
１．目的
　キャリアデザインによるまちづくりにおいては、自らの住む地域を知って地域コミュニティの一員と
しての自覚と誇りをもち、さらに能動的に動く自立した市民が望まれる。そのあり方の一つとして、自
らの住んでいる地域の文化や歴史に目を向けて自主的に調査研究活動を行うグループが挙げられる。こ
の市民の自主研究グループを育成していくことが当館の事業の大きな柱の 1つとなっている。
　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。

２．自主調査研究グループ「野田古文書仲間」の活動履歴
　平成 21年に結成された野田古文書仲間は、平成 24年度の市民の文化活動報告展「読んでみました　
野田の古文書」を契機に新入会員 12名を迎え、毎月第 1、3日曜日を中心に市民会館にて活動を継続し
た。新規入会者を主な対象として、当館学芸員が古文書読解の基礎や史料整理についての講義を行ったほ
か、計19回実施された定例会では、仮名文字で書かれた文書や当館所蔵史料「目安下書之写シ」を読解し
た。

３．自主調査研究グループ「なつかしの道具探究会」の活動履歴
　毎月第 2、4日曜日を中心に、25 年度も市民会館にて活動を継続し、計 24 回の定例会を行った。今
年度も昨年に引き続き、当館で所蔵する主に昭和期に使用された生活道具のクリーニング、調査、撮影
を活動の中心とし、その成果として寸法、所見、見取り図、写真等をまとめた資料調査カードを作成し
た。主に 7人ほどで活動を行っている。また、社会科見学で古い生活道具を見学するために来館した小
学生に昔の道具の使い方や当時の家庭や町の様子を説明し、より理解を深めてもらう見学サポート活動
も引き続き行った。活動成果を公表するために、平成 26 年度の「野田に生きた人々　その生活と文化
2014」展で昭和期の家庭の居間を再現することとし、準備として、メンバーが持つ昭和期の生活道具の
調査やキャプション作りを行った。

４．展望と課題
　当初は人数の少なさが課題となっていた「なつかしの道具探究会」であるが、徐々にメンバーの人数が
増えてきたこと、また、活動成果が蓄積されてきたことから、今後は成果のアウトプットにも重点を置
いた活動に取り組んでいきたい。
　「野田古文書仲間」については、次年度以降、自主的な活動となるが、さらなる飛躍を期待したい。

キャリアデザイン事業
市民の自主調査研究グループ育成
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１．概要と目的
　NPO法人野田文化広場が設立当初より開催してきた講座を博物館自主事業という形で継続実施した。
まちの仕事人講話では、「仕事とは何か？」をそれぞれの仕事道の経験者に直接語ってもらい、仕事や職
業についての理解を促す。芸道文化講座では地域の文化を話題にするばかりでなく、国内や海外の文化
を題材にして、文化がもつコミュニケ－ションの可能性を描きだすことを目的とする。各回異なる仕事、
テーマについての講義の講師は野田市民を中心に依頼している。また講座の最後には懇談の時間（30
分）を設け、講師と参加者、あるいは参加者同士のコミュニケーションの時間をとっているのが特徴で
ある。

２．内容 

キャリアデザイン事業

寺子屋講座　まちの仕事人講話・芸道文化講座
実施日：毎月第 1、3日曜日　各 12講座
時　間：各回とも 13 時 30分～ 15時 30分
場　所：市民会館
資料代：大人 500円、学生（高校生以上）250円、中学生以下無料
※実施日、時間、場所はいずれも通常の場合。各回の詳細は２．内容に掲載。

事業区分：自主事業

第97回
仕事人
講　師　　川嶋斉氏（野田市立興風図書館司書）
4月 7日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　12人

「図書館の使い方とその裏側」

第97回
芸道
講　師　　佐藤武氏（日本珠算連盟野田支部支部長）
4月 21日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　17人

「次世代に伝えたいそろばんと暗算の力～脳の活性化から国際交流まで～」

第98回
芸道
講　師　　藤田徳雄氏（利根運河大師護持会事務局長）
5月 5日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　12人

「新四国八十八ヶ所利根運河大師の 100年」

第98回
仕事人
講　師　　山下和宏氏（デザイナー）
5月 19日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　24人

