第 10 回 Summit Conference for The Small Museum Association

小さいとこサミット

in 京都

サミット

2/18 月
エクスカーション

2/19 火

小規模ミュージアムのつどい
自然系や人文系など、様々な分野を対象としたミュージアムが各地にあり、日々
活動しています。それらの多くは、職員が数名という小規模な施設。それぞれの持つ
力は大きいとはいえません。そこで、「小規模ミュージアム＝小さいとこ」に関わってい
る人や、応援したい人が集まって「小さいとこ」の魅力を発信し、それぞれの交流や情
イラスト：西澤真樹子

報交換、支援など、みんなで集まって協力しよう！というのが、この小規模ミュージア
ムネットワーク（＝小さいとこネット）。その交流活動として、年１回開催されるのが「小
さいとこサミット」です。

のぞいてみよう！いろんなとこのネットワーク〈10 年のつながりをもっと広げる〉
発足以来 10 年、「小さいとこネット」の会員は全国に広がっています。一方で、各地域にはそれぞれの特色を活かしたミュージア
ムネットワークが存在し、魅力的な活動を進めています。単館では解決できない問題も、寄り添えば解決できる。力を合わせれば新
しいムーブメントも起こすことができる。これからのミュージアムに求められるのは、「つながる」ことで生み出される力かもしれません。
本サミットでは、各地のミュージアムネットワークの活動や特徴、その想いを寄せあいます。これまでのつながりと、これからのつなが
り。交流の中で生み出されるミュージアムの未来と可能性を、ICOM の開催を控えた京都の地で、一緒に描いてみませんか。

ICOM 京都大会開催！
2019.9.1－7
国際博物館会議に参加しよう！
イラスト：西澤真樹子

◆ 概要

テーマ：のぞいてみよう！いろんなとこのネットワーク〈10 年のつながりをもっと広げる〉
◇サミット

日時：平成 31（2019）年 2 月 18 日（月） 10:00 受付開始
会場：京都府立京都学・歴彩館 大ホールおよび小ホール

（※詳細は次ページのプログラム参照）



主催：小規模ミュージアムネットワーク（小さいとこネット）、京都府ミュージアムフォーラム



共催：ICOM 京都大会 2019 組織委員会



後援：京都府、（公財）日本博物館協会、全日本博物館学会、日本ミュージアム・マネージメント学会、日本展
示学会、（NPO）西日本自然史系博物館ネットワーク



対象：小さいとこネット会員、博物館等施設関係者、大学等教育機関、その他関心のある方



定員：200 名（先着順）

◇エクスカーション

日時：平成 31（2019）年 2 月 19 日（火） 9:30 受付開始
会場：京都市学校歴史博物館＆おもちゃ映画ミュージアム

◆ 小さいとこサミット
2 月 18 日（月）

プログラム

会場：京都府立京都学・歴彩館 大ホール＆小ホール

歴彩館・収蔵庫見学は、
申込多数の為、締切りました！

10:00～10:30

開場・受付 （歴彩館入り口カウンター）

10:30～11:30

歴彩館 施設見学（収蔵庫も見学予定！）

11:30～13:00

昼食、ポスター見学、合同ミュージアムショップなど（小ホール）

オープンシ

13:00～13:05

ンポジウム

13:05～13:15

趣旨説明及び小規模ミュージアムネットワークの紹介
あくあぴあ芥川（高槻市立自然博物館） 高田みちよ

「つながる
未来へ」

【大ホール】 開会のあいさつ（テーマ説明）

13:15～14:00

基調講演「小規模地域ミュージアムの連携等について」
半田昌之氏（日本博物館協会 専務理事）

＠大ホール

14:00～14:20

京都府ミュージアムフォーラムについて
平井俊行氏（京都学・歴彩館 副館長）

14:20～14:40

しまねミュージアム協議会について
古川寛子氏（モニュメント・ミュージアム来待ストーン学芸員）

14:40～14:50
14:50～15:10

休憩
岐阜県博物館協会「地域ブロック部会」のこと
可児光生氏（美濃加茂市民ミュージアム 館長）

15:10～15:30

四国・愛媛・今治のミュージアムネットワーク
田中謙氏（今治市村上水軍博物館 学芸員）

15:30～16:00
交流タイム

16:00～17:10

＠小ホール

17:10～17:30

【小ホール】 休憩、ポスター発表ほか
全体交流会
進行：京都造形芸術大学 白戸渓子
総括
兵庫県立人と自然の博物館 館長 中瀬 勲氏
吹田市立博物館 学芸員 五月女賢司

