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第 1回 さく葉標本の基礎知識と作成方法についての講義

第 2回 博物館周辺の公園や小学校校庭にて植物採集

さく葉標本の作成

第 3回 さく葉標本の作成



　野田市には野田市文化団体協議会をはじめとして、市民の文化団体が数多く存在するが、自主研究グ
ループはそれら既存の団体とは異なり、当館で開催される事業をきっかけとして発足する。博物館や市
民会館を拠点として活動を行い、その研究成果を企画展などの形で博物館に還元していくなど、協働で
まちづくりを担うパートナーとして位置づけられる。
　博物館はグループの育成のために、地域の歴史・文化・自然に関する連続講座を実施し、講座終了後
に活動の継続を呼びかける。また、連続講座の講師も市民の学識経験者に依頼し、グループが結成され
た際は講師がリーダーとなって主導的な役割を果たしてもらう。学芸員は人材バンクに登録された情報
をもとに同じような興味関心を持つ人たちを集めたり、研究発表の場を確保するなどのサポートを行う。

植物標本の調査を行うことが決定された。3 月 25 日には県立関宿城博物館周辺にて最初の植物観察会
を行い、講師の岩槻秀明氏の指導のもと約 50 種の植物を観察した。少人数であるため、観察会の最中
にも頻繁な質疑応答の機会を設けることができたが、活動の幅を広げていくためには、メンバーの拡充
が必要不可欠である。

２．活動履歴
○第１回会合
日　時：11月 13 日（火）10時～ 12時
参加者：講座講師及び受講者　4人

○第 2回会合
日　時：2月 26 日（火）10時～ 12時
参加者：講座講師及び受講者　5人

○第 3回会合
日　時：3月 25 日（火）10時～ 14時 30 分
参加者：講座講師及び受講者　3人
活動内容：関宿城博物館周辺にて植物観察会

３．展望と課題
　第１回会合において、今後の活動方針について話し合い
が行われた。最初の１年は、様々な場所で植物観察会を行
い、メンバーがそれぞれ興味関心のあるテーマを決めて翌
年以降の調査につなげること、中長期的展望として館蔵の

第 2回会合にて

第 3回会合（植物観察会）の様子
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第 26回仕事人「バイオリンという生き物」

第27回仕事人「交番勤務からまめばん勤務までの五十年」

第 26回芸道「まちなか植物観察会」

第 29回芸道「安来節（どじょうすくい）踊り方教室」
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第 30回芸道「心より心に伝ふる花  お能の世界」 第 32回仕事人「いい風ください！」

第 32回芸道「精神科 50年」 第 33回仕事人「薬は怖い。されど･･･」

第 33回芸道「俳句を作ろう　パート 3」 第 34回仕事人「ホテルマンから大工の棟梁へ」

第 34回芸道「よさこいソーランを踊ってみよう！」 第 35回芸道「箏・人生を奏でる」
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月　　日 内　　　　容

第 1回 10月10日（水） キャリアデザインの定義に関する講義
受講者それぞれの考えるキャリアデザイン像の紹介

第 2回 10月24日（水） スーパーのライフロールとエゴグラムを用いた自己分析の発表と
意見交換

第 3回 11月 ７日（水） コミュニケーションと傾聴能力に関する講義
受講者それぞれの 5年後の自分像の発表とそれに対する受講者
同士の「励ましのメッセージ」の交換



１．内容
　社会の変化に伴い、これから求められる市民のキャリアデザインのあり方についての講演。講演録は
紀要部分参照。

２．評価
　会社という組織にとらわれがちな現代社会における社会人のキャリアデザインの問題点と、それに対
抗するために個人としての判断や思考を養うことの大切さや、自分の力を発揮するための「ワーク・ラ
イフ・スタディ・バランス」の必要性について、講師自ら実践している勉強会や地域での活動を通して
話された。会社から離れた地域での活動や日々の生活での心構えのなども紹介されたため、自らの生活
の中で心がけようと啓発を受けた参加者が多かったようである。
　「市民のキャリアデザインの拠点」を目指す当館のミッションにも関わる講演会であり、参加者数が
やや少なかったのは残念だが、既に地域で勉強会などを行っている参加者からは、会の現状と今後の方
針などについても踏み込んだ質問が出されるなど、自らの活動と重ね合わせることで理解を深めていた
様子が伺えた。

