
 2014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 神田日勝記念美術館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。2 北海道 美幌博物館 国際博物館の日記念行事 4月27日（日） 学芸員による未公開資料の展示・解説・無料開館。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開（個人来館のみ対象）。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカード配布。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にオリジナルシールを配布。旧館建物案内 5月18日（日） 登録有形文化財（建造物）である当館大ホール（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（日） 国際博物館の日にちなんだ内容。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。展示 3月18日（火）～6月15日（日） 春の展示「神仏の世界」6 岩手 一関市博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。無料開館 5月18日（日） 展示を無料で公開。県博バックヤードツアー 5月18日（日） 博物館のバックヤードを案内する。8 宮城 カメイ美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。無料開館 5月17日（土）・18日（日） 全ての展示を無料で公開。パネル解説 5月17日（土）・18日（日） パネル等によって「国際博物館の日」の意義を解説。10 宮城 芹沢長介記念東北陶磁文化館 無料開館 5月18日（日） 常設展のみ無料で公開。無料開館 5月18日（日） （常設展示は日頃から無料で公開）ミュージアムコンサート 5月18日（日） 四重奏。12 山形 本間美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 抹茶を通常500円のところ300円で提供。「国際博物館の日」記念講座　「その後の徳川慶喜－大政奉還から名誉回復まで－」 5月18日（日）14:00～15:30 会場は講堂。定員200名（当日9:30より整理券配布）。「国際博物館の日」記念歴史館コンサート 5月18日（日）14 茨城 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。記念講演会 5月18日（日）16 茨城 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 自然観察会「タチスミレを観察しよう」 5月18日（日）10:00～12:00 対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）　場所：菅生沼周辺（現地集合）　・定員：30名（抽選）　※要参加費国際博物館の日行事 企画展記念講演会「江戸の文人画」 5月18日（日） 講師：板倉聖哲（東京大学東洋文化研究所　教授）県立博物館の日 5月18日（日） コンサート／学芸員とっておき講座／キッズツアー　など。18～93 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（日）～31日（土） 協議会加盟の78館にて、5月18日（日）～31日（土）の入館者にはがき（スタンプラリー用紙）を配布。加盟館2館のスタンプが押された応募ハガキの中から抽選で100名にオリジナルクリアファイルを送付。 注194 群馬 岩宿博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。 注1学芸員解説ツアー 5月11日（日）13:30～15:10 小学4年生以上を対象に、学芸係が最新の研究成果を40分程度で紹介する。化石のレプリカづくり 5月11日（日）9:30～16:00 来館者全員を対象に、無料で行う。飛ぶタネの模型づくり 5月11日（日）9:30～16:00 来館者全員を対象に、無料で行う。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にしおり形観覧券を配記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカード配布。日曜美術講座第41回「国際博物館の日記念海外の暁斎コレクションとコレクター」 5月11日（日）14:00～15:00 奇数月に1回暁斎の魅力を館長河鍋が1時間レクチャーする第41回目。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）郷土博物館開館30周年記念［国際博物館の日記念事業］「博物館へ行ってオリジナルグッズを当てよう！」（仮称） 5月18日（日）～6月1日（日）（予定） 来館して応募券を入手の上応募した人の中から抽選で、当館オリジナルグッズをプレゼントします。　※応募券、賞品の郵送はいたしません99 埼玉 ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。100 千葉 我孫子市鳥の博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。101 千葉 鴨川シーワールド シャチとの歩み 5月17日（土）・5月18日（日） 鴨川シーワールドにおけるシャチ飼育の歴史を解説（約20分　1日1回）102 千葉 木更津市郷土博物館　金のすず 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。
97 埼玉 河鍋暁斎記念美術館98 埼玉 戸田市立郷土博物館

9 宮城 鹽竃神社博物館

95 群馬 群馬県立自然史博物館 注196 埼玉 入間市博物館（ＡＬＩＴ）

15 茨城 徳川ミュージアム
17 栃木 栃木県立博物館

No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考3 北海道 平取町立二風谷アイヌ文化博物館4 青森 青森県立郷土館5 青森 棟方志功記念館
11 秋田 秋田県立近代美術館13 茨城 茨城県立歴史館
7 岩手 岩手県立博物館