「デザインで日常の殻をやぶろう！」

第99回
仕事人
講　師　　米川幸克氏（米澤屋店主）
6月２日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　20人

「視る方向を変えてみる～柔軟なモノの見方で発想（思考）の効率を上げる～」
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第99回
芸道
講　師　　小栗信一郎氏（流山市立博物館次長）
6月 16日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　25人

「石器の石はどこから来たの？～関東平野のど真ん中 野田・流山 縄文時代の交易～」

第100回

寺子屋講座 100回記念シンポジウム
　第1部　講演「市民の学びが拓くまちづくり」
　第2部　寺子屋講師と参加者によるパネルディスカッション 「寺子屋講座を語る」
　展示交流スペース

第1部　講　師　　　佐藤一子氏（法政大学キャリアデザイン学部教授）
第 2部　パネリスト　沢野有希氏、大澤一秋氏、八木竜太郎氏、山之内克行氏、杉本洋子氏
7月 7日（日） 市民会館　松竹梅・雪月桃の間 参加者　65人
第101回
仕事人
講　師　　水落和弘氏（カードショップチェーン「キング☆トレカ」トレカ集客代理人☆）
8月 4日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　18人

「繁盛したければ、馬鹿になれ！～好きな事を商売にすると、商売はもっと楽しい～」

第101回
芸道
講　師　　斎藤一枝氏（公益社団法人自彊術普及会指導員）
8月 18日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　21人

「日本最初の健康体操自彊術～適度に身体を動かし元気な自分づくり～」

第102回
仕事人
講　師　　土生谷博之氏（税理士）
9月 1日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　16人

「実は税金の計算だけじゃない～税理士の仕事　その知られざる実態～」

第102回
芸道
講　師　　戸辺好郎氏（柳号・げんごろう／のだジャーナル川柳選者）
9月 15日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　19人

「川柳四方山話～世界一短い詩・川柳の楽しみ方から作り方まで～」

第103回
仕事人
講　師　　染谷幸雄氏（日本一ホールディングス株式会社代表取締役）
10月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　25人

「あったか家族のお手伝いとは…～焼鳥・うなぎ・お惣菜の「日本一」～」

第103回
芸道
講　師　　大瀬由生子氏（テーブルアーティスト）
10月 20日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　17人

「季節のテーブルコーディネート２～食卓にハロウィンがやってきた！～」

第104回
仕事人
講　師　　篠﨑公王氏（株式会社旭屋呉服店代表）
11月 3日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　14人

「きものの世界に飛び込んで30年～今年は創業100年！町の呉服店はこんな所です～」

第104回
芸道
講　師　　須田敏男氏（歌謡史研究家）
11月 17日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　30人

「昭和歌謡史パート3～戦後復興の頃を背景として～」
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第105回
芸道
講　師　　小西雅徳氏（西洋流火術鉄砲隊保存会顧問／板橋区教育委員会生涯学習課文化財係長）
12月 15日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　28人

「NHK大河ドラマ『八重の桜』から見た砲術の世界」

第106回
仕事人
講　師　　清水純一氏（野田地域職業訓練センター『さわやかワークのだ』所長）
1月 19日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　11人

「誰でもできるキャリア磨き～職業訓練で見つかる新しい自分～」

第106回
芸道
講　師　　勝田茂氏（野田市美術刀剣会会員）
1月 19日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　11人

「初めてでも楽しめる！日本刀入門講座」

第107回
仕事人
講　師　　渡邊彩氏（昭和大学藤が丘病院　助産師）
2月 2日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　14人

「パパ・ママ・赤ちゃん　みんなをサポート！」

第107回
芸道
講　師　　志水秋由氏（今泉定助研究会錬成道場 /養神館合気道龍　師範代）
2月 16日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　22人

「合気道と『古事記』から読み解く「日本精神」」

第105回
仕事人
講　師　　東日本へ笑顔を送る会
12月 1日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　39人

「東日本被災地を忘れぬために」

第108回
仕事人
講　師　　池松亮子氏（池松武之亮いびき研究所所長 /いびきカウンセラー）
3月 2日（日） 池松武之亮いびき資料館・研究所 参加者　11人

「いびき博士の夢を継いで～いびきの悩み引き受けます～」

第108回
芸道
講　師　　芝田栄太郎氏（レザークラフト会会員）
3月 2日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　9人