《感想抜粋》
・良い勉強になりましたが、平凡な主婦の生活の中にどのように取り入れて 24 時間を過していくかが
　問題です。知識だけでなく、身近な人々とのふれあいを大事にして過したいと思います。
・ 久振りになんだか現役時代のキャリアに戻った感が致しました。私はキャリアと云えば（職歴、経験、
　知識、体験、専門的な学識等）を現役としてキャリアを活かして働いた時代と理解していましたが、
　キャリアデザインと申せば今後の人生（余生）をいかに活かして行くか、何を求めて生くかを考慮・
　考察にウエイトを掛けて日常の生活を大事に生きて行くかと思いました。
・人のキャリアを高めていくための解決策（個人の思考力、判断力を高めていくことが大切）について
　方向性が示され、大変参考になった。
・今の日本の問題点（個々人の考え方が画一的であり、まだ個人が自分で考え、判断する能力を高める
　機会がない状況）についての話は興味深かった。残念ながら自分も判断力・思考力が乏しいタイプの
　人間の１人であると感じた。自分自身のキャリアを高めるため、今日学んだことを日々の生活で改善
　していくよう努力したいと思った。また、今日学んだことを自分の周りにいる人々（身内や知人など）
　にも伝えていきたいと思った。

キャリアデザイン事業
キャリアデザイン講演会

市民のキャリアデザイン ～ワーク・ライフ・スタディ・バランスのすすめ～
講　師：桐村晋次氏
　　　　（法政大学キャリアデザイン学部教授）
実施日：10月 14日（日）13時 30分～ 15時 30分
場　所：市民会館　松竹梅の間
参加費：無料
参加者：17人

事業区分：委託事業
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回 月　日 テーマ

第 1回 6月 26 日（火） 「郷土博物館･市民会館が自分にとってどのような存在だったか」
「より良い存在になるにはどのようにあるべきか」

第 2回 7月 10 日（火） ｢個人の生活や地域の中での、問題点と願望 ｣



《感想抜粋》
・野田市のことがよく分からずに勉強のつもりで参加したが、実情の一端を知ることができた。街をよ
　くしよう、住み良い街にしたい気持ちは皆さん同じである。博物館・市民会館がまさに市民の集う場
　所になり老若男女温故知新の場、楽しいふれ合いの場となってほしい。
・いろいろなジャンルで、今後 NPO やボランティア団体など各種市民活動団体同士のゆるやかな連携 
　の必要性を感じた。
・少々時間を作る事が出来る様になりましたのでここに参加させていただきました。改めて、考える折
　を作っていただいた事ありがたいと思っています。次回は各年代層を誘って出席出来ればと思います。
・ワークショップのやり方は意見集約のツールとしては良いのですが、方向づけのアドバイスを更に加
　えて頂けると、よりスムーズに進められる気がします。
・生涯学習における市民会館、博物館の役割についてもう一歩踏み込んだ討論を期待します。 
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１．内容
　小学生を対象に、滑石を材料にした勾玉作りの講座を実施した。

２．評価
　例年夏休み期間に行っており、リピーター率も高く、毎年大勢の子ども達で賑わう。今年度は低学年
の参加が多かった。同伴した保護者も子どもと一緒に作成するなど、親子間の交流の機会にもなった。

１．内容と目的
　小学生とその保護者を対象にした茶道講座を実施した。講師から基本の動作を学んだのち、茶室へ移
動し、上生菓子と抹茶をいただいた。子ども、そして親に、日本文化の真髄の茶道に触れるきっかけを
提供すること、明治初期に建てられた本格的な造りの茶室を体験してもらうことが目的。

２．評価
　春休み期間にあわせて実施した本講座であったが、19 年度からの新企画で、かつ博物館主催で茶道
講座を開催することの意図が伝わりにくかったためか、申込者が少なかった。また、抹茶・菓子代を考
慮して設定した参加費であったが、高いのではという意見も一部あった。参加費や開催時期の再検討、
講座の意図の明瞭化、広報の充実が今後の課題である。
　講座の雰囲気は全体としてとてもよく、抹茶を「おいしい」とおかわりをする子どもの姿も見られた。
親子とも和やかに茶道を楽しむ様子が、他の来館者への良いアピールともなったようである。

キャリアデザイン事業
子ども・親子対象の講座

勾玉作り体験教室
実施日：第 1回　8月 2日 ( 木 ) 　第 2回　8月 7日 ( 火 ) 
時　間：各回とも 10時～ 12時
場　所：博物館
材料費：100円
参加者：第 1回 9人、第 2回 29人

事業区分：委託事業

親と子の茶道講座
講　師：五十嵐宗玲氏（裏千家茶道教室指導者）
実施日：3月 30日（日）13時 30分～ 15時
場　所：市民会館　松樹庵（茶室）
参加費：300円
参加者：4組 9人（親 4人　子 5人）