 2014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 内容歴博映画の会「現代の葬送儀礼」 5月3日（土・祝） 記録映画を上映し、映画を通じて民俗と歴史の知識と理解を深める。歴博講演会「消費文化のなかの節供行事」 5月10日（土） 館内外の研究者が各自の研究分野や企画展示に関するテーマで講演。くらしの植物苑観察会「里山の植物利用－食べ物－」 5月24日（土） 四季折々の植物を観察し、人と植物とのかかわりについて理解を深める。104 千葉 芝山町立　芝山古墳・はにわ博物 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。105 千葉 千葉県立現代産業科学館 国際博物館の日記念事業工作教室「反射式手作りカメラをつくろう」 5月18日（日） 対象：中学生以下（小学3年生以下は保護者同伴）　参加料：300円106 千葉 千葉県立中央博物館 ミュージアムトーク「5月18日は国際博物館の日です」 5月18日（日） 場所：展示室　要入館料。毎年5月18日は国際博物館の日また毎年5月22日は国際生物多様性の日です。博物館の役割を考えます。春のまつり 5月3日（土・祝）～5日（月・祝） 民俗芸能や大道芸、昔の遊び体験など、子どもから大人まで楽しんでいただけるイベントを開催します。トピック展「伝承切り紙の世界」 3月8日（土）～6月8日（日） 日本には古来より神に捧げる装飾的な紙の造形が受け継がれています。東北地方の伝承切り紙を中心に、千葉県の事例も併せて紹介します。108 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（日） （日頃から無料で公開）109～113 東京 上野地区の13施設【注2】 国際博物館の日2014「上野ミュージアム・ウィーク」 5月10日（土）～5月25日（日） 台東区上野公園近縁の文化施設が協力し、記念イベントや無料観覧日を設ける。共通パンフレット、ウェブサイトを製作し、企画への参加・来館を促す。 注2114 東京 足立区立郷土博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。115 東京 上野の森美術館 上野ミュージアム・ウィーク 5月10日（土）～5月25日（日） 注2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） 来館者全員に大妻コタカ名言シール・各種情報小冊子を配布。博物館に来ませんか 5月18日（日） 近隣の高齢者施設および小学校等に案内を出し、当館で昔の生活について話をしてもらう、世代間交流の場を持つ。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。昭島人物紹介展「山口咏子ポーセレンクラフト作品展」 5月17日（土）～6月1日（日） 山口咏子氏のポーセレンクラフト作品の展示（期間中観覧無料）。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。郵便局臨時出張所 5月18日（日） 記念小型印（イラスト入り消印）使ギャラリートーク 5月18日（日） 学芸員によるギャラリートーク。ワークショップ「体験！切手はり絵」 5月18日（日） オリジナルはがきの作成。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13日（火）～17日（土） 来館者全員にポストカードを配布。博物館・動物園セミナー「上野の山でクマめぐり」 5月11日（日） “クマ”をテーマに上野動物園・国立科学博物館・東京国立博物館をめぐるウォーキング・ガイドツアー無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。イベント等 5月18日（日） ミュージアム何でも探検「上野公園建物ツアー」…上野公園内にある明治～昭和期の博物館建築を研究者の案内で見学するウォーキング・ガイドツアー。無料開館 5月18日（日） 自主企画展を無料で公開。シンポジウム 5月18日（日） ICOM大会の京都開催を目指して、パネルディスカッション等を行う。無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 先着100名にポストカード配布。ガイドツアー 5月18日（日）12:00～約40分間。 ボランティアによるガイドツアー。参加費無料。定員30名。常設展示室の作品5～7点を参加者の方と一緒に鑑賞。無料開館 5月18日（日） 展示を無料で公開。佐藤美術館コレクション展 5月10日（土）～6月15日（日）124 東京 品川区立品川歴史館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）ミュージアムツアー 5月18日（日） 展示品説明。「台東モノマチ」参加 5月23日（金）～25日（日） ワークショップ、ミュージアムツアー126 東京 世田谷美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。127 東京 台東区立朝倉彫塑館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着30名に一筆せんを配布。128 東京 台東区立下町風俗資料館 上野ミュージアム・ウィーク 5月10日（土）～5月25日（日） 注2129 東京 ちひろ美術館・東京 ギャラリートーク 5月18日（日）14:00～ 学芸員が作品の解説や展示のみどころをお話しする。

