
 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（1/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容1 北海道 旭川市科学館「サイパル」 春の科学館まつり 4月29日（月・祝） 常設展示・プラネタリウムの無料開放、各種実験・工作の無料体験 ○2 北海道 神田日勝記念美術館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○3 北海道 斜里町知床博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○4 北海道 市立函館博物館 開拓使函館仮博物場・旧函館博物館1号（北海道指定有形文化財）公開 5月25日（土）10：00～15：00 1879年5月25日の開場を記念し、普段は閉鎖している施設を無料で公開 ○5 北海道 美幌博物館 無料開館 5月18日（土） 学芸員による未公開資料の公開と解説 ○6 北海道 北海道開拓記念館 歴史講座「利尻島のアワビ増殖大作戦」 5月19日（日） ○講座「北海道の古地図とその歴史」 5月18日（土） アイヌ語地名研究会の高木崇世芝氏を講師に北海道の地図にまつわる様々な話題を紹介する。 ○ロビー展「北海道の地図の歴史－伊能忠敬と間宮林蔵にはじまる」 4月27日（土）～6月2日（日） 大日本沿海興地全図の北海道エリア部分を1/2に縮尺した複製図などを展示し、北海道の地図の歴史の変遷をたどる。 ○8 北海道 むかわ町立穂別博物館 無料開館 5月18日（土） （当日のみ町民は無料） ○旧館建物案内 5月18日（土） 登録有形文化財（建造物）である同館大ホール（旧青森銀行本店部分）の建築意匠について解説案内する。土曜セミナー 5月18日（土）記念品贈呈 5月18日（土） 有料入館者に対しポストカードを贈呈春の展示「めくるめく物語」 3月19日（火）～6月19日（日）無料開館 4月27日（土）テーマ展「お姫様のお国入り―イギリスに渡った一関藩の風景画」 4月27日（土）～6月23日（日）無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開県博バックヤードツアー 5月18日（土）①13：05～②13：20～③13：35～（当日受付、先着順） 収蔵庫、学芸調査室、中央監視室、空調機械室などを学芸職員が案内する。無料開館（対象者限 5月5日（日） 小・中学生の入館料を無料とする。無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開14 岩手 花巻市博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○15 宮城 カメイ美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカード贈呈 ○16 宮城 鹽竃神社博物館 無料開館 5月17日（金）～5月19日（日） 全ての展示を無料で公開 ○17 宮城 仙台市天文台 サタ☆スタ 5月18日（土） ○18 宮城 東北福祉大学  芹沢銈介美術工芸館 記念品贈呈 5月18日（土） アンケート回答者にはがきセットを贈呈 ○19 宮城 宮城県美術館 無料開館 5月18日（土） 常設展を無料で公開 ○20 秋田 秋田県立近代美術館 ミュージアムコンサート 5月19日（日） 特別展「岩合光昭写真展 どうぶつ家族」の付帯事業として「マンドリンとギターコンサート」を実施。参加は無料。 ○21 秋田 秋田県立博物館 5月12日（土）13:30～14:00 企画展「古イイ看板」ギャラリートーク ○22 秋田 秋田市立佐竹史料館 5月12日（土）15:00～15:30 企画展「新収蔵品展」と常設展「武家の調度品展」のギャラリートーク 　23 秋田 秋田市立赤れんが郷土館 5月12日（土）16:00～16:50 企画展「洋風建築　IN あきた　第１部」ギャラリートーク 　24 秋田 秋田県立美術館（平野政吉美術館） 5月13日（日）13：00～13：45 企画展「藤田嗣治の旅―中南米のエネルギーとコスモロジー」ギャラリートーク 　25 秋田 秋田市立千秋美術館 5月13日（日）14：00～15:00 企画展「アートとあそぼう！～ムナーリからの贈りもの～」ギャラリー・ツアー ○無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開秋田県立美術館・秋田大学鉱業博物館連携展「鑛のきらめき」 4月3日（水）～5月19日（日） 秋田県立美術館ギャラリーにて鉱業博物館所蔵の鉱物・化石を美術的に展示する27 秋田 小坂町立総合博物館郷土館 見学会 5月18日（土） 希望する町民を対象として秋田県立博物館の見学会を実施 ○特別展「戦国のメモリー～合戦図屏風と上杉の記録と～」 4月13日（土）～6月16日（日）※展示替：5月13日～17日 江戸時代、米沢藩氏は謙信や景勝の時代をどのように見ていたのか。自らの先祖の活躍の認識から紹介していく。無料入館（対象者限 5月5日（日） 小中学生は展示室への入場無料国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本の展示 4月27日（土）～5月12日（日）29 福島 福島市古関裕而記念館 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開） ○講演会「常陸国の古代官道」 4月27日（土） 講師：木本雅康氏（長崎外語大学教授）展示案内会 4月29日（月） 特別展「古代のみち」（3月16日（土）～5月6日（月））に伴う展示解説無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開31 茨城 土浦市立博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○
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 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（2/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）鳥犀圓の世界 4月20日（土）～5月19日（日） 徳川ミュージアム所蔵「鳥犀圓」パネル展示ミュージアムレクチャー「鳥犀圓の世 5月18日（土）記念品贈呈 5月18日（土） ミュージアムレクチャー参加者にポストカードを贈呈無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）企画展「遺跡から見る古代の坂東」、所蔵美術品展「郷土ゆかりの作家たち 五姓田芳柳作品を中心に」 5月18日（土）～7月7日（日） 　≪地質の日記念イベント≫袋田の滝をつくった海底火山 5月12日（日）＊事前申込制・現地集合 袋田の滝周辺を歩きながら、その生い立ちを探る。ガイドツアー 5月18日（土）10：30～11：30 企画展「こけティッシュ苔ワールド」についてガイドツアーを実施ふれあい野外ガイド 5月18日（土）13：30～14：30タチスミレを観察しよう 5月26日（日）　＊事前申込制・現地集合 タチスミレなどの絶滅危惧植物を観察し、その保護について考える。マムシグサを観察しよう！ 5月12日（日） 性転換する植物「マムシグサ」をはじめ、雑木林や湿地の植物を観察する。人文系ミュージアムカレッジ 5月19日（日） 「渡辺清絵日記に見る明治末の年中行事」として、明治末頃に各家庭で行われた年中行事を渡辺清絵日記からひもと36 栃木 那須塩原市那須野が原博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○37-114 群馬 群馬県博物館連絡協議会加盟の78館【注１】 「国際博物館の日」キャンペーン 5月18日（金）～31日（日） 協議会加盟の80館にて、5月18日～20日の入館者にはがき（スタンプラリー用紙）を配布。応募者の中から抽選で100名に記念品を送付。 注１115 埼玉 入間市博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○116 埼玉 川越市立美術館 ミュージアム・ジャズ・コンサート 5月19日（日） 特別展「ポップ・アート1960’ｓ→2000’ｓ」に関連したジャズのコンサートを実施 ○117 埼玉 河鍋暁斎記念美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○国宝「慈光寺経」特別公開 4月16日（火）～6月16日（日） 常設展示室にて、国宝「慈光寺経」をはじめ、指定文化財を公開博物館裏方探検隊 5月18日（土）13：30～14：00（予定） 学芸員が普段は見ることができない、博物館の裏側を案内十二単の着装体験 5月18日（土） 費用500円。往復はがき・電子申請にて要事前申し込み（4月18日締切）119 埼玉 狭山市立博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○プレゼント応募はがきの配布 5月1日（火）～18日（土） 館オリジナルグッズ（携帯ストラップ、一筆箋、ペーパーウェイト）を各10名に贈呈することとし、その応募はがきを実施期間中に館内で配布ホワイエ展示「甦る記憶・受け継ぐ記憶～仕事人のわざ」 5月11日（土）～6月16日（日） 地域の資料や史料を未来永劫まで保存するため、同館で実施している修補の“わざ”のあれこれを紹介無料開館 5月18日（土） 日頃から無料で公開121 埼玉 ふじみ野市立福岡河岸記念館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開122 千葉 鴨川シーワールド レクチャー「シャチとの歩み」 5月11日（土）・12日（日）・18日（日） シャチの飼育の歴史を解説（約20分、1日1回実施） ○123 千葉 木更津市郷土博物館金のすず 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○歴博映画の会 5月4日（土） 東北のまつり―映像による記録の過去・現在・未来歴博講演会 5月11日（土） 祭りを継承する絆の創造―祭り研究の最前線からくらしの植物苑観察会 5月27日（土） 佐倉城址の森について無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 先着10名に企画展パンフレットを贈呈企画展「発掘成果展―横田郷遺跡―」 5月18日（土）～7月7日（日） 平成17年から4年にわたる“横田郷遺跡”の調査の成果を展示126 千葉 千葉県立現代産業科学館 工作教室 5月19日（日） 「スルリとすりぬけるまぼろしの壁（スルリン）を作ろう」と題して偏光板を使った工作教室を実施 ○ミュージアムトーク 5月18日（土） 「5月18日は国際博物館の日・国際植物の日です」と題して本館展示室において2回開催（11:00-11:30、14:30-15:00）講演会「芽ばえさまざま」 5月19日（日）13:30～15:30 代表的な身近な植物の芽ばえと、さまざまな芽ばえの所や生体のを多数のクローズアップ写真を用いて紹介する。当日受付、先着200名（中学生以上）。128 千葉 千葉県立美術館 ワークショップ「いろいろ作ろう、美術館の縁日だよ！」 5月18日（土）13:00～16:00 改修工事により休館中のため、千葉県柏市さわやか千葉県民プラザにて実施。先着50名、参加費300円、対象3歳以上。 ○無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開企画展「いきものから学ぶロボット展～ヒントは彼らの中にある！～」 4月26日（金）～6月2日（日） いきものからアイデアを取り入れたロボット技術について楽しく学ぶ。130 千葉 DIC川村記念美術館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開131 千葉 日本大学理工学部　科学技術史料センター 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開） ○
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千葉 千葉市科学館

