＜全国博物館大会開催要項＞
主
催
共
催
後
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会
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公益財団法人日本博物館協会
京都府立京都学・歴彩館
京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会（すべて予定）
令和元年９月５日(木)
1 日間
２，０００円 （今年度のみの特別料金）
京都府立京都学・歴彩館 大ホール
住所：〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 1-29
TEL: 075-723-4831（代表）
ICOM 京都大会会場

全国博物館大会会場

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
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＜全国博物館大会日程＞
9 月 5 日（木） 会場：京都府立京都学・歴彩館 大ホール
時間
９：３０～１０：００
１０：００～１１：０５

プログラム
受付
開会式
挨 拶：銭谷眞美（日本博物館協会長）
祝 辞：文部科学大臣、京都府知事、京都市長 他（予定）
表彰式：顕彰、棚橋賞、博物館活動奨励賞

１１：０５～１１：１０

大会決議起草委員発表

１１：２０～１１：５０

基調講演「新たな文化庁の挑戦」
講師： 文化庁

１２：００～１３：３０

昼食休憩

（大会決議起草委員会）

ICOM 関連イベント「みゅぜコット」の見学（歴彩館小ホール）
ほか
１３：３０～１４：３０

全国博物館フォーラム
文化庁、京都府、京都市

１４：４０～１５：００

（予定）

全体会議 （大会決議 採択）

（一般公開プログラム）
１５：２０～１５：５０

特別講演１「未来に向けたミュージアムの役割」 （仮）
講師：長尾 真（京都市音楽芸術文化振興財団理事長）

１５：５０～１６：２０

特別講演２（講師調整中）

１６：３０～１７：４０

記念鼎談「文化をつなぐミュージアム
～ICOM京都大会の成果を未来へ～」
・佐々木 丞平（京都国立博物館長、ICOM京都大会2019
組織委員長）
・宗田 好史 （京都府立大学副学長）
・神居 文彰 （平等院ミュージアム鳳翔館長）

１７：４０～１７：４５

閉会
挨拶：銭谷眞美（日本博物館協会長）
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全国博物館大会(9/5)・ ICOM 京都大会（9/4）一日券
セット申込受付のご案内
今年の全国博物館大会は、同時期に開催される ICOM 京都大会と合わせての参加をお勧
めしています。
ICOM 京都大会への参加申込は、通常、ICOM 京都大会のホームページにアクセスし、登
録手続きをする必要がありますが、日本博物館協会会員向け特別サービスとして、全国博
物館大会の申し込みと合わせ、簡単に手続きが可能なセット申込を用意いたしました。
セットならではの特典もありますので、セット申込をご利用のうえ、ぜひ両大会へご参
加くださいますようお願いいたします。
全国博物館大会(9/5)・ICOM 京都大会（9/4）一日券
セット申込の特典について
ICOM 京都大会（9/4）一日券 10,000 円
ICOM 京都大会プログラム冊子（コングレスバッグ付き）3,000 円
１）全国博物館大会と一緒に ICOM 京都大会（9/4）一日券の申し込みが本ご案内
末の申込書で可能です。
※セット申込者には、いくつかお聞きする項目がありますので、後日、質問
票を送付いたします。
２）9/4（木）に開催される会議（昼食のお弁当付き）やソーシャルイベントに
自由に参加いただけます。
※一部事前登録が必要な会議があります。
※ICOM 京都大会プログラム冊子（コングレスバッグ付き）は別売 3,000 円、
事前申し込み制です。ICOM 京都大会会場受付でも当日購入可能ですが、在
庫切れの場合は販売終了となりますのでご容赦ください。
３）全国博物館大会とのセット申込の特典として、9 月 5 日（木）夜のソーシャ
ルイベントにも参加できます。
４）全国博物館大会とのセット申込の特典として、9 月 6 日（金）に京都市内博
物館施設連絡協議会（京博連）参加施設ならびに京都府ミュージアムフォー
ラム加盟各施設で減免措置のある館で入館料が減免になります。

＊ICOM 京都大会の全体プログラムは、
大会公式ホームページ（ http://icom-kyoto-2019.org/jp/schedule.html ）
、
もしくは「博物館研究」6 月号(5/25 発行)の「日博協だより」に
掲載していますので、ご確認ください。

＊ICOM 京都大会の全期間登録や、
セット申込以外の一日券（前売 10,000 円、当日 12,000 円）については、
ICOM 京都大会 2019 運営事務局 (株式会社コングレ内) までお問い合わせください。

E-mail icom2019-reg@congre.co.jp TEL 03-5216-5303
営業時間 土・日・祝日を除く平日 10:00-17:00
ご注意
・全国博物館大会のみに参加される方は、９月 5 日（木）のソーシャルイベントにはご参加
になれません。
・全国博物館大会のみに参加される方は、博物館施設の入館料減免はございません。
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全国博物館大会・ICOM 京都大会 9/4 一日券
セット申込による参加例
※ICOM 京都大会プログラム冊子（バッグ付き）は別料金。
9 月 4 日（水）