No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考

125 東京 世界のカバン博物館

東京 家具の博物館118 東京 切手の博物館
121 東京 国立新美術館

116 東京 大妻女子大学博物館

120 東京 国立科学博物館 注2
122 東京 国立西洋美術館 注2
119 東京 国際基督教大学博物館　湯浅八郎記念館

123 東京 佐藤美術館

117

103 千葉 国立歴史民俗博物館
107 千葉 千葉県立房総のむら



 2014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） 先着50名にポストカードを配布。博物館見学ツアー 5月19日（月）～23日（金）の毎日。15時より45分程度。 企画展、常設展の解説と収蔵庫見学。131 東京 東京藝術大学大学美術館 上野ミュージアム・ウィーク 5月10日（土）～5月25日（日） 注2132 東京 東京国立近代美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。開館時間の延長 5月18日（日） 通常は9:30～17:00のところ、9:30～18:00まで延長。研究員による東京国立博物館紹介（予定） 5月18日（日） 定員50名（先着順）。上野ミュージアムウィーク「上野公園建物ツアー」 5月18日（日）10:00～14:00（予定） 上野公園周辺の明治から昭和にかけての歴史的建物を研究者とともに巡る。134 東京 東京都江戸東京博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着順でポストカードを配布（配布人数は未定）。135 東京 東京都恩賜上野動物園 上野ミュージアム・ウィーク 5月10日（土）～5月25日（日） 注2136 東京 東京都美術館 上野ミュージアム・ウィーク 5月10日（土）～5月25日（日） 注2子供科学教室 5月17日（土）10:00～12:00 小学5年生～中学生を対象に、本学教員が講師を務め、担当講師は専門分野を生かしたテーマをわかりやすく講義・実験を行う。（実験内容の詳細は未定）ミュージアム・カフェ（仮） 5月17日（土）10時～ 当館ボランティアの指導による。大人も参加可能な、貝がらストラップづくりや、短時間で作成できる工作教室を実施する。（予定）138 東京 東京富士美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカード、クリアファイルを配布。139 東京 東京理科大学近代科学資料館 記念品贈呈 5月17日（土） 来館者全員に「天地明察の和算」・企画展「古代文化財の謎をとく」図録・ポストカード　より１つ選択して配布。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。ギャラリートーク 4月26日（土）①11:00～②14：00～ 刀剣や刀装具について初心者の方にもわかりやすく解説。記念品贈呈 5月18日（日） 先着800名に入館券と引き換えに、開館25周年記念品を贈呈。東武博物館開館25周年記念事業 5月18日（日） セレモニー、記念品配布。※開館日は5月20日だが本年は5月18日にイベント開催。142 東京 西山美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。143 東京 日本カメラ博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に、ポスターや写真集などを配布。144 東京 日本女子大学成瀬記念館 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）145 東京 松岡美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。146 東京 三井記念美術館 無料開館 5月18日（日） 外国人・大学生・高校生は無料公147 東京 武蔵野市立吉祥寺美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）それいけ博物館探検隊－触れて体験、楽しく学ぼう－ 5月17日（土） ハンズ・オン展示、ワークショップとバックヤードツアー149 東京 弥生美術館・竹久夢二美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着30名にポストカードを配布。150 東京 郵政博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に配布。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）特別開館 5月18日（日） 日曜特別開館（10:00～16:00）企画展「荒川修作の軌跡－天命反転、その先へ」 5月12日（月）～6月14日（土）10:00～17:00 日曜・祝日は閉館。ただし5月18日は開館。記念シンポジウム「ネオタダから天命反転、その先へ」 5月19日（月）17:30～20:30（予定） 開場：17:00　会場：早稲田大学小野記念講堂無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）記念品贈呈 5月18日（日） 検討中。春季企画展「サミュエル・ベケット展－ドアはわからないくらいに開いてい 4月22日（火）～8月3日（日）153 山梨 写真・絵手紙体験学習館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。154 山梨 美枝きもの資料館 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）155 静岡 島田市博物館 こどもの日の集い 5月5日（月） 無料開館　（詳細については検討無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。そろくまつり 5月18日（日） 郷土の偉人 江原素六 の命日にあわせて観覧無料とする。近隣小学生による総合学習の作品展などを実施。157 愛知 安城市歴史博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。158 愛知 一宮市尾西歴史民俗資料館 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）

No. 都道府県

156 静岡 沼津市明治史料館
151 東京 早稲田大学會津八一記念博物館152 東京 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

