下車徒歩 10分
JR中 央線「立川駅」南口から立川駅北口行きバス「農業試
験場前」下車徒歩 5分

JR青 梅線「奥多摩駅りから小河内方面行きバス「奥多摩湖」
下車

立川市歴史民俗資料館

￨1市 富士見町 3‑12‑34
立り

042‑525‑0860

檜原村郷土資料館

西多摩郡檜原村 3221

042‑598‑0880

日野市郷土資料館

日野市程久保 550

042‑592‑0981

小金井市文化財センター

小金井市緑町 3237

042‑383‑1198

くにたち郷土文化館

国立市谷保 6231

042‑5ア 6‑0211

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 12602

042‑567‑4800

西部拝島線 「東大和駅市駅」からダイヤモン ドシティ行き
バス「八幡神社」下車徒歩 2分 /多 摩モノレール「上北台駅」
からちょこバス外回り「郷土博物館入口」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

東京農工大学科学博物館

小金井市中町 2‑2416

042‑388‑7163

JR中 央線 「東小金丼駅」南口下車徒歩 9分

江戸東京たてもの園

小金丼市桜町 3‑71

042‑38"3300

JR中 央線 「武蔵小金井駅」北口から西部バス「小金丼公園
西口」または関東バス「江戸東京たてもの園前」下車

1952

」
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
京王線 。多摩モノ レール「高幡不動駅」から百草団地方面
行きバス「高幡台団地」下車徒歩 5分
JR中 央線 「武蔵小金井駅」北口からココバス北東部循環〇
「小金井公園入口」下車徒歩 5分

たま しん歴史・ 美術館

国立 市 中

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

0428‑7'8814

JR青 梅線「御嶽駅」下車徒歩 20分

東京都埋蔵文化財センター

多摩市落合 1‑142

042‑373‑5296

京王線相模原線 。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

集合住宅歴申館 (都 市再生機構
都市住宅技術研究所)

八王子市石川町 2683‑3

042‑644‑3571

・ 京王線「京王八王子駅」から宇津
JR中 央線「八王子駅」
木台行きバス「ケンウッ ド前」下車徒歩 5分

多摩六都科学館

西東京市芝久保町
5‑10‑64

042‑469‑6100

西武新宿線「花小金丼駅」北口下車徒歩 18分 /西 武新宿線
「田無駅」Jヒ ロからはなバス「多摩六都科学館」下車

国立ハンセン病資料館

東村山市青葉町 4‑1‑13

042‑396‑2909

八王子市 こども科学館

八王子市大横町 913

042‑624‑3311

西武池袋線「清瀬駅」南日から久米川駅行き 。所沢駅行き
バス「ハンセン病資料館」下車
」
R中 央線 「八王子駅」・京王線 「京王八王子駅」北口から
「戸吹」。
「みつい台」行き等 「福
西東京バス「杏林大学」。
祉会館」下車徒歩 2分

東京都 三 多摩公立博物館協議会会報

ミュー ジアム多摩
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