徳川ミュージアム ○茨城32 茨城33
埼玉県立歴史と民俗の博物館栃木県立博物館埼玉35 栃木
国立歴史民俗博物館千葉 千葉県立中央博物館袖ヶ浦市郷土博物館124

坂東市立猿島資料館（さしま郷土館ミューズ）
戸田市立郷土博物館埼玉120

○ミュージアムパーク茨城県自然博物館茨城34 ○

千葉125
○千葉127129

○
○○○
○○



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（3/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）132 東京 東京国立博物館 ○133 東京 国立科学博物館 ○134 東京 国立西洋美術館 ○135 東京 東京藝術大学大学美術館 　136 東京 東京都美術館 ○137 東京 東京都恩賜上野動物園 ○138 東京 上野の森美術館 ○139 東京 台東区立下町風俗資料館 ○140 東京 台東区立旧東京音楽学校奏楽堂（休館中のため別会場にて実施）141 東京 旧岩崎邸庭園142 東京 国立近現代建築資料館143 東京 東叡山寛永寺 　144 東京 足立区立郷土博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○145 東京 板橋区立郷土資料館 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で開館） ○NHK番組を見る会 5月12日（日）、18日（土）、19日（日） エルミタージュ、プラド美術館の特別番組を上映 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 先着50名にキーホルダーを贈呈147 東京 大田区立郷土博物館 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開昭島人物紹介展「橋本敏美エッグアート作品展」 5月18日（土）～6月2日（日） 橋本敏美氏のエッグアート作品の展示。国際博物館の日記念事業のため、観覧は無料。無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開学芸員によるギャラリートーク 5月18日（土） 企画展示「クジラとイルカ」展を解説郵便局歳時出張所の開設と小型印（イラスト入りの消印)の使用 5月18日（土） 　150 東京 久米美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月14日（火）～18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈152 東京 国立新美術館 無料公開 5月18日（土） 企画展「カルフォニア・デザイン1930-1965―モダン・リヴィングの起源―」を無料で公開 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員に記念品を贈呈154 東京 品川区立品川歴史館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○155 東京 渋沢資料館 国指定重要文化財“青淵文庫”で聴くミュージアムコンサート＆建物レクチャー 5月18日（土） 事前申込制。14:00～15：00（開場13:30）。サックス四重奏。 ○156 東京 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日（土） ポストカード ○157 東京 台東区立書道博物館 記念品贈呈 5月18日（土） 先着30名に一筆箋を贈呈 ○158 東京 たばこと塩の博物館 無料開館 5月6日（月・祝） ○159 東京 ちひろ美術館・東京 ギャラリートーク 5月18日（土） ○無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 先着100名にオリジナルしおりセットを贈無料開館 5月18日（土） 所蔵作品展（常設展示）を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 先着100名にオリジナル鉛筆を贈呈企画展「映画より映画的！ 日本映画スチル写真の美学」 4月16日（水）～8月7日（日） 併設：常設展「NFCコレクションで見る日本映画の歴史」無料開館 5月18日（土） 展示室を無料で公開（上映会は有料）無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 特製ガイドブック（無くなり次第終了）ガイドツアー 5月18日（土） 学生ボランティア団体「musset」による展示 5月18日（土） 大型機織機械の動態展示