141 東京 東武博物館
148 東京 明治大学博物館
140 東京 刀剣博物館

130 東京 東京家政大学博物館
東京 東京国立博物館 注2133

137 東京 東京農工大学科学博物館

館名 企画中の記念事業等 備考



 2014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 内容無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）企画展「教授を魅了した大地の結晶－北川隆司鉱物コレクション－」 4月19日（土）～6月1日（日）160 愛知 半田市立博物館 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） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名にポストカードを配布。企画展「山茶碗」 5月3日（土・祝）～6月29日（日）162 岐阜 土岐市美濃陶磁歴史館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。無料開館 5月18日（日） 展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） クイズラリー参加者に記念品贈呈。イベント等 5月18日（日） クイズラリー、ジェムストーン探し、水晶探し、第33回私の展示室。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） 先着20名にカイコのマユを配布。観覧料割引 5月18日（日） 団体料金適用「国際博物館の日」記念講演会の開催　「金沢文庫文書・称名寺聖教とは？　－金沢文庫の大コレクション－」 5月18日（日） 県立金沢文庫が管理保管する一大資料群について紹介する。　講師：専門学芸員　山地 純166 神奈川 鎌倉市鏑木清方記念美術館 市民講座「鎌倉市鏑木清方記念美術館のコレクション」 5月18日（日）13:30～14:10 場所：鎌倉市鏑木清方記念美術館ホール　参加費：無料（但し、観覧料が必要）。当日参加（予約不要）無料開館 （日頃から無料で公開）生田緑地観察会 当館の立地する生田緑地内の動植物等の観察を行なう。自然ワークショップ タネの飛ぶ仕組みを活用した工作を行う。168 神奈川 相模原市立博物館 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）169 神奈川 シルク博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着20名に所蔵品目録を配布。170 神奈川 山口蓬春記念館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に記念品贈呈。ギャラリートーク「ギフチョウと雪里の自然」 5月17日（土）11:00～12:00 絵本作家舘野鴻氏とギフチョウ研究者畑田彩氏（京都外国語大学準教授）によるギャラリートークを開催。参加無料。定員30名。ギフチョウ観察会 5月17日（土）13:30～15:00 ギャラリートーク終了後、お二人と共に実際に森に入ってギフチョウの観察会を実施。招待券プレゼント 4月中募集 特別展「親鸞となむの大地」の招待券を抽選でプレゼント。はずれた方にもダブルチャンスとして夏季企画展招待券をプレゼント。国際博物館の日記念講座「博物館か、博情館か？　一次資料、二次資料とは何か？」 5月17日（土） 梅棹忠夫の「博情館」論を紹介するとともに、博物館資料の情報というものを分析し、一次資料、二次資料とは何かを考える。173 新潟 新潟市新津美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着300名に記念品贈呈。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員（団体客を除く）にポストカードを配布。特別展「句佛上人と伊藤家の人々」 4月1日（火）～6月10日（火） 豪農伊藤家ゆかりの句佛上人が残した句や書を紹介。大徳寺歴代禅僧の墨蹟展 4月1日（火）～6月23日（月） 所蔵品より大徳寺歴代禅僧の墨蹟約15展を展示。175 富山 百河豚美術館 記念品贈呈 5月18日（日） ポストカードを配布（なくなり次第終了）。176 富山 高岡市美術館 「国際博物館の日」の告知 5月18日（日） 「国際博物館の日」を館内のサインにて告知する。177 富山 氷見市立博物館 氷見市文化財センター（収蔵施設）特別公開 5月18日（日）178 石川 石川県立美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。179 石川 金沢市立安江金箔工芸館 記念品贈呈 5月18日（日） 有料入館者に博物館手作りグッズを配布。180 石川 金沢湯涌夢二館 記念品贈呈 5月18日（日） ポストカードを配布する。181 石川 小松市立博物館 開催中の企画展「寄贈後藤コレクション展～小松の文化を遺す～」についての解説会 5月18日（日）　11:00～、14:00～ いずれも1時間程度。182 石川 小松市立本陣記念美術館 開催中の展覧会「『青』の表現」の展示解説会 5月18日（日）　11:00～、14:00～ いずれも1時間程度。183 石川 成巽閣 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカード（1枚）配布。184 福井 福井市立郷土歴史博物館 開館時間の延長 5月18日（日） 通常～17:00のところ、～19:00まで延長。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。展示公開 5月18日（日）～5月25日（日） 「諏訪法性兜」の実物を展示公開（通常はレプリカを展示）。特別展「時計作りの歩み～諏訪発　時を刻み続ける技～」 4月25日（金）～6月22日（日） 日本の時計作りをリードしてきた諏訪地方。世界初のクオーツ腕時計もそうした土壌から生まれた。今も先進の腕時計を作り続ける技を伝承する姿を紹介する。185 長野 下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館

172 新潟 新潟県立歴史博物館
174 新潟 北方文化博物館

167 神奈川 川崎市青少年科学館（かわさき宙と緑の科学館） 5月18日（日）
171 新潟 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ

164 岐阜 美濃加茂市民ミュージアム165 神奈川 神奈川県立金沢文庫
161 岐阜 多治見市美濃焼ミュージアム163 岐阜 中津川市鉱物博物館
No. 都道府県159 愛知 豊橋市自然史博物館 企画中の記念事業等 備考館名



 2014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186 長野 諏訪市博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。映画上映会 5月18日（日） 企画展等内容に関するものも含む188 三重 亀山市歴史博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。スライド説明会「八野遺跡・平野遺跡」 5月18日（日）14:00～ 講師：博物館職員　無料。190 滋賀 観峰館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。191 滋賀 木下美術館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名にクリアファイルを配布。博物館講座「戦国時代の館城　関津城」 5月18日（日）記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に一筆箋、関ヶ原合戦図ポスター、クリアファイル他を配布。テーマ展「雅な舞－井伊家伝来の舞楽装束－」 5月16日（金）～6月17日（火） 華やかに宮廷文化を彩った舞楽は、雅楽を伴奏として舞う舞で、曲にあわせて様々な装束が使われる。井伊家には、雅楽器とともに多数の舞楽装束が伝来した。これら舞楽を彩る装束を、初めて紹介する。テーマ展「雅な舞－井伊家伝来の舞楽装束－」ギャラリートーク 5月17日（土）14:00～15:00春季特別展「江戸の異国万華鏡－更紗・びいどろ・阿蘭陀」 3月15日（土）～6月8日（日）講演会「茶の湯の中の異国趣味」 5月18日（日）14:00～ 春季特別展関連事業。無料。　講師：熊倉切夫（静岡文化芸術大学学長）講演会「インド更紗の技法」 5月17日（土）14:00～ 講師：吉岡幸雄（染司よしおか当主）195 滋賀 野洲市歴史民俗博物館・銅鐸博物館 テーマ展「昭和のくらし－昔の道具にまなぶ－」 3月21日（金）～6月1日（日） 民俗資料や古写真により生活用具やくらしの風景を紹介する。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）公開講座「栗東の地籍図」（仮称） 5月18日（日）13:30～15:00 講師：中川敦之（栗東歴史民俗博物館学芸員）197 京都 京都国立近代美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名にテレホンカードを配布（予定）国際博物館の日記念「京博で聞香体験と講演会」 5月18日（日） 講師：三條西堯水（御家流香道二十三代宗家）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） 来館者全員にオリジナルクリアファイルを配布。200 京都 鞍馬山霊宝殿（鞍馬山博物館） 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に散華（5枚組）を配布。201 京都 博物館さがの人形の家 無料開館 5月18日（日） 「府民デー」として、京都府民を対象に無料開館（申込制）。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。2014年度春季特別展「奪われた野にも春は来るのか鄭周河写真展」 5月3日（土）～7月19日（土）無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）企画展「少し昔の道具展－農作業に使う道具－」 4月19日（土）～6月1日（日）館内ガイドツアー 5月17日（土） 館スタッフが、解説・実演をしながら館内を案内する。（無料）記念品贈呈 5月17日（土） 来館者に博物館グッズ（絵ハガキかシール）を配布。『ヤヨイミュージアムコンサート』「vol.3初夏に聴く幻想の調べ」 5月18日（日） 府民が参加する博物館を目指し、当館エントランスにおいて様々なジャンルのコンサートを行っている。ゴールデンウィークもレッツトライ 5月3日（土）～5月6日（火） 弥生文化に関する事や歳時に合わせたワークショップを行う。ヤヨイミュージアムコンサート 5月11日（日）、25日（日） 18日（日）と同様に、エントランスにおいてコンサートを行う。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） 来館者全員にストラップ等を配布。史跡高井田横穴特別公開 5月17日（土） 史跡高井田横穴公園内の横穴を開錠して職員が解説無料開放 5月18日（日） （日頃から無料で公開）関西大学名品万華鏡-館館選イチオシ！- 5月18日（日）208 大阪 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着100名にトーテムポールを贈209 大阪 堺市博物館 学芸講座 6月1日（日） 企画展「和泉国法道寺の至宝－鉢峯山のほとけたち－」に伴う学芸講座。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。近代美術座談会 5月18日（日） パネラー：原田平作（大阪大学名誉教授）、田中敏雄（大阪芸術大学名誉教授）、谷　晃（野村美術館館長）コーディネイター：橋爪節也（大阪大学総合学術博物館館長）210 大阪 吹田市立博物館
206 大阪 柏原市立歴史資料館207 大阪 関西大学博物館
204 大阪 大阪音楽大学音楽博物館205 大阪 大阪府立弥生文化博物館
202 京都 立命館大学国際平和ミュージアム203 大阪 泉佐野市立歴史館いずみさの