「牛革コースターを作ろう！」

３．振り返り
　例年通り多彩な講座内容となったが、本年度は 20 代後半から 30 代など若い世代が講師を務めた回
もあった。高齢の来館者が多い当館では、いかに若い世代に来館してもらうかが課題の一つとなってお
り、若い世代が講師を務めることで、その世代の意識が当館や寺子屋講座に向いてくれることを期待し
ている。また、市内の図書館や近隣市の博物館からも講師を招き、連携の一助とした。さらに、本年度
でまちの仕事人講話と芸道文化講座がそれぞれ 100 回を迎えたことを記念して、7月に 100 回記念シ
ンポジウムを開催した（詳細は 53～ 54 ページ参照）。
　参加者総数としては例年並みであったが、大学の授業の一環で多くの学生が参加した。学生などの若
い参加者による聴講や交流は、講師にとっても刺激になっており、今後も様々な年代からのバランスの
良い参加を目指していきたい。スタッフ数については昨年度よりは安定したものの、依然として比較的
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少数（2～ 3人）での運営が続いている。しかし、限られたスタッフでの運営は本年度や寺子屋講座に限
ったことではなく、むしろ少人数でも円滑な運営ができるよう、各スタッフのスキルアップが求められ
ているとも言えよう。

第 98回芸道
「新四国八十八ヶ所利根運河大師の 100年」

　第 98回仕事人
「デザインで日常の殻をやぶろう！」

第 99回仕事人「視る方向を変えてみる～柔軟
なモノの見方で発想（思考）の効率を上げる～」

 第 101回仕事人「繁盛したければ、馬鹿になれ！
～好きな事を商売にすると、商売はもっと楽しい～」

第 97回仕事人「図書館の使い方とその裏側」 第 97回芸道「次世代に伝えたいそろばんと
暗算の力～脳の活性化から国際交流まで～」

50



第 104回仕事人「きものの世界に飛び込んで 30 年
～今年は創業 100年！町の呉服店はこんな所です～」

 第 104回芸道「昭和歌謡史パート 3
～戦後復興の頃を背景として～」

第 105回仕事人「東日本被災地を忘れぬために」  第 105回芸道「NHK大河ドラマ『八重の桜』
から見た砲術の世界」

第 103回仕事人「あったか家族のお手伝いとは…
～焼鳥・うなぎ・お惣菜の「日本一」～」

第 103回芸道「季節のテーブルコーディネート２
～食卓にハロウィンがやってきた！～」

第 102回仕事人「実は税金の計算だけじゃない
～税理士の仕事　その知られざる実態～」

第 102回芸道「川柳四方山話～世界一短い詩
・川柳の楽しみ方から作り方まで～」
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第 108回芸道「牛革コースターを作ろう！」

第 107回芸道「合気道と『古事記』から
読み解く「日本精神」」

　第 108回仕事人「いびき博士の夢を継いで
～いびきの悩み引き受けます～」

第 106回仕事人「誰でもできるキャリア磨き
～職業訓練で見つかる新しい自分～」

第 107回仕事人
「パパ・ママ・赤ちゃん　みんなをサポート！」
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１．概要と目的
　寺子屋講座「まちの仕事人講話」、「芸道文化講座」のそれぞれが 100 回を迎えることを記念し、「寺子屋
講座 100 回記念シンポジウム」を開催した。第 1部が基調講演、第 2部がパネルディスカッションとい
う 2部構成とし、別室に「展示・交流スペース」を設けた。なお第 1部の基調講演はキャリアデザイン講
演会を兼ねる形とした。
　来賓（野田市長、野田市議会議長、野田市教育委員会教育長）の挨拶ののち、基調講演では、法政大学
キャリアデザイン学部教授佐藤一子氏に、地域に根差して地域をつくる市民のパワーがどのように育ま
れているのかについてお話いただいた。続いてのパネルディスカッションでは、寺子屋講師を務めたこ
とのある4人、寺子屋参加者1人が、自分自身にとっての寺子屋、現在の仕事・活動・生き方への影響、
野田のまちづくりなどのテーマで語り、寺子屋の歩みを振り返りながら、市民のキャリアデザイン支援
の効果やまちづくりについて検討した。展示・交流スペースでは、歴代寺子屋のパネル展示、寺子屋講
師経験者の近況を資料やパネルで紹介する展示を行い、見学をしながら参加者同士が自由に交流を行っ
た。