上野ミュージアムウィーク 5月11日（土）～5月26日（日）

○
東京国立近代美術館　本館東京農工大学科学博物館東京 東京家政大学博物館駒澤大学禅文化歴史博物館東京

東京 同　フィルムセンター

5月18日（土）の記念事業●無料開館：東京国立博物館（常設の総合文化展）、国立科学博物館（常設展）、国立西洋美術館（常設展）、台東区立下町風俗資料館（常設展）●無料展示ガイド：国立西洋美術館（ボランティアによるガイドツアー）、東京藝術大学大学美術館（ギャラリーガイド）、東京都美術館（建築ツアー）、東京都恩賜上野動物園（ガイドツアー、スポットガイド）●特別講演会：東京国立博物館（東洋館の彫刻）、国立科学博物館（巨大イカ暗黒に舞う）●来館者プレゼント：国立西洋美術館（常設展入場の先着100名に絵はがきを贈呈）、東京都美術館（「ベストセレクション美術2013」展入場の先着50名にグッズを贈呈）その他のイベント●5月19日に「博物館・動物園セミナー」として東京国立博物館、国立科学博物館、東京都恩賜上野動物園を巡る「上野の山でサルめぐり」を実施（※事前申し込み制）●その他、お楽しみくじ引きや「浴衣着付け教室付きガイドツアー」など、外国人留学生ＵＭＷ感想文コンテストなど、さまざまな催しを予定。詳細については上野ミュージアムウィークの公式ホームページをご覧ください。http://www.ueno-mw.com/

160 逓信総合博物館東京162 東京163161
153 切手の博物館東京149 東京 国際基督教大学博物館　湯浅八郎記念館148 東京 家具の博物館151 ○○

○
○146 東京 ＮＨＫ放送博物館
○○○○



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（4/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）無料開館（対象者限 5月18日（土） 小学生・中学生のみ入場料無料記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にクリアファイルを贈呈ギャラリートーク 5月18日（土） 14時より子ども・親子向けのギャラリートークを開催無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員（「天地明察の和算」・「実物でたどるコンピューターの歴史」・ポストカード　から1つ選択）ギャラリートーク 5月12日（日）①11:00～②14:00～ 開催中の展示「春のよそおい～刀剣・刀装・刀装具にみる植物の意匠」を中心に刀剣や刀装具の見どころをわかりやすく解説する。無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈167 東京 日本カメラ博物館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にオリジナルグッズを贈呈 ○168 東京 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 大人のためのものづくり講座 5月18日（土） 「まゆだまから作るランプシェード」午後１時～、先着20名、有料。講師：千葉県シルクセンターセンター長の岩瀬智彦氏 ○169 東京 パナソニック汐留ミュージアム 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○170 東京 松岡美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○171 東京 三井記念美術館 無料開館（対象者限定） 5月18日（土） 外国人及び学生は無料 ○172 東京 武蔵野市立吉祥寺美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 先着100名にポストカードを贈呈 ○無料開館 5月5日（日）こどもの日の集い 5月5日（日） ミュージアムコンサート、各種イベント、こども向け工作やゲーム他記念品贈呈 5月18日（土） 先着50名にポストカードを贈呈観覧料割引 5月18日（土）・19日（日） 展示観覧料を団体料金に割引記念品贈呈 5月18日（土）・20日（日） 七宝焼体験参加者にオリジナルクリアしおりを贈呈175 愛知 岡崎市美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 先着30名に開催中の「ポール・デルヴォ―展」にちなんだレターセットを贈呈。 ○176 愛知 刈谷市美術館 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開） ○177 愛知 田原市美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○企画展「愛知県から消えた昆虫」 4月27日（金）～5月19日（日） 5月18日（土）は図録「動物たちの色ものがたり」を特別価格で提供無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカード等を贈呈学芸員リレートーク 5月18日（土） 歴史・美術担当学芸員による資料解説古文書入門 5月18日（土） 古文書を読み解く春のナイトウォッチン 5月18日（土） 昆虫観察や天体観察を行う平成25年度県民文化講演会 5月28日（火） 白隠禅師を読み解く講演会（主催：岐阜県博物館協会、講師：花園大学国際禅学研究所教授　吉澤勝弘氏）企画展「平安のやきもの～美濃灰釉陶器の世界～」 4月2日～6月31日（日）無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開講演会「美濃の灰釉陶器」 6月9日（日） 講師：藤澤良祐氏（愛知学院大学文学部教授）無料開館 5月18日（土） クイズラリー、水晶さがし、ジェムストーンさがしなどのイベントを実施（内容は変更の場合あり）記念品贈呈 5月18日（土） クイズラリー参加者にジェムストーン（小粒詰め合わせ）を贈呈講演会「中津川の鉱物」 5月18日（土） 科博コラボ・ミュージアムin 中津川「中津川の鉱物」展の記念講演会特別展「鎌倉時代の馬と道　畠山重忠と三浦一族」 4月27日（土）～6月9（日）馬とあそぼう子供の日 5月5日（日・祝） 乗馬体験など多彩なイベントで馬にしたし無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開乗馬デー 5月19日（日） 引き馬・馬車による乗馬体験観覧料割引 5月18日（土） 団体料金適用記念講演会「金沢文庫が未来へ繋ぐもの―世界遺産と金沢文庫―」 5月18日（土） 無料。講師：山地 純（専門学芸員）記念品贈呈 5月18日（土） 「美術館に親しむ日」として先着100名にポストカードを贈呈展示解説 5月18日（土） 13:30から展示解説を実施博物館こどもフェスタ 5月6日（月・祝） 小・中学生向けの催しを実施無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）
○