196 滋賀 栗東歴史民俗博物館
199 京都 京都市考古資料館198 京都 京都国立博物館

193 滋賀 彦根城博物館
194 滋賀 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ

189 三重 鈴鹿市考古博物館192 滋賀 滋賀県立安土城考古博物館
187 長野 富士見町高原のミュージアムNo. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考



 2014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211 大阪 旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館） 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）212 大阪 旧中西家住宅（吹田吉志部文人墨客迎賓館） 無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）213 大阪 日本工芸館 記念品贈呈 5月1日（木）～31日（土） 来館者全員にオリジナルポストカードを配布。無料開館 5月18日（日） 展示を無料で公開。春の史跡ハイキング「倭の五王の時代の史跡を巡る」 5月18日（日） 生駒山麓にある5世紀の史跡を訪ねる。また、博物館の見学。「国際博物館の日」にちなみイベント参加者及び入館者には入館料を無料とする。215 兵庫 圓山記念日本工藝美術館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。216 兵庫 小野市立好古館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。217 兵庫 神戸市立小磯記念美術館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。218 兵庫 神戸市立森林植物園 記念品贈呈 5月18日（日） 森林展示館窓口に来られた方にポストカードを贈呈。219 兵庫 神戸市立博物館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名にポストカードを配布。「技と心」セミナー『伊勢神宮式年遷宮の造営工事を終えて』 4月26日（土）13:30～15:00 神宮技師として造営工事に携わられた宇津野氏をお招きし、造営工事の意義や実情についてお話し頂鉋削り体験 4月19日（土）・4月27日（日）・5月3日（土祝）　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してもらう体験教室を開催。既存館閉館謝恩企画 4月19日（土）～5月17日（土） 期間中の来館者全員に、新館の招待券（新館オープン以降有効）とオリジナル絵ハガキ「大工道具物語／安田泰幸画（8枚入）を進呈します。＊なくなり次第終了221 兵庫 たつの市立龍野歴史文化資料館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着10名に館発行の図録を配布。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）郷土資料館 紙すき教室 5月18日（日） 分館名塩和紙学習館で手すき和紙の体験講座を実施する。223 兵庫 兵庫県立美術館 福嶋令奈ヴァイオリンコンサート 5月18日（日） 無料。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に記念品贈呈。展示ギャラリートーク① 4月20日（日）13:30～30分程度。 特別展「大和川の水利と窪田村」の展示解説。展示ギャラリートーク② 5月18日（日）13:30～30分程度。 特別展「大和川の水利と窪田村」の展示解説。灯芯ひき・わらぞうり作り体験会 4月・5月 各1回（日程未定）13:30～15:30 江戸時代から続く伝統の技術「灯芯ひき」とわらぞうりを作る体験会。225 奈良 香芝市二上山博物館 企画テーマ展 「大坂山口神社の遺宝～大坂山口神社神像及び宝物類～」 4月26日（土）～5月18日（日）  226 奈良 歴史に憩う橿原市博物館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。227 奈良 葛城市歴史博物館 歴史文化講座「葛城学へのいざない」 5月10日（土）（予定） 歴史講演会。228 奈良 天理大学附属天理参考館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着100名に記念品贈呈。229 奈良 奈良県立美術館 国際博物館の日記念「ギャラリートーク」 5月18日（日）14:00～230 奈良 奈良県立民俗博物館 国際博物館の日記念講演会「奈良県の民俗」 5月18日（日） 講師：赤田光男（帝塚山大学名誉教授）231 奈良 奈良国立博物館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。232 和歌山 高野山霊宝館 無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。233 和歌山 和歌山市立博物館 無料開館 5月16日（金）～18（日） 全ての展示を無料で公開。234 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（日） 「オートマタ」といわれるからくり人形の実演（参加無料）。235 鳥取 鳥取県立博物館 開館時間の延長 5月18日（日） 通常9:00～17:00のところ、9:00～19:00まで延長。（企画展示開催期間中であり、条例で定める開館時間の延長を行う。）無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。やまびこクイズ・オリエンテーリング 5月17日（土）10:00～12:00 マップを手がかりに博物館と博物館の建つ樗谿公園のどこかに隠されたクイズに解答する。回答数と時間によって得点をつけ、上位入賞者には景品もあり。237 島根 島根県立古代出雲歴史博物館 「歴史はるまつり」 5月18日（日） 古代衣装、神楽衣装試着体験、マスコットキャラクター登場、博物館の裏側探検、勾玉づくり。238 岡山 瀬戸内市立美術館 無料開放 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。（「佐竹徳展／山口敏郎展」）239 岡山 備前長船刀剣博物館 無料開放 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。240 岡山 招き猫美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員にポストカードを配布。241 岡山 夢二郷土美術館 記念品贈呈 5月18日（日） 先着30名にポストカードを配布。242 広島 広島市現代美術館 コレクション展2014－Ⅰ○△□－美術のなかの幾何学的想像力－ 3月15日（土）～6月8日（日） 当館コレクションからテーマに沿った選りすぐりの作品を紹介。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）ミュージアム・コンサート 5月18日（日） 詳細は検討中。243 山口 下関市立考古博物館
236 鳥取 鳥取市歴史博物館（やまびこ館）