２．内容

３．振り返り
　佐藤一子氏には、市民の「学び」の視点から、他地域の市民によるまちづくり活動や文化伝承活動の事
例を豊富にご紹介いただき、心に残る話が聞けたと感じた人が多かった。

キャリアデザイン事業
キャリアデザイン講演会／寺子屋講座

寺子屋講座100回記念シンポジウム
実施日： 7 月 7日（日）13時 30分～ 16時 30分
場　所：市民会館　松竹梅の間（シンポジウム会場）
　　　　雪月桃の間（展示交流スペース）
参加費：無料
参加者： 65 人
展示交流スペースの出品者：19人

事業区分：委託事業（第 1部）、自主事業（第 2部）

時　間

13時 45 分～

14時 45 分

15 時～

16時 30 分

13 時 30 分～

16時 30 分

内　容

第１部：講演「市民の学びが拓くまちづくり」

講師：佐藤一子氏（法政大学キャリアデザイン学部教授）

第２部：寺子屋講師と参加者によるパネルディスカッション「寺子屋講座を語る」

パネリスト：沢野有希氏、大澤一秋氏、八木竜太郎氏、山之内克行氏、杉本洋子氏

講評：佐藤一子氏　司会：田尻美和子

展示・交流スペース
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　ほとんど全員が最後まで熱心に話を聞き、寺子屋をきっかけとした地域内でのつながりや一体感を感
じられる日となった。また、寺子屋講座に関わってきた市民やスタッフにとっては、野田における自ら
の活動の方向性に間違いがないことが確認でき、自信へとつなげることができた。なお、本シンポジウ
ムはこれまでの寺子屋講師経験者に案内を出したが、これによって、しばらく音沙汰の途絶えていた人
から近況が寄せられたり、「また講師をしたい」という希望もいただいた。展示スペースでは休憩時間を
中心に多くの人が見ており、当日の交流もさかんであった。非常に実りある節目の記念事業であったと
考えられる。
　会場運営面としては、趣ある市民会館で行われることに価値があるとする意見がある一方、椅子の不
足、会場内の暑さなど設備面に関する指摘が見られた。駐車場の混雑などもあった。参加者、関係者が
50人を超えるようなイベントをする場合、混雑への具体的な対策が必要となる。
　本シンポジウムの報告は、佐藤一子氏の講演は「2012 年度年報紀要」の紀要部分に「講演録」として掲
載した。またパネルディスカッションも含めた抄録は地域のタウン誌月刊「とも」（2013 年 8月号）に掲
載していただき、より多くの市民に知ってもらう機会となった。

　パネルディスカッションにおいても、市民のキャリアデ
ザインを支援する寺子屋講座のねらいの多くが達成できて
いることが実感される討論となった。例えば、講師にとっ
て、寺子屋の場が自らのキャリアの棚卸しとなっているこ
と、また講師・参加者双方にとって新しい発見があったり
次の活動につながっていること、懇談の時間が新たな交流
につながっていることなどが確認された。また、寺子屋も
含めた市民による地域活動における共通の課題として、参
加者層が限定的であることなどが挙げられ、会場で共有す
ることができた。

展示・交流スペース
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１．概要と目的
　「“言って気持ちのいい”“言われて気持ちのいい”コミュニケーション」を目標に 3回構成で開催し、日
頃のコミュニケーションの取り方を見直した。ワークシートによる自己分析や、グループワーク、ロー
ルプレイを通じて、適切な自己表現（アサーション）について参加者全員で考え、自分も相手も大切にす
る伝え方を学んだ。

２．内容 

３．振り返り
　アサーションという手法を用いた講座であったが、講義では身近な事例がとりあげられ、参加者には
わかりやすいと好評であった。講座中だけではなく休憩時間にも悩みを相談しあうなど、講座で取り上
げたことをさっそく実践しながら、参加者同士がコミュニケーションをとる様子がみられた。また、講
座タイトルを見てすぐに申しこんだという方や、このような講座を今後も開催してほしいという方が多
く、コミュニケーションへの関心の高さがうかがえた。今後も、市民の興味関心の高いテーマで開催で
きるように心がけたい。