17:30～18:00

閉会、事務連絡、アンケート記入等

18:30～20:30

情報交換会

＊13：00～15：30 は一般参加可能なオープンシンポジウムです。
＊昼食は持ち込み OK の休憩室があります。
情報交換会会場である「delicafe たまご京都北山」は昼も営業しています。


全体交流会
全員参加型のディスカッションを行います。参加者同士で、小さいとこサミットの 1 日を振り返りましょう。



「小さいとこ合同ミュージアムショップ」の出店者募集
好評のミュージアムショップを今回も開店いたします。
◆出店要項
・各館自慢のグッズを 5 種まで（応相談）・販売数 20 点位まで。
・最小金額は 10 円単位で値段をつけてください。
・出店者はそれぞれのグッズのエピソードを合わせて提供してください。

・商品などは 2 月 12 日（火）までに「京都府立京都学・歴彩館 平井俊行副館長」宛てに、「小さいとこ」と品名に明
示の上、お送りいただくか（着払い不可）、当日ご持参ください。
◆問合せ・申し込み ※締切は 2 月 11 日（月）です。
なにわホネホネ団・NPO 法人大阪自然史センター 西澤真樹子 nishizawa@mus-nh.city.osaka.jp


印刷物・パンフレットの配布
サミット会場内に、印刷物・パンフレットを付置するコーナーを設けます。「京都府立京都学・歴彩館 平井俊行副館
長」宛てに、「小さいとこ」と品名に明示の上、お送りいただくか（着払い不可）、当日ご持参ください。事前の申し込み
は不要です。



ポスター発表
小ホールでポスター発表を行います。サイズは 1 団体当たり幅 0.9m*高さ 1.8m です。設置はマグネットのみ、テー
プ、画びょう不可です。会場では用意しませんので各自持参ください。歴彩館見学をされる方は 10：00～10：30、見
学されない方は 13:00 までに設置してください。申込みが必要です。
◆申し込み 申込み用紙に記入の上、2 月 11 日（月）までに申込みください。



情報交換会について
サミット終了後、同じ会場で情報交換会を行います。会費は 3,000 円程度の予定です（当日受付で徴収します）。
持ち込みも歓迎します！
◆申し込み 申込み用紙に記入の上、2 月 11 日（月）までに申込みください。

＊サミット、ポスター発表、ミュージアムショップ、情報交換会の申し込み先
申し込みフォーム（https://ws.formzu.net/dist/S58062732/）か、
参加申込書に記入の上 FAX でお申し込みください。
締め切りは平成 31（2019）年 2 月 11 日（月）です。
＊オープンシンポジウムについては当日参加が可能です。
高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川） （担当：高田みちよ）
TEL 072-692-5041 FAX 072-692-7864
E-mail info@aquapia.net または takadaaquapia@gmail.com
※
＊サミット会場に関してのお問合わせ：
京都府立京都学・歴彩館（担当：平井俊行）
〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1-29
TEL 075-723-4831 FAX 075-791-9466
E-mail rekisaikan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp
HP http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/index.html

◆

アクセス：京都府立京都学・歴彩館

京都市左京区下鴨半木町 1-29
TEL：075-723-4831 FAX:075-791-9466
京都市営地下鉄 【烏丸線】 北山駅 [K03] （1 番出口） 南へ徒歩約 4 分
【HP】 http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/index.html

◆エクスカーション

プログラム

2 月 19 日（火）
9:30～10:00

開場・受付 （京都市学校歴史博物館 エントランス）

午前の部

京都市学校歴史博物館 見学（定員 70 名)