＊会場到着後、入口受付でまず登録を済ませてください。

時間
09：00～10：15

プログラム

同時通訳有無

プレナリー・セッション

あり

「被災時の博物館」
10：30～11：00

基調講演

会場

最寄駅

京都国際会館

市営地下鉄烏丸線

メインホール

京都国際会館駅

あり

蔡國強氏
11：00～12：15

プレナリー・セッション

あり

「世界のアジア美術博物館・
コレクション」
12：15～13：30
13：30～18：00

昼食休憩

京都国際会館

（弁当付き）

会場内

国際委員会のセッション

委員会により
異なる

展示場視察（約 200 ブースの
出展あり）
もしくは
14：30～16：00

京都国際会館
パネルディスカッション

あり

メインホール

「漫画展の可能性」
16：30～18：00

パネルディスカッション

あり

「博物館と地域発展」
18：30～20：30
18：30～21：00

ペチャクチャナイト京都

英語のみ

ソーシャルイベント

なし

（軽食付き）

京都府立京都

市営地下鉄烏丸線

学・歴彩館

北山駅

京都府植物
園、稲盛会館

9 月 5 日（木）
時間
19:00～21:00

プログラム

会場

最寄駅

ソーシャルイベント

平安神宮・京都国立近代美術館

市営地下鉄東西線

（軽食付き）

細見美術館・京都市動物園

東山駅

同時通訳 なし

京都伝統ふれあい館

セット申込特典

9 月 6 日（金）
プログラム
終日

京都市内博物館施設連絡協議会（京博連）参加施設ならびに京
都府ミュージアムフォーラム加盟各施設で減免措置のある館で
入館料減免
セット申込特典
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会場
各施設

全国博物館大会 資料交換のご案内

全国博物館大会で、資料交換ご希望の館園は、パンフレット、リーフレット等各５０部を
令和元年８月３０日（金）必着にて下記宛先にご送付ください。
送付先：公益財団法人日本博物館協会「大会係」
〒１１０－０００７
東京都台東区上野公園１２－５２ 黒田記念館別館３階
ＴＥＬ（０３）５８３２－９１０８

ＦＡＸ（０３）５８３２－９１０９

全国博物館大会

お弁当のご案内

会場周辺は、昼食時にレストランが大変混雑いたしますので、お弁当のお申し込みをお勧め
いたします。９月５日（木）は昼食としてお弁当を有料で提供いたします。
ご希望の方は大会参加申込書にてお申し込みください。
お弁当代：１，０００円（お茶付き、税込）
※お弁当のキャンセルは、８月９日（金）までとさせていただきます。
それ以降は、キャンセルの場合でも費用を申し受けますので、予めご了承ください。
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参加申込方法のご案内

申し込みおよび費用お支払いの締切は令和元年 ８月１日（木）です。

内

容

費 用

9 月 5 日(木)全国博物館大会参加費（会員・非会員とも）

２，０００円

9 月 5 日(木)昼食お弁当代

１，０００円

9 月 4 日(水)ICOM 京都大会 1 日券(全国博物館大会セット申込)

１０，０００円

ICOM 京都大会 プログラム冊子（バッグ付き）

３，０００円

＜申込方法＞
① ご案内末の申込書にご記入のうえ、下記宛に郵便またはＦＡＸでお送りください。
申込書送付先：公益財団法人日本博物館協会「大会係」
〒１１０－０００７
東京都台東区上野公園１２－５２ 黒田記念館別館３階
ＴＥＬ（０３）５８３２－９１０８
ＦＡＸ（０３）５８３２－９１０９
② 費用を下記いずれかの口座にお振り込みください。
支払い方法：
・郵 便 振 替 番

号：００１９０－３－８０１２３

加入者名：公益財団法人日本博物館協会
・現 金 書 留 上記申込書送付先へ、申込書を同封の上ご送付ください。
・三井住友銀行 霞が関支店（普）５１９５４１２
口 座 名：公益財団法人日本博物館協会
※銀行振込をご利用の場合は、
① 振込日時、②振込名義、③参加者氏名、④参加者の所属、
を必ずご連絡ください（申込書の通信欄にお書きいただくかＦＡＸ等でお知らせください）
。
参加者と振込名義の異なる場合は、照合が困難となりますので、何卒ご協力くださいますよ
うお願い申し上げます。
※ご入金の確認をもってご参加の受付完了となります。
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宿泊の手配について

ICOM 京都大会の開催期間中は、周辺ホテルの大変な混雑が予想されます。全国博物館大
会参加者の皆様向けの宿泊予約窓口を設けましたので、ご利用ください。
＜予約申込方法＞
以下の情報を入力のうえ、メールにて申し込みください。
・照会者氏名、メールアドレス、電話（勤務先、携帯 等）
・宿泊人数
・予算範囲

円/泊

・宿泊希望エリア

（例）京都駅周辺

宿泊予約申込・問合せ先：
近畿日本ツーリスト関西 MICE 支店全国博物館大会係
E-mail japan-museum@or.knt.co.jp
ＴＥＬ 06-6635-2627
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