《受講者の感想》
 ・大変勉強になりました。さっそく、言い方・話し方・伝え方を実践できました。豊かな人生を送りた
　いと思います。
 ・3回の講座を通じ、沢山のことを学ばせて頂きました。これからの人生、肩の力をぬいて自分らしく、
　生きていけそうです。

キャリアデザイン事業
キャリアデザイン連続講座

上手な自己表現を身につけよう！
講　師：坂巻美和子氏（株式会社社員教育研究室代表）
実施日：第 1回　1月 11日（土）
　　　　第 2回　1月 26日（日）
　　　　第 3回　2月 1日（土）
時　間：各回とも 13時～ 16時
場　所：市民会館　松竹梅の間
資料代：500円（全回分）
参加者： 第 1回 26 人、第 2回 21 人、第 3回 20 人
事業区分：委託事業

第 1回
第 2回
第 3回

月　　日
1月 11 日（土）
1月 26 日（日）
2月 1日（土）

内　　　　容
コミュニケーションと自己表現
率直に頼む時／きっぱりと断る時
ゆっくり変わろう！～一歩を踏み出す～
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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．振り返り
　5月の連休期間中には企画展の関連事業として、8月は小学生の夏休み期間に合わせて実施した。作
成前には、勾玉の素材や役割、歴史について説明を行い、当館で所蔵している本物の勾玉に触れる時間
を設け、学びにつながるよう工夫した。例年と比較して、参加者がやや少なかったが、家族連れや年配
の参加者もおり、出来た勾玉を互いに見せ合うなど、世代間で交流する機会となったようである。　

１．内容
　子どもと親に日本文化の神髄である茶道に触れるきっかけを提供するとともに、本格的な日本建築で
ある市民会館と松樹庵を体験してもらうことが目的である。松の間で基本の動作と心構えを学んだのち
二組に分かれ、入れ替えで一組は茶室で所作の説明を受けながら抹茶と茶菓子をいただき、もう一組は
松の間で茶碗に抹茶とお湯を入れ、茶筅でお茶をたてる体験を行った。

２．振り返り
　昨年度に比べ約半数の参加者数となったが、茶室での体験を考慮すればむしろ適度な人数であったと
も感じられた。親子での参加が多いため、体験中の子どもたちをそれぞれの親がサポートをする光景も
良く見られ、単なる子供向け講座ではなく、親子のコミュニケーションも期待して「親と子の茶道講座」
としている意義が果たされていると感じられた。

キャリアデザイン事業
子ども・親子対象の講座

古代のアクセサリー・勾玉をつくろう！
実施日：第 1回 5月 5日（日・祝）、第 2回 7月 29日（月）
　　　　第 3回 8月 1日（木）
時　間：各回とも 10時～ 12時
場　所：博物館前庭（第1回）、市民会館台所（第2回、第3回）
材料費：100円
参加者：第 1回 13人、第 2回 5人、第 3回 12人
事業区分：委託事業

親と子の茶道講座 ～飲もう！たてよう！お抹茶体験～
講　師：五十嵐宗玲氏（裏千家茶道教室指導者）
実施日：3月 22日（土）
時　間：13時 30分～ 15時
場　所：市民会館　松の間、松樹庵（茶室）
参加費：200円
参加者：10人
事業区分：委託事業
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１．内容と目的
　オープンサタデークラブは子どもたちの豊かな人間性や社会性を育み、国際社会に生きる日本人とし
ての下地を育む機会を地域社会全体でつくり出すことを目的に、平成 14年より市教育委員会が主催す
るものである。いけ花、日本舞踊のクラブを昨年度に引き続き実施した。18年度まで別会場で行われて
きたオープンサタデークラブの展示・発表会を、博物館・市民会館を利用して行った。