あま市七宝焼アートヴィレッジ ○○○○○
鎌倉市鏑木清方記念美術館平塚市博物館185

○○神奈川 中津川市鉱物博物館神奈川県立金沢文庫 ○○○

東京富士美術館

186

東京
愛知岐阜 岐阜県博物館

183 馬の博物館神奈川神奈川神奈川
180

東京

179 静岡173174
166
178 愛知

184

刀剣博物館
愛知

182

164 東京理科大学近代科学資料館東京165
島田市博物館豊橋市自然史博物館豊橋市美術博物館多治見市美濃焼ミュージアム岐阜181 岐阜

○○○



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（5/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）博物館クイズラリー 4月27日（土）～5月19日（日） 小・中学生対象。展示室を見学しながら、三浦半島の自然と歴史にかかわるクイズに答える。回答者には正解シートと記念品を進呈。トピックス展示 4月27日（土）～7月7日（日） 海底の雪崩現象によって作られた特徴的な地層であるダービーナイトをわかりやすく展示。展示解説「三浦半島の漁労用具」 5月3日（金・祝）14:00～15:00 文化財収蔵庫にて、国指定の文化財である漁船、生贄籠など三浦半島独自の漁労用具を解説人文館展示解説 5月3日（金）：民俗・歴史）、4日（土）：考古両日とも10：30～ 三浦半島の歴史・民俗を各分野の学芸員が最近の話題を交えてわかりやすく解説収蔵庫公開 5月3日（金）、4日（土）9:30～16:00 国指定の文化財である漁船、生贄籠など三浦半島独自の漁撈用具を一般公開自然観察会「春の渡り鳥」 5月10日（金）9:30～11：30 天神島臨界自然教育園において、渡りの途中に天神島を訪れるシギやチドリ類を中心に観察ヴェルニー記念館展示解説」 5月12日（日）10:30～12:00 横須賀製鉄所で使われたスチームハンマーや製鉄所の歴史などを解説無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 行事参加者にポストカードを贈呈自然館展示解説 5月18日（土）：植物・昆虫、19日（日）：地球科学・動物両日とも11:00～12:00 三浦半島の自然を各分野の学芸員が最近の話題を交えてわかりやすく解説自然観察会「荒崎～佃嵐﨑の地層」 5月25日（土）10：00～15：00 景勝地として知られる荒崎海岸で見られる三崎層を中心に観察（場所：横須賀市荒崎）自然観察会「干潟の生き物」 5月26日（土）9:00～12：00 首都圏に残された希少な干潟に生息するカニや貝、コアマモなどのさまざまな生物を観察（場所：横須賀市富浦・小田和特別展「N・G・マンローと日本考古学―横浜を掘ったイギリス人学者」 4月6日（土）～5月26日（日）大塚遺跡まつり 5月5日（日・祝） 土器野焼き・古代米一口体験・火おこし体験・弓矢体験体験学習あじろ編み小物 4月29日（月・祝） 紙バンドを使ったあじろ編みでの小物作り講演会「N・G・マンローと日本考古学」 5月18日（土） 「日本考古学史におけるマンロー」（講師：岡本孝之）、「三ツ沢貝塚の実績」（講師：中村若江）、「箱根と軽井沢での満郎」（講師：坂本彰）雪森農里（ゆき もり のさと）展～くるくるめくるゆきさとの恵 2012年10月13日～6月30日 人も自然もみんなつながってめぐってる。見て触れて楽しめる展示で雪降る里山「雪里」の仕組みの不思議さを体験。里山の生き物探検 4月21日、28日、29日、　5月4日、5日、12日、26日 キョロロ周辺の水辺や森にすむ生き物を見つけて観察する。記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員に次回使用できる入場券を「開館10周年記念「はなごよみ調査」（市民共同調査） 5月18日（土） キョロロ周辺に咲く花のうっろいを松之山自然友の会や市民と主に調べる。無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開国際博物館の日記念講座「博物館の役割について」 5月18日（土） 博物館での問題（自然災害、盗難、贋作、カビ・害虫・毀損や制度の問題）を取り上げ、博物館が本来果たすべき役割と、そのために必要なこととは何かを考える。招待券プレゼント 4月20日（土）～6月2日（日） はがき・メール等で募集し、抽選の上、夏季企画展の招待券をプレゼント。191 新潟 北方文化博物館 記念品贈呈 5月18日（土） 個人の来館者にポストカードを贈呈 ○192 富山 百河豚美術館 記念品贈呈 5月18日（土） ポストカードを贈呈（無くなり次第終了） ○スペシャルプラネタリウム「星の風景」 4月20日（土）12:30～13：10 普段見ることの少ない、美しい、とっておきの星空の世界を案内。ゲスト：日本星景写真協会理事　中川達夫氏イブニングプラネタリウム「星がつくりだす宇宙の美術館」 4月20日（土）18:30～19:10 富山県内各所で撮影した美しい星の写真を紹介。ゲスト：富山県天文学会 川口勝之氏天文台であそぼう「土星の模型を作ろう」 5月12日（日）14：00～14：40 土星の10ｃｍほどの模型を作る。（場所：富山市天文台）開館時間の延長 5月18日（土） 通常は17:00までのところ、19：30まで開イブニングプラネタリウム「アイ ラブ 恐竜♡」 5月18日（土）18:30～19:10 富山市大山地区で見つかった恐竜化石やその恐竜について、プラネタリウムで紹介。共演！十代のアイデアと技術が光る自作ロボたち 5月18日（土）10：00～15：30（随時） 製作したロボットの技術などを競う世界大会や全国大会に出場した市内の小・中学生や工業高校生が製作したロボットの実演を行う。講演会「蜃気楼の話」 5月18日（土)11:00～12:00 富山湾で見られる春の蜃気楼の特徴について紹介する。天体写真に挑戦！「デジカメで木星と月を写そう」 5月22日（木）・23日（金）19:30～21:30 1ｍ望遠鏡を使いコンパクトデジカメで木星と月の撮影（会場：富山市天文台） ○富山市科学博物館
○○神奈川

