
1

2014.4.2

野田市郷土博物館・市民会館

市民会館部屋利用料金

部屋名 区分 旧料金 新料金

茶室「松樹庵」
市内在住の方・団体
1時間につき

館発行 680 690

茶室「松樹庵」
市外在住の方・団体
1時間につき

館発行 1360 1380

刊行物販売料金

書名 発行日 区分 旧料金 新料金

特別展図録
市制施行40周年記念特別展
古墳文化のあけぼの　1700年前の野田

平成2年10月16日 館発行 730 750

特別展図録 華開く押繪の新世界　勝文齋の偉業 平成4年11月5日（二刷） 館発行 1050 1080

特別展図録 最後の浮世絵師　豊原國周展 平成5年10月12日 館発行 1050 1080

特別展図録 野田市郷土博物館　35年の歩み 平成6年10月12日 館発行 1050 1080

特別展図録
よみがえる　山中直治　童謡の世界
－昭和初期に活躍した郷土の作曲家-

平成8年10月15日 館発行 1050 1080 

特別展図録
市民がつづる　郷土への想い
ー写真が語る野田の歴史と文化ー

平成9年10月14日 館発行 1360 1390

特別展図録 野田文化の芽ばえ　ー明治から昭和中期の社会教育史ー 平成11年10月2日 館発行 500 510

特別展図録 江戸時代の野田をいく　ー古地図にみる「むら」の景観ー 平成10年10月13日 館発行 1260 1290

特別展図録 醤油のしるし　ー江戸･明治期の広告デザイン史ー 平成12年10月14日 館発行 840 860

特別展図録 博物館へ行こう！　ー野田のまち　新発見･再発見ー 平成13年10月13日 館発行 950 970

特別展図録 鈴木貫太郎内閣の133日 平成21年12月15日（二刷） 館発行 500 510

特別展図録 関根金次郎と渡辺東一 平成22年4月30日（二刷） 館発行 900 920

特別展図録 野田と樽職人　―「町樽屋」菅谷又三と「売樽屋」玉ノ井芳雄― 平成19年10月7日 館発行 600 610

特別展図録 野田の夏祭りと津久舞 平成20年10月18日 館発行 850 870

特別展図録
今に生きる山田守の建築
―野田市郷土博物館　竣工50年を迎えて―

平成21年8月1日 館発行 1000 1020

特別展図録 野田と災害―今、私たちにできることを考える― 平成24年10月13日 館発行 800 820

野田シリーズ 野田シリーズXV　史跡　山崎貝塚 平成11年3月30日 館発行 350 360

山中直治曲集 山中直治童謡曲集 平成10年2月13日 館発行 1260 1290

山中直治曲集 山中直治童謡曲集　2 平成11年3月31日 館発行 770 790

山中直治曲集 山中直治童謡曲集　3 平成12年3月31日 館発行 700 720

山中直治曲集 山中直治童謡曲集　4 平成13年3月31日 館発行 700 720

山中直治曲集 山中直治創作曲集 平成14年3月31日 館発行 700 720

記録集 キャリアデザイン記録集　寺子屋講座　まちの仕事人の言葉 平成21年2月10日 館発行 1300 1330

記録集 野田市郷土博物館　市民会館　年報・紀要　第1号　2007年度 平成21年2月10日 館発行 1300 1330

記録集 野田市郷土博物館　市民会館　年報・紀要　第2号　2008年度 平成22年2月22日 館発行 1000 1020

記録集 野田市郷土博物館　市民会館　年報・紀要　第3号　2009年度 平成23年3月31日 館発行 700 720

記録集 野田市郷土博物館　市民会館　年報・紀要　第4号　2010年度 平成24年3月1日 館発行 600 610

記録集 野田市郷土博物館　市民会館　年報・紀要　第5号　2011年度 平成25年12月27日 館発行 700 720

報告 野田市文化財報告第6冊　野田の醤油経営史料集成 1985年3月 館発行 1570 1610

報告 野田市文化財報告第7冊　野田の板碑 1987年3月 館編 1570 1610

グッズ 土偶「ミミー」ストラップ 平成23年7月13日 文化広場 500 515

グッズ 山中直治童謡曲集CD 平成11年11月11日 文化広場 1000 1030

グッズ 公立博物館をNPOに任せたら～市民・自治体・地域の連携～ 平成24年3月31日 文化広場 1995 2052

グッズ 野田かるた 平成24年3月31日 委託 1000 1030

消費税率引上げに伴う料金の変更について
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市刊行物 野田市史　資料編　中世2
 「野田市史研究」第15号(平成16年）抜刷　「野田市史　資料編　中世2」補遺

平成14年3月31日 委託 3500 3600

市刊行物 野田市史　資料編　考古 平成17年3月31日 委託 4600 4730

市刊行物 野田市史　資料編　古代・中世１ 平成22年3月26日 委託 4400 4520

市刊行物 野田市史　資料編　近現代１ 平成24年10月31日 委託 4200 4320

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第1集
野田市民俗調査報告書　1　今上･山崎の民俗

平成7年3月31日 委託 2620 2690

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第3集
野田市民俗調査報告書　3　大殿井･横内･鶴奉･目吹の民俗

平成10年3月31日 委託 2620 2690

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第4集
野田市民俗調査報告書　4　吉春･谷津・岩名・五木の民俗

平成12年3月31日 委託 2620 2690

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第5集
野田市民俗調査報告書　5　尾崎・東金野井の民俗

平成16年3月31日 委託 2620 2690

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第6集
野田市民俗調査報告書　6　中里・小山の民俗

平成18年3月31日 委託 2620 2690

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第7集
野田市民俗調査報告書　7　船形の民俗

平成20年3月31日 委託 2410 2470

市刊行物
野田市史編さん調査報告書　第8集
野田市民俗調査報告書 8　上花輪・野田・中野台・清水の民俗

平成25年3月31日 委託 1500 1540

市刊行物 遠ざかる風景　野田市制施行40周年記念記録写真集 平成2年3月31日 委託 1570 1610

市刊行物 野田市勢要覧2010 平成22年3月 委託 850 870

市刊行物 野田紀行　野田市ガイドブック（改訂第四版） 平成24年3月31日 委託 400 410

その他 絵葉書　POST CARD 野田市郷土博物館 ― 館発行 520 530

その他 まんが　関宿町と関宿城の歴史 平成7年11月11日 委託 520 530
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