２．振り返り
　小学生に和風建築の佇まいの中で花を生ける、あるいは舞を習う以外にも、礼儀作法を学ぶ機会の提
供となっている。またクラブ終了後に博物館で展覧会を見てくれる子どもがいるのも喜ばしい。
　本年度は 20 年ぶりと言われる大雪のため、8日（土）、9日（日）に予定した発表の部（日舞と箏）がい
ずれも中止となってしまった。また、展示の部も雪の影響を受け、例年よりも来場者は少なかった。
　毎月のサタデークラブでは多くの保護者が送り迎えで来館するため、高齢者の来館が多い当館にとっ
て、本事業は子どもたちや子育て世代が来館する貴重な機会となっている。現在は会場提供がメインと
なっているが、参加者に向けた積極的な働きかけを行っていくことも検討していく必要があろう。

キャリアデザイン事業
小学生を対象とした共催事業

オープンサタデークラブ（いけ花、日本舞踊）
クラブフェスタ2014
オープンサタデークラブ
指　導：野田いけばな協会、野田日舞連盟
実施日：4月20日、5月18日、6月1日 *1、15日、7月6日、
 　　　　9月7日、9月21日、10月5日、11月2日 *2、16日、
　　　　12月7日、平成26年1月18日、2月1日、3月1日 
　　　　　（いずれも土） *1 いけ花のみ実施、 *2 日本舞踊のみ実施。
場　所：市民会館　雪月桃の間（いけ花）　松竹梅の間（日舞）
参加者：のべ 197人（いけ花）　のべ 139人（日舞）

クラブフェスタ2014
実施日：2月 7日（金）、8日（土）、9日（日）
場　所：（展示の部）市民会館全館
　　　　（発表の部 *3）降雪のため中止
入場者：のべ約 1,045 人 
*3 第20回ミュージアム・コンサートとして実施予定であったが、降雪のため中止した。
事業区分：共催事業
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１．概要と目的
　市教育委員会が 17年度より取り組んできた「キャリア教育実践プロジェクト　中学生の職場体験」へ
の協力として、体験の受入や見学（インタビュー）の受入を行った。博物館の職員の基本的な業務内容を
知り、体験してもらうことで、この仕事で働くことの意義について学んでもらうことが目的である。

２．内容

３．振り返り
　今年度は夏に 1校、冬に 1校の実施であり、いずれも充実したメニューで博物館業務の一通りを体
験することができた。特に、資料を取り扱う博物館特有の仕事や、チラシの発送など実務的な体験を通
して学べたことが良かった点である。さらに、社会人としての基本的な心構えや、広くキャリア選択の
参考となるようなアドバイスを行うようにした。特に、仕事をする上での、安全や衛生面への配慮、リ
スクマネジメント、チームワークなどは、館長の講義や作業指導の中で説明を行った。
　今後も、生徒、博物館資料ともに安全確保を十分に行いながら、質を維持していくよう努めたい。
 

キャリアデザイン事業

職場体験受入
期　間： 随時
件　数：2件 

事業区分：委託事業

月　日
6月19日（水）、
20日（木）、21日（金）
12月11日（水）、
12日（木）、13日（金）

内　　容
清掃作業、整理作業、資料撮影、
チラシ発送、仕事見学
来館者対応、清掃作業、整理作業、
資料撮影、仕事見学

学校名、学年
野田市立南部中学校 2年生

野田市立北部中学校 2年生

人数
6人

3人
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１．内容 
　大学の学芸員養成課程からの要請に応じて学生を受け入れた。資料整理や目録作成のほか、期間中に
開催される講座の準備や運営に関わってもらうなど、学芸業務の補助的な実習を行った。

２．振り返り
　例年行っている資料整理や収蔵庫の環境調査などの学芸業務の体験、勾玉作り体験教室や寺子屋講座
などの講座補助に加えて、今年度は開催中の市民の文化活動報告展の関連事業や、市の新規採用教職員
研修で来館した小中学校の教員のまち歩きにも同行した。また、教職員研修の際に教員に使いやすいパ
ンフレットのあり方について質問を行うなどして、教員に博物館を利用してもらうためのパンフレット
の制作を行った。学校との連携は博物館において重要なテーマであり、当館でも生活道具関係資料の整
理をすすめ、見学時には体験を行うなど重視している分野である。博物館と学校の連携構築に向けたプ
ロセスに携わることができたのは、実習生にとっても刺激になったと思われる。