富山193

○

新潟

横須賀市自然史・人文博物館神奈川187

190 新潟県立歴史博物館 ○
188 横浜市歴史博物館十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ189 新潟



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（6/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 特別展「土門拳の昭和」図録を贈呈ギャラリートーク 5月19日（日）14:00～ 特別展「土門拳の昭和」に関するギャラリートーク195 富山 氷見市立博物館 特別公開 5月18日（土）13:00～16:00 民俗資料（木造和船や漁労具など）収蔵施設を特別公開 ○196 石川 石川県立美術館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○子ども雪博士教室「三原色は誰が決めた!?」 5月18日（土）10:00～11:30 講師：月僧秀弥氏（坂井市立三国小学校）子ども雪博士教室「氷であそぼう」 7月20日（土）10:00～11:30 講師：神田健三（雪の科学館館長）子ども雪博士まつり2013 8月4日（日）9:00～16:00 実験・工作コーナー等を開設198 石川 金沢市立安江金箔工芸館 記念品贈呈 5月18日（土） 有料入館者に、能装束をかたどったオリジナルメッセージカードを贈呈 ○199 石川 金沢湯涌夢二館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）開館時間の延長 5月18日（土） 別館（観察棟）のみ21:30まで開館。通常は17:00まで。週末天体観望会 5月18日（土）19:30～21:30 　特集展示「ちはやふるかるた王国ふくい」 4月27日（土）～6月9日（日） 協議かるたの楽しさ、魅力、歴史を紹介無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）202 福井 福井市立郷土歴史博物館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○203 長野 諏訪市博物館 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカード又はマグネットを贈呈 ○無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開博物館上映会 5月18日（土） 　205 三重 亀山市歴史博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○206 三重 熊野市紀和鉱山資料館 蛍光する鉱石の暗室 4月28日（日）～5月31日（金）（予定） 同館所有の「紀州鉱山の大蛍石」を用いた蛍光実演を開催 ○速報展「発掘された鈴鹿2012」 3月22日（金）～6月23日（日）無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開スライド説明会 5月18日（土）14:00～ 速報展「発掘された鈴鹿2012」についての説明会208 三重 四日市市立博物館 イベント「本城さんの写真に写ろう」 5月19日（日）14:00～ 開館20周年記念特別展「四日市市鳥瞰図 しんきろう 本城直季写真展」関連行事として、博物館前の市民公園を会場に、写真家本城直季がミニチュア風写真を撮影する。 ○無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 先着50名に記念品贈呈210 滋賀 木下美術館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○211 滋賀 滋賀県立琵琶湖博物館 「近江の博物学者 橋本忠太郎―植物研究にかけた情熱―」 4月2日（火）～6月9日（日） 滋賀県の植物研究の礎となっている橋本忠太郎氏の残した業績や滋賀の自然・植物相の豊かさとその特色を標本や写真で紹介。 ○212 滋賀 彦根城博物館 記念品贈呈 2月11日（火） 同館の開館記念日に合わせてクリアファイルや付箋を贈呈 ○213 滋賀 野洲市歴史民俗博物館 テーマ展「昭和の暮らし―むかし・なつかし・モノがたり―」 4月27日（土）～6月30日（日） 収蔵民俗資料や古写真から生活用具や、風景を紹介 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）博物館講座「かまどめしを炊こう!!」 5月18日（土）10:00～14:00 江戸時代に街道の立場で食された栗東の名物料理“菜飯田楽”を再現する。定員20名、申込締切 5月8日。参加費150215 京都 大谷大学博物館 無料開館 5月18日（土） 企画展を無料で公開 ○216 京都 京都国立近代美術館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○特別展覧会「狩野山楽・山雪」 3月30日（土）～5月12日（日） 　記念品贈呈 5月12日（日） 特別展入場者の先着50名に色鉛筆セットを贈呈無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にオリジナルクリアファイルを贈呈219 京都 京都市動物園 「田中先生のお話」 5月18日（土） 講師：京都大学教授　田中正之氏。マンドリル、テナガザル、チンパンジーについて。 ○220 京都 京都市美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 先着50名に記念品を贈呈 ○特別展「五月節句展」 4月20日（土）～5月31日（金） 子どもの日に飾る鎧や兜を展示。特別展「大きい御所人形と小さい御所人形」 4月20日（土）～5月31日（金） 愛らしさの中にも品格を備えた御所人形を多数展示無料開館 5月18日（土） 京都在住者が対象。ハガキ又はFAXによる申込制。ワークショップ 「古代の織物ミニ体験」 5月5日（日）・6日（月） 古代の織物の基本原理を学べるキットを使って、古代の織物について体験を通じて学習する。無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）