220 兵庫 竹中大工道具館
222 兵庫 西宮市立郷土資料館224 奈良 安堵町歴史民俗資料館

214 大阪 東大阪市立郷土博物館
No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考



 2014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 内容記念品贈呈 5月18日（日） 抽選で15名にオリジナルクリアフォルダを配布。「国際博物館の日」記念・特別展ギャラリートーク 5月17日（土） 4月19日から開催している特別展「山田顕義と近代日本」の展示解説。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に山口博物館マスコットキャラクターのバッジを配布。博物館ツアー 5月18日（日） 学芸員の案内で、展示室以外のスペースなど、普段見ることのできない博物館内外の施設を見学する。無料開館 5月18日（日） （日頃から無料で公開）阿波人形浄瑠璃芝居定期公演 5月17日（土） 松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居の上演と記念品配布。247 香川 多度津町立資料館 「国際博物館の日」記念事業企画展　中嶋コレクション第２弾　蓄音機展～文明開化 音の玉手箱紙腔琴の音色を今一度 5月1日（木）～6月29日（日） 明治17年に日本で発明された紙腔琴や国産第一号の蓄音機をはじめとする様々な蓄音機と初期のレコード及び歴史を語るレコードなど蓄音機の関連資料を多数展示。248 高知 高知県立歴史民俗資料館 歴民の日 5月3日（土・祝） 開館記念日で入館無料。249～253 福岡 北九州ミュージアムウィーク2014【注3】 　 5月10日（土）～5月18日（日） 参加7施設（北九州市内文化施設）に設置の北九州ミュージアムウィーク専用スタンプを2個集めて応募すると抽選で商品が当たる。 注3254 福岡 北九州市立小倉城庭園 記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名にポストカードを配布。255 福岡 北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館） はくぞう座による紙芝居 5月18日（日） 「将軍様とはくぞうくん」 注3図録フェア 5月18日（日） 展覧会の図録を特別価格で販売。美術館友の会入会キャンペーン 5月18日（日） グッズの特別割引。ミュージアムコンサートの実施 5月11日（日）、18日（日）257 福岡 九州国立博物館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 来館者全員に特製クリアファイルを配布。259 福岡 九州大学総合研究博物館 九州大学開学記念行事学内研究施設公開 5月9日（金）10:00～16:30 総合研究博物館の常設展示室、第二会議室壁画及び第一分館を公 注4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、子供には缶バッジ、大人には過去の特別展の図録を配「せいなんこどもワークショップ」 5月18日（日） 小学生対象にイベントを実施。福岡 福岡アジア美術館福岡 福岡市博物館福岡 福岡市美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展示のみ無料で公開。記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名に配布（配布物未定）。無料開館 5月18日（日） 全ての展示を無料で公開。イベント 5月18日（日） フリーマーケット等のイベントを予記念品贈呈 5月18日（日） 先着50名に手作りのオリジナル缶バッジを配布。開館時間の延長 5月18日（日） 通常～17:00のところ、～20:00まで延長。272 沖縄 浦添市美術館 無料開館 5月18日（日） 常設展のみ無料で公開。

No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考
松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館

244 山口 萩博物館245 山口 山口県立山口博物館246 徳島

258 福岡 九州産業大学美術館 注4260 福岡 西南学院大学博物館 注4
270 熊本 玉名市立歴史博物館こころピア271 熊本 御船町恐竜博物館

256 福岡 北九州市立美術館 注3

269 長崎 長崎歴史文化博物館 福岡ミュージアムウィーク2014　【注4】 5月10日（土）～5月18日（日） 福岡市内の11のミュージアムが連携し、各種イベントを通して、「出会いの場」「知識の場」「発見の場」であるミュージアムをアピールする。261～268 注4