キャリアデザイン事業

博物館実習受入
期　間：7月27日～8月4日まで、9月16日（日）の9日間
　　　   ※7月 30日（火）は休館、9月 16日（日）は台風のため中止
人　数：6人（跡見学園女子大学、江戸川大学、川村学園女子
　　　　大学、聖徳大学、法政大学 2）

事業区分：委託事業

月　日

7月 27 日（土）

7月 28 日（日）
7月 29 日（月）
7月 31 日（水）
8月 1日（木）
8月 2日（金）
8月 3日（土）
8月 4日（日）

10月 6日（日）

午　　後

勾玉講座準備

企画展見学、資料整理（古写真）
小中学校教員向けパンフレット制作
小中学校教員向けパンフレット制作
資料整理・解読（古文書）
小中学校教員向けパンフレット制作
ミュージアムグッズ製作
寺子屋講座スタッフ

寺子屋講座スタッフ

午　　前

ガイダンス、IPM関係講義と収蔵庫の
トラップ点検
樹木博士スタッフ
勾玉講座スタッフ
新規採用教職員研修同行
勾玉講座スタッフ
小中学校教員向けパンフレット制作
野草観察会スタッフ
「野田古文書仲間」と古文書目録作成
（富士色醤油関係古文書）
資料整理（市報掲載漫画原画）、
「野田古文書仲間」の活動に参加
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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世代を越えた市民交流が目的である。

２．演目
　（1）斉唱　「春春春」「だんだん畑」「雨だれ電車」　（2）合唱　「睡蓮」「白雲」「紅緒のかっこ」「里の小川」
　（3）ハーモニカ独奏　「僕等のお手本」「小鳥の歌」「銀の小笛」「つんつんつくしんぼ」「桃の咲く路」
　（4）斉唱　「つばめ」「こんこん小山の白狐」「おしゃれの仔狐」「鐘が鳴る」
　（5）みんなで歌いましょう「春春春」
　（6）フルート独奏　「里の祭」「雀とサクランボ」「麦笛」「日傘花傘」
　（7）斉唱　「赤いお馬車」「蝶々のお花見」「影法師」「鼠の祭」
　（8）斉唱　「世界の子供」「ゆりかごの歌」「野田はよいとこ」
　会場内でグラフィックデザイナー・本橋尚徳氏が各曲から着想を得て描いた童画 15点の展示を実施

３．振り返り 
　今年度は小学校からの出演が都合によりできず、プログラム数としては少なかったが、指揮役の秋葉
啓子氏や出演者のトークをはさみ、会場とも交流をしながらゆったりと進めることができた。特に今年
度は、山中直治の曲「ゆりかごの歌」の作詞者のご息女が会場にお越しくださり、飛び入りで歌っていた
だくなどの一幕もあった。高齢の来場者にとっては親しみやすい進め方であったかと思われる。
　コンサート事業全体に言えることだが、博物館でコンサートを行うことを好評価する声は今回も聞か
れた。またコンサート終了後、自身のグループで出演が出来ないか、という質問もあり、コンサートが、
出演者、来場者ともにニーズの高いイベントであることが分かる。
　長期的な課題として、メンバーの高齢化による活動の縮小が懸念されるため、会ともコミュニケーシ
ョンをはかりつつサポートの在り方を考えていきたい。また、コンサート当日の安全面への配慮も引き
続き気をつけていきたい。

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 8日（土）13時 30分～ 15時
場　所：博物館 1階展示室
出　演：山中直治を歌う会（35人）、
　　　　増田奈緒美氏（フルート）、米山圭子氏（ピアノ）、
　　　　間中直樹氏（ハーモニカ）
指　揮：秋葉啓子氏
来場者：60人
入場料：無料
事業区分：自主事業
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１．内容 
　市内のガイドボランティア団体「むらさきの里　野田ガイドの会」に委託をし、博物館・市民会館を中
心とした野田市内のガイドを行った。ガイド予約は博物館にて電話等で受け付けを行い、ガイドの会が
担当者などを手配している。また土・日・祝日にはガイドの会のメンバーが市民会館に駐在し、予約無
しの来館者を案内した。