　○○

214 ○218 京都 京都市考古資料館 ○向日市文化資料館京都

201 福井 福井県立こども歴史文化館 ○197 富山 砺波市美術館
富士見町　高原のミュージアム

石川 加賀市中谷宇吉郎雪の科学館福井県自然保護センター

さがの人形の家

長野三重
200 福井

京都221

194

222
滋賀 観峰館鈴鹿市考古博物館 ○

○○
栗東歴史民俗博物館

○207204209
○

滋賀217 京都 京都国立博物館 ○



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（7/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）企画展「再発見 日根荘の世界」 4月20日（土）～6月2日（日）企画展講演会 4月21日（日）・5月19日（日） 企画展を担当した学芸員が見どころを紹介。展示解説もあり。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードやシールを贈225 大阪 大阪市博物館協会 シンポジウム 5月25日（土） 大阪市の博物館が所蔵するコレクションについて、その設立の特徴をコレクターと時代背景に焦点をあてて紹介。会場は大阪歴史博物館講堂。 　無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員に文化財ガイドのセットを贈史跡高井田横穴特別公開 5月18日（土） 歴史資料館に隣接する史跡高井田横穴公園の横穴を開場して公開。職員が解説を行う。大正癸丑蘭亭会百周年記念特別展覧会 4月1日（月）～5月19日（日） 書聖・王羲之が癸丑の年に蘭亭にて、「蘭亭序」を書き上げたことにちなみ、大正時代の癸丑の年に日本の京都において「大正癸丑蘭亭会」が開かれた。その参加者の記録をもとに、その経緯や日中書法菉刻交流や漢字文化圏の学芸的伝統の共有と発信のあり方を紹介する。無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 先着30名に関西大学オリジナルポストイットメモを贈答228 大阪 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月18日（土） 先着100名に、きせかえポストカードまたはトーテムポール鉛筆を贈呈 ○229 大阪 日本工芸館 記念品贈呈 5月1日（水）～5月31日（金） 来館者全員にポストカードやマグネットなどを贈呈 ○230 大阪 東大阪市立郷土博物館 春の史跡ハイキング「東大阪の古戦場めぐり」 5月19日（日） 生駒山麓にある古戦場跡を訪ねる。イベント参加者は入館無料。「河内木綿」の種を贈呈。 ○あさご・森の女流作家展 4月4日（木）～6月9日（日）無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開232 兵庫 伊丹市立博物館 無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開） ○233 兵庫 神戸市立小磯記念美術館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○234 兵庫 神戸市立森林植物園 記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカード贈呈 ○テーマ展示「京都の天然仕上砥石」 4月23日（火）～6月16日（日） カンナやノミなどの刃研ぎに欠かせない砥石。採石される山や層による違いや、色や紋様で変わる銘柄を中心に多彩な天然砥石の世界を紹介する。鉋削り体験 4月28日（日）・4月29日（月・祝）・5月3日（金）・5月11日（土）〈各日14:00～16：00〉 今日では手に取ることがほとんどなくなった大工道具・鉋を使って道具の面白さや木の香りを体験する。無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員に過去の図録（平成2・5・13年）を贈呈（但し、家族・夫婦は1組で1部）第59回「技と心」セミナー『庖丁の守りと研ぎ方』 5月18日（土）13：30～15：00 たかが庖丁、されど庖丁。料理庖丁を通して、食を愉しむ大切さや、庖丁の重要性、日々の庖丁の守り〈心を寄せて手入れ〉について実演を交えて伝える。（要申込：5月3日締切）236 兵庫 たつの市立龍野歴史文化資料 記念品贈呈 5月18日（土） 先着10名に図録を贈呈 ○無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）ウォークイベント「西宮の地蔵を訪ねる」 5月18日（土） 文化財調査ボランティア「西宮歴史調査団」の調査報告書「西宮の地蔵」の刊行を記念したイベント。「入江泰吉と東大寺」展 4月12日（金）～5月26日（日）記念品贈呈 5月18日（土） 先着50名にマグネットを贈呈239 兵庫 兵庫県立美術館 美術館の調べ「河内仁志・河内麻美デュオリサイタル」 5月18日（土）14:00～ 無料。定員150名。出演：河内麻美（フルート）、河内仁志（ピアノ）。 ○記念品贈呈 5月18日（土） 先着200名にオリジナルグッズを贈呈イベント 5月18日（土） 「展示室ツアー」、「デジタル紙芝居」、「フロアスタッフとあそぼう」。展示ギャラリートーク 4月14日（日）・5月12日（日）13:00～ 3月23日（土）～5月31（金）開催中の特別展示「絵地図展」の展示説明灯芯ひき・わらぞうり作り体験会 4月28日（日）・5月19日（日）13:30～ 当町伝統技術「灯芯ひき」体験または「わらぞうりつくり」の体験記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員に記念品進呈イベント 5月18日（土）・19日（日） ・ふれあいルーム：昆虫館で飼育している昆虫にふれあってもらう。・放蝶サービス：イベント当日に羽化した蝶を入館者の手で　放してもらう。・オオサンショウウオのフィーディングタイム：餌をあげるところの見学春の虫観察会 5月19日（日） 野外にて春の虫を中心に観察を行なう。（事前申込制）243 奈良 葛城市歴史博物館 講演会 4月20日（土） 歴史講座「葛城学へのいざない」 ○244 奈良 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 遺跡見学会「馬見古墳群を歩く」 5月18日（土） 春季特別展「5世紀のヤマト～まぼろばの世界～」の内容に即して実施。 ○245 奈良 奈良県立美術館 ギャラリートーク 5月18日（土） 　 ○