事業区分：委託事業
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月　日 展示の部 発表の部

2月 22 日（金） 8クラブによる展示

2月 23 日（土）
11クラブによる展示

14時～「箏」

2月 24 日（日） 10時 30 分～「おはやし」　14時～「和太鼓」
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月　日 午　　前 午　　後
７月31日（火） ガイダンス 館外関連施設見学
８月 １日（水） 勾玉作り体験教室準備 勾玉作り体験教室準備
８月 ２日（木） 勾玉作り体験教室 勾玉作り体験教室
８月 ３日（金） 民具クリーニング 収蔵庫整理
８月 ４日（土） 資料写真撮影 ギャラリートーク
８月 ５日（日） 寄贈図書受入 寺子屋講座
８月 ７日（火） 勾玉作り体験教室 勾玉作り体験教室
８月 ８日（水） 寄贈図書受入 寄贈図書受入
８月 ９日（木） 資料写真撮影 資料写真撮影
８月10日（金） 資料写真撮影 実習のまとめ
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月　日 午　　前 午　　後 人数
11月 13 日（火） 市民会館清掃

特別展受付ほか展示室業務
特別展図録発送作業 1人

11 月 14 日（水） 市民会館清掃
特別展受付ほか展示室業務

特別展図録発送作業 1人

11 月 15 日（木） 市民会館清掃
収蔵資料実測

収蔵資料実測 2人

11 月 16 日（金） 市民会館清掃
収蔵資料実測

特別展図録発送作業
職場体験の感想

2人



１．概要と目的
　山中直治は大正から昭和にかけて野田尋常小学校の教員をしながら童謡の作曲をした人物で、31 年
の短い生涯の間に 200 曲もの作品を作ったといわれている。その後存在を忘れられていたが、平成８
年の当館特別展を機に再評価され、以来コンサート等でも市民団体によって曲が披露されるようになっ
た。
　「山中直治を歌う会」は平成 9 年に結成。本コンサートは法人が主催をし、博物館展示室のグランド
ピアノを利用して自主事業として開催した。直治の童謡の普及と市民交流が目的である。

２．演目
1　斉唱　　「春春春」「ゆりかごの歌」　　　　　2　独唱　　「つばめ」
3　斉唱　　「雨だれ電車」「友を呼ぶ鹿」　　　　4　独唱　　「一番星」
5　斉唱　　「椿」「竹馬」　　　　　　　　　　　6　独唱　　「白雲」
7　斉唱　　「赤いお馬車」「睡蓮」
8　フルート独奏「だんだん畑」「萩のトンネル」「文福茶釜」（メドレー）
9　合唱　　「つばめ」「鐘が鳴る」　　　　　　　10　独唱　 「利根川」
11　合唱　 「睡蓮」「こんこん小山の白狐」
12　ピアノ独奏「ゆりかごの歌」「萩のトンネル」「睡蓮」「春春春」（メドレー）
13　斉唱　 「月見草の咲く丘」「里の祭り」「野田はよいとこ」
14　会場全員で斉唱　「つばめ」「こんこん小山の白狐」

３．評価
　斉唱・合唱では、「歌う会」のメンバーで班を作り、代わる代わる舞台に上がったが、出演者入退場
口や仮設したステージが小さく、出入りや、立ち位置への誘導に苦労した。コンサートを目的に作られ
ていない会場としての限界もあるが、進行に際しては、スタッフ同士の連携と、出演者への協力の呼び
かけをすることが次回への課題となった。
　プログラムは独唱・独奏と斉唱・合唱を交互に配した、飽きさせない構成で、「野田はよいとこ」と
いう「歌う会」として初披露の曲も演奏された。最後には来場者も一緒に「つばめ」「こんこん小山の白狐」
を歌い、会場全体が温かい空気で包まれた。

キャリアデザイン事業
山中直治の童謡普及

山中直治コンサート
実施日：3月 22日（土）14時～ 15時 30分
場　所：博物館 1階展示室
出　演：山中直治を歌う会メンバー（40人）
来場者：80人
入場料：無料

事業区分：自主事業
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①予約ガイドの実績
 （4月 1日～ 3月 31 日）

2976 人（＊１）
うち、市民会館を含むガイドコースの実績　83団体　1767 人

②当館駐在中のガイド実績
 （11 月 17 日～ 3月 31 日）

土・日・祝日の計 39日間で 776 人

＊１　ガイドの会が直接予約を受けた人数も含む
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