10:00～12:30

12:30～14:30

休憩

午後の部

おもちゃ映画ミュージアム 見学（定員 30 名）

14:30～17:00

おもちゃ映画ミュージアム見学は、
あとわずかで定員になります！
申込多数の為、締切りました！

保存映画の鑑賞、セルロイドの取り扱い・保存についての講座あり
＊午前の部、午後の部のみの参加も可能です。要申込み。

◆アクセス


京都市学校歴史博物館 10：00～
〒６００-８０４４ 京都市下京区御幸町通仏光寺下る橘町４３７
TEL：075-344-1305

FAX：075-344-1327

【アクセス】阪急河原町駅 徒歩約１０分 １０番出口「藤井大丸
口」（寺町四条南側）から西へ，１筋目を南へ
京阪 祇園四条駅 徒歩約１５分 ３番出口（川端四条南西角）か
ら鴨川を渡り四条河原町へ
【HP】 http://kyo-gakurehaku.jp/
＊駐車場はありませんので公共交通機関でお越しください



おもちゃ映画ミュージアム 14：30～
〒604‐8805

京都府京都市中京区壬生馬場町 29-1

TEL 075-803-0033

FAX 075-803-0034

【アクセス】阪急「大宮」駅 徒歩 7 分。
東改札口出口 1 番から地上へ。セブンイレブン前の「後院
通」沿いに北上。
【HP】 http://toyfilm-museum.jp/

＊2 月 19 日はおもちゃ映画ミュージアムは休館日で、小さいとこ
サミットのために案内してくださいます。集合時間に遅れないよう、
お願いいたします。築 100 年の京町家を再活用している施設です
ので、暖房していても不充分な場合があります。できるだけ暖かい服装でお越しください。
＊サミット全体、エクスカーションに関してのお問合わせ：
高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川） （担当：高田みちよ）
TEL 072-692-5041 FAX 072-692-7864
E-mail info@aquapia.net または takadaaquapia@gmail.com
エクスカーションの申し込みは、サミットの申し込みフォームに記入してください。

申込締切：２月１１日（月）
※会場の都合上、事前に人数把握をする必要がある為、ご協力お願いします。
※定員のあるものについては先着順となります。ご了承ください。

可能であれば申し込みフォームをご利用ください。https://ws.formzu.net/dist/S58062732/

参
FAX：072-692-7864

加

申

込

書

E-mail：takadaaquapia@gmail.com

こちらからの返信をもって受付完了とさせていただきます。

第 10 回 小さいとこサミット in 京都 ～小規模ミュージアムのつどい～
平成 31(2019)年 2 月 18 日(月) 京都府立京都学・歴彩館
2 月 19 日（火）京都市学校歴史博物館・おもちゃ映画ミュージアム
該当する箇所に☑を入れてください
１．プログラムについて
歴彩館・収蔵庫見学 □参加する（締切りました） ポスター発表
□掲示する
(10:30～11:30)
□参加しない
□掲示しない
全体交流会
□参加する
(15:30～18:00)
□参加しない
合同ミュージアム
□販売する
ショップ
販売される方は担当の西澤までご連絡ください。
（5 種類 30 点以下）
なにわホネホネ団・NPO 法人大阪自然史センター 西澤真樹子
nishizawa@mus-nh.city.osaka.jp
□販売しない
情報交換会
□参加する □参加しない
（18:00～20:00）
（会費 3500 円ぐらい。当日徴収します）
エクスカーション
京都市学校歴史博物館に □参加する □参加しない
（19 日 10～17：00） おもちゃ映画ミュージアムに □参加する □参加しない
２．申込者について
ふりがな（☆）
氏名（☆）
所属
属性（☆） □ミュージアム勤務 □大学教員 □小中高勤務 □企業・民間団体勤務
□ボランティア □友の会会員 □ミュージアムの協力団体会員 □展示業者
□その他（
）
電話番号 (□勤務先・□個人)
FAX
(□勤務先・□個人)
E-mail
(□勤務先・□個人)
３．あなたが関わる・勤務するミュージアムについて
ミュージアムの名称（☆）
ミュージアムが立地する（☆）
都道府県・
市区町村
４．その他
小規模ミュージアムネットワーク ML への参加について
□すでに参加している □新規に参加する □参加しない
小さいとこサミットへ一言（☆）

当日配布名簿作成への協力の可否
□協力する □協力しない
（上記の☆の回答を記載し、当日参加者全員に配布いたします）
※この参加申込書に記載された個人情報は、サミットの運営に必要な情報提供にのみ使用いたします。
※サミットに参加される方は、参加者や運営者による調査・研究・広報・個人利用のための、写真やビデオ撮影・音源の録音およびその
利用について許諾していただいたものとみなします。