○227 大阪226
あさご芸術の森美術館－淀井敏夫記念館－

橿原市昆虫館

関西大学博物館

兵庫 西宮市立郷土資料館奈良241

兵庫
224
231
223

安堵町歴史民俗資料館奈良
兵庫

大阪
竹中大工道具館兵庫235

242

柏原市立歴史資料館大阪音楽大学音楽博物館

○240 兵庫 兵庫県立人と自然の博物館

○
○

○
○
○大阪大阪 泉佐野市立歴史館いずみさの

○○姫路市書写の里・美術工芸館237 ○○
238



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（8/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）246 奈良 奈良県立民俗博物館 記念講演会「布の山から文化を読み解く」 5月19日（日）13:30～15:30（予定） 講師：近世麻布研究所代表　吉田真一郎氏。長年にわたり麻布の調査・収集を行い、博物館等の機関とも連携しつつ繊維検査など、独自の創造的な研究法で染織史に新境地を開いた吉田氏が、近世麻布の魅力、モノと対話する楽しさを語る。 ○247 奈良 奈良国立博物館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○248 奈良 奈良文化財研究所飛鳥資料館 講演会 5月18日（土）13:00～ 「最近の東アジアからの研究成果から見た飛鳥寺」（講師：東北学院大学教授 佐川正敏氏） ○熊野古道なかへち美術館開館15周年記念特別展「渡瀬凌雲展」 4月13日（土）～5月26日（日）、後期：6月1日（土）～7月7日（日） 　展示解説会（会場：熊野古道なかへち美術館） 5月11日（土）、6月8日（土）14:00～展示解説会（会場：田辺市立美術館） 5月18日（土）、6月15日（土）14：00～博物館講座「アトリエを通してみる桑山玉洲」 5月3日（金）13:30～15:00 講師：安永拓世（同館学芸員）、会場：和歌山県立近代美術館2階ホールワークショップ「作ってみよう、石のハンコ」 5月6日（月）・5月26日（日）各日13：30～15:30 会場：博物館2階学習室 、参加対象：小学3年生以上、先着20名（要申込）、参加費：300円（材料費・保険料を含む）講演会「語り合う 桑山玉洲の魅力」 5月18日（土）13:30～15:00 講師：近藤壮氏（和歌山市立博物館学芸員）、対談：近藤壮氏・安永拓世（同館学芸員）、会場：和歌山県立近代美術館2階ホール251 和歌山 和歌山市立博物館 無料開館 5月17日（金）～5月19日（日） 全ての展示を無料で公開 ○252 鳥取 県立童謡館・鳥取世界おもちゃ館（わらべ館） 「うごく！からくりたち」 5月18日（土） ロンドンの工房キャバレー・メカニカル・シアターの作品を中心にからくりを動かす。 ○親子自然研究クラブ 4月21日（日）・5月12日（日） ヒキガエルの産卵や野鳥など氷ノ山の自然を観察調査する。生き物プラバンキーホルダー 5月11日（土）～5月26日（日）　※土日のみ 野鳥からカニムシまださまざまな生き物の絵をかいてキーホルダーを作る。無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で開館）ツリーイング体験会 5月18日（土）10:00～12:00／13:00～15:00 ロープを使って安全に木に登る。木の上は視点が変わり、新しい世界が見えてくる。吉田璋也とデザインヘルシンキ・パリ凱旋展 4月20日（土）～5月26日（日） 海外でも評価された鳥取の民藝運動家吉田璋也および吉田璋也を継承するデザインについて紹介無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開やまびこクイズ・オリエンテーション 5月18日（土）10:00～12:00テーマ講座「守護大名山名氏」 5月18日（土）14:00～春の企画展「未来につなぐ三瓶の自然・隠岐のの自然」 3月16日（土）～5月19日（日） 島根県の自然環境を代表する三瓶地区と隠岐地区の自然や国立公園指定から50年の歩みを、模型、写真、ナウマンゾウの全身骨格等で紹介。無料開館 5月18日（土） 小中校生に無料で公開開館時間の延長 5月18日（土） 9:30～18:00（通常は17:00まで）256 岡山 岡山県立博物館 特別講座「栄西と中世の禅宗」 5月18日（土） 講師：関西大学文学部総合人間学科　原田正俊教授 ○257 岡山 倉敷市立自然史博物館 無料開館 5月5日（土） 　 ○「はあとのかけら―描き、語られた夢二の想い―」展 3月26日（火）～6月16日（日） 　記念品贈呈 5月18日（土） 先着30名にポストカードを贈呈259 広島 しぶや美術館 記念品贈呈 5月18日（土） ポストカードを贈呈 ○260 広島 広島県立美術館 記念品贈呈 5月18日（土） 所蔵作品展観覧者にポストカードを贈呈 ○ふどきの丘春まつり「ふどきの丘体験教室こふんの森たんけん①春のネイチャーゲーム」 5月18日（土） 風土記の丘で、音を聞いたり、風を感じたりしてネイチャーゲームを楽しむ。ふどきの丘春まつり「昔・むかしの体験イベント大集合！」 5月19日（日） 勾玉つくり、火おこし、炊飯などのワークショップ無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）一般教養講座（講演会） 5月18日（土）13:30～15:30 「４・５世紀のヤマト政権と周防・長門」講師：(財)北九州市美術文化振興財団埋蔵文化財調査官　宇野愼敏氏263 山口 周南市美術博物館 無料開館 5月18日（土） 全ての展示を無料で公開 ○記念品贈呈 5月18日（土） 先着100名にポストカードを贈呈ギャラリートーク 5月18日（土）14:00～15:00 開催中の企画展の展示解説265 山口 毛利博物館 無料開館 5月18日（土） 小中学生に無料で公開 ○記念品贈呈 5月18日（土） 博物館ツアー参加者に記念品を贈呈博物館ツアー 5月18日（土） 展示ケースや照明の工夫など、展示の裏側をさぐる館内ツアーと、100年を超える同館のあゆみを紹介する解説を行う。

鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館（響の森）鳥取253250 和歌山
鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
和歌山県立博物館

鳥取
249

島根 島根県立三瓶自然館

和歌山

255254
田辺市立美術館 ○「渡瀬凌雲展」担当学芸員による展示解説 ○

○○○夢二郷土美術館岡山258 ○261 広島 広島県立みよし風土記の丘　広島県立歴史民俗資料館 ○262 山口 下関市立考古博物館 ○○266 山口 山口県立山口博物館 ○山口264 萩博物館