 2014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【注1】「国際博物館の日」キャンペーンを実施する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。（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、高崎市吉井郷土資料館、高崎市歴史民俗資料館、多胡碑記念館、富岡市立岡部温故館、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、公益財団大川美術館、群馬県立館林美術館、富弘美術館、大隅俊平美術館、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）中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」、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、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（鬼押出し浅間園）、草津熱帯圏、（財）三國路　与謝野晶子紀行文学館加盟館については、群馬県博物館連絡協議会のホームページでもご覧いただけます。http://grekisi.pref.gunma.jp/15.html【注2】上野ミュージアムウィーク［実施期間］　5月10日（土）～25日（日）［5月18日（土）の記念事業］　●無料観覧日（東京国立博物館、国立科学博物館、国立西洋美術館、台東区下町風俗資料館　●ミュージアム何でも探検「上野公園建物ツアー」国立科学博物館　●来館者プレゼント　西洋美術館　●ボランティアによるガイドツアー　国立西洋美術館　●「法隆寺－祈りとかたち」ガイドツアー　東京藝術大学大学美術館　●オリジナルグッズプレゼント　東京都美術館　●講演会・近代建築史シリーズ「重要文化財自由学園明日館の『動態保存』」　旧岩崎邸庭園　●お楽しみくじ引き　上野のれん会［その他のイベント］　5月10日（土）　●特別展「医は仁術」特別講演会　国立科学博物館　●講演会「法隆寺と聖徳太子」　東京藝術大学大学美術館　●金唐紙ワークショップ　旧岩崎邸庭園　5月11日（日）　●上野の山でクマめぐり～国際博物館の日記念セミナー～　東京国立博物館・国立科学博物館・東京都恩賜上野動物園　3館連携　●特別ガイドツアー「探検！旧岩崎邸」　旧岩崎邸庭園　5月13日（火）　●国際子ども図書館ガイドツアー　国立国会図書館国際子ども図書館　●徳川家御霊廟参拝ツアー　東叡山寛永寺　5月14日（水）　●ピノキオコンサート～大人と子どものための音・学・会 at 東京国立博物館～　東京国立博物館［参加施設］　・東京国立博物館　・国立科学博物館　・国立西洋美術館　・東京藝術大学大学美術館　・東京都美術館　・東京都恩賜上野動物園　・上野の森美術館　・台東区下町風俗資料館　・台東区立旧東京音楽学校奏楽堂　・旧岩崎邸庭園　・国立近現代建築資料館　・国立国会図書館国際子ども図書館　・東叡山寛永寺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/index.html



 2014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

【注4】福岡ミュージアムウィーク2014［実施期間］　5月17日（土）～5月25日（日）［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（以下、「3館」という。）の常設展観覧料を無料とする。　●参加施設（3館＋8施設）のうち2カ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する。　●福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジア美術館で講演会やトークショーを開催する。　●福岡市博物館で、昨年全面リニューアルした常設展示室のみどころを学芸員が紹介する。　●福岡市美術館、福岡アジア美術館で、ボランティアが作品の解説などを行うハイライトツアー、ギャラリーツアーを開催する。　●福岡市博物館、福岡アジア美術館でバックヤードツアー、福岡市美術館で建築ツアーを実施する。　●上記以外の各館の主な事業は以下のとおり　　　・福岡市博物館：「官兵衛の甲冑」レプリカ展示・着用体験、ワークショップ、ロボットショーなど　　　・福岡市美術館：ワークショップ、チャリティーコンサートなど　　　・福岡アジア美術館：アジアの絵本と紙芝居の読み聞かせ、ワークショップ［3館以外の参加施設］（○は日博協会員館）　福岡市埋蔵文化財センター　「博多町家」ふるさと館　はかた伝統工芸館　王貞治ベースボールミュージアム　○九州大学総合研究博物館（今回から参加）　○九州産業大学美術館　○西南学院大学博物館　三菱地所アルティアム（今回から参加）　※福岡県立美術館は臨時休館中のため今回は参加しておりません。詳細について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/

【注3】 北九州ミュージアムウィーク2014［実施期間］　5月10日（土）～5月18日（日）［内容］ 期間中にスタンプラリーキャンペーンを実施する。. スタンプを集めて応募すると、抽選で企画展招待券など素敵な賞品が当たる。［参加施設］•北九州市立いのちのたび博物館•北九州市立美術館　本館•北九州市立美術館　分館•北九州市漫画ミュージアム•北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館•北九州市立文学館•北九州市立松本清張記念館詳細については北九州市のホームページをご覧ください。http://www.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/26501019.html