 2013年「国際博物館の日」記念事業一覧（9/9） 黄色は5月18日に実施される事業事業名 実施期間 内容都道府県＃ 企画中の記念事業等館名 備考（○は日博協会員館）無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈人形浄瑠璃芝居の公演 5月18日（土）14:00～ 「ふれあい座」による公演。演目は「傾城阿波の鳴門　巡礼歌の段」巡回展「科学捜査展」 4月20日（土）～6月23日（日） 指紋や筆跡、DNA鑑定など、犯罪捜査で活用される科学技術について紹介する。GWスペシャル科学体験イベント「わくわく！ミュージアム」 5月3日（金）～5月5日（日）（予定） 屋外で行う大迫力の実験や誰でも気軽に楽しめる科学工作など、科学の楽しさを体験できるスペシャルイベントを実施。269 愛媛 愛媛県歴史文化博物館 特別展「民具王国びっくりミステリーツアー」 4月23日（火）～6月9日（日） 幻の民具が活躍する不思議な王国、「民具王国」へ皆さんを招待。 ○270 高知 高知県立歴史民俗資料館 無料開館 5月3日（金） 同館開館記念日（歴民の日）のため、観覧料無料。「歴民クイズの陣」やワクワクワークを実施。 ○271 福岡 九州国立博物館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○272 福岡 福岡市博物館 ○273 福岡 福岡市美術館 ○274 福岡 福岡アジア美術館 ○275 福岡 福岡県立美術館 ○276 福岡 福岡市埋蔵文化財センター ○277 福岡 「博多町家」ふるさと館 　278 福岡 はかた伝統工芸館279 福岡 王貞治ベースボールミュージアム280 福岡 九州産業大学美術館 ○281 福岡 西南学院大学博物館 ○第110回　九州山口陶磁展 4月29日（月・祝）～5月9日（木） 日本でもっとも長い歴史をもつ陶磁器公募展新収蔵品展１　寄贈記念　森正洋　使う器展 5月17日（金）～6月16日（日） 世界的陶磁器デザイナー、故森正洋氏の寄贈作品の公開と、その機能美を体験する展覧会無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）無料開館 5月18日（土） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（土） 先着30名にポストカードを贈呈開館時間の延長 5月18日（土） 10:00～16:00（通常は12:00まで）企画展関連講演会 5月12日（日）14:00～15:30 「長崎文化と和ガラス～絵画とガラスの関係をめぐって～」　講師：植松有希（同館学芸員）無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開（県内在住者に限る）記念品贈呈 5月18日（土） 企画展観覧者を対象として先着50名に記念品を贈呈れきぶん長崎学講座 5月19日（日）14:00～15:30 テーマ「ベトナムのキリシタン史～もうひとつの日本？～」　講師：牧野元紀氏（東洋文庫主幹研究員）285 鹿児島 鹿児島県立博物館 博物館まつり 5月19日（日） 科学教室・楽しい実験・動物とのふれあいコーナーなど、参加体験型のイベントを実施し、自然科学の楽しさを体験してもらいながら、博物館の活動をより広くの方々に紹介する。 ○286 沖縄 浦添市美術館 無料開館 5月18日（土） 常設展示を無料で公開 ○【注１】群馬県博物館連絡協議会の加盟館（全78館）は以下のとおり。（○は日博協会員館）（中毛エリア）相川考古館○、伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館、北群馬渋川郷土館、旧アメリカンボード宣教師館、国定忠治遺品資料館、渋川市赤城歴史資料館、渋川市北橘歴史資料館、榛東村耳飾り館、玉村町歴史資料館、前橋市粕川歴史民俗資料館、前橋市総合教育プラザ（教育資料展示室）、渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館、竹久夢二伊香保記念館、ハラミュージアムアーク、広瀬川美術館、群馬県立文書館、徳富蘆花記念文学館○、前橋市蚕糸記念館、水と緑と詩のまち前橋文学館（西毛エリア）群馬県立日本絹の里、富岡製糸場、あかりの資料館、安中市学習の森ふるさと学習館、かみつけの里博物館、甘楽町歴史民俗資料館、群馬県立歴史博物館○、少林山達磨寺、青雲塾会館（中曽根康弘資料館併設）、全国郷土玩具館、高崎市観音塚考古資料館○、高崎市榛名歴史民俗資料館、高崎市歴史民俗資料館、富岡市立岡部温故館、吉井郷土資料館、多胡碑記念館、群馬県立近代美術館○、高崎市タワー美術館、高崎市美術館○、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館○、富岡市立妙義ふるさと美術館、妙義山麓美術館、夢學館・上野村現代美術館、山田かまち水彩デッサン美術館、山徳記念館、神流町恐竜センター、群馬県立自然史博物館○、群馬サファリパーク、高崎市染料植物園　染色工芸館、群馬県立土屋文明記念文学館○（東毛エリア）みどり市大間々博物館（コノドント館）、相澤忠洋記念館、岩宿博物館○、大泉町文化むら　埋蔵文化財展示室、太田市立縁切寺満徳寺資料館、太田市立大隅俊平美術館、太田市立史跡金山城跡ガイダンス施設、太田市立新田荘歴史資料館、織物参考館“紫”○、桐生あかりの資料館、重要文化財　彦部家住宅、館林市立資料館○、大川美術館○、群馬県立館林美術館○、富弘美術館、群馬県立ぐんま昆虫の森、ジャパンスネークセンター、田山花袋記念文学館（北毛エリア）川場村歴史民俗資料館、草津町温泉資料館、群馬県指定史跡　猿ヶ京関所資料館、嬬恋郷土資料館、中之条町歴史民俗資料館、みなかみ町月夜野郷土歴史資料館、久保田美術館、月夜野びーどろパーク　グラスアート美術館、浅間火山博物館○、草津熱帯圏、（財）三国路　与謝野晶子紀行文学館

282 佐賀 佐賀県立九州陶磁文化館
主なイベント●期間中、福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジア美術館、福岡県立美術館（以下、「4館」という。）の常設展を無料で公開。●参加施設（4館＋6施設）のうち2か所のスタンプを集めると抽選で賞品が当たるスタンプラリーを実施。●福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジア美術館で講演会を開催。●福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジア美術館、福岡県立美術館で、学芸員やボランティアが作品の解説などを行うギャラリートークやギャラリーツアーを開催。●福岡市博物館、福岡アジア美術館でバックヤードツアーを実施。●福岡市美術館で建築ツアーを実施。詳しくは、福岡ミュージアムポータルサイトをご覧ください。http://f-museum.city.fukuoka.lg.jp/福岡ミュージアムウィーク 5月18日（土）～5月26日（日）

愛媛 愛媛県総合科学博物館 ○松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館 ○

○283 長崎 長崎純心大学博物館 ○
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○284 長崎 長崎歴史文化博物館

267 徳島