*ガイドの会が直接予約を受けた人数も含む

２．振り返り
　野田市内の史跡・施設・自然をガイドする「むらさきの里　野田ガイドの会」は、野田中心市街地のま
ち歩きのみならず関宿地区や清水公園などのガイドも手がけている。またガイド料無料、人数も 1人か
ら可能とするほか、雨天時や高齢あるいは健康上の問題で長時間のまち歩きが困難な訪問者に対して
は、市内の見所の写真を取り込んだスライドショーを上映するなど、幅広いニーズに応えることで、野
田の散策を希望する市外からの訪問者やグループ、あるいは市民でまち歩きや施設見学をする者の好評
を得ている。
　来年 10 月にガイドの会が発足 10 周年を迎えることを記念して、市民の文化活動報告展を開催する
ことを計画している。平成 19年度に市民会館を拠点として以降、年平均 5,000 人を案内するなど充実
した活動を行っている同会が、これまで培ったノウハウや活動成果を十分に発揮できる展示になるよう
サポートを行っていきたい。

キャリアデザイン事業

市内ガイド事業
期　間 ： ①予約ガイド　随時
　　　　②駐在ガイド　土・日・祝

事業区分：自主事業

①予約ガイドの実績

②当館駐在中のガイド実績

128 団体 3,190 人 *
うち、市民会館を含むガイドコースの実績　95団体 2,223 人

土・日・祝日計 114 日間で 1,719 人
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１．概要と目的
　平成 21 年度に導入した博物館ボランティア事業を継続した。博物館の有人化によって、来館者のサ
ービス向上とするほか、博物館にとって有益な情報をボランティアの視点から収集すること、さらにボ
ランティアメンバー自身のキャリアデザインにつなげることも目的とする。

２．内容 
　メンバーが、開館時間のうち、9時～13時、13 時～17時の 4時間ずつの 2交代制、1人が週に 1～
2枠を担当している。展示室の受付（インフォメーションセンター）での来館者の対応をする中で、チラ
シやアンケートの配布、出版物の紹介、来館者とのコミュニケーションや解説を行う。月に 1回の連絡
会では、業務状況の確認のほか、展示切り替えに際しては説明会を実施している。また館外研修として、
江戸東京博物館におけるボランティア活動の視察と意見交換を行った。

３．振り返り 
　本年度 4月に、ボランティアを新たに募集して応募者 4名を採用、計 13 名で活動をした。この人数
によって、本事業開始以降、初めて博物館常時有人化のシフトが実現した。新たなメンバーには、初回
は先輩メンバーと一緒に展示室について、基本的な業務を理解していただくとともに、来館者対応に関
するロールプレイングを連絡会で実施して研修の機会とした。アンケートにはボランティアの親身な対
応を評価する声が大変多く、メンバー個々の努力やスキルアップが感じられる。
　江戸東京博物館での視察研修は良い刺激になったと思われる。博物館の規模の違いなどもあり、他館
の事例を当館にそのまま導入することはできないが、さまざまな例を見ながら当館のボランティア活動
の向上につなげていきたい。
　メンバーは常に積極的に連絡会や研修に参加してくれており、モチベーションが高いことが見てとれ
る。また自発的な講座への参加、事業へのコメント、口コミでの PRに博物館は負うところが大きい。
この活動水準を維持できるようサポートに努めたい。

キャリアデザイン事業

博物館ボランティア
期　間：随時
人　数：13人
業務日数：220.5 日（半日（4時間）を 0.5 日として計算）

事業区分：委託事業

62



１．内容と目的
　ミュージアム・コンサートは市民交流会の一つとして行われる。演奏者や音楽団体は市民の中から募
り、また入場料は無料とするなど、気軽に集まれる雰囲気を創出し、市民相互の、あるいは異なるコミ
ュニティの人同士のコミュニケーションを促進する目的がある。また博物館ギャラリーでの音楽演奏と
いう新しい文化の楽しみ方の創造にもつなげていく。
　第 19 回目の今回は、市内で演奏会のコーディネートをしている瀬川百合子氏からの紹介を受けて、
市内在住の相島百子氏、およびピアニストの小瀧俊治氏をお招きし、日本の名曲やオペラを演奏してい
ただいた。

２．演目
　(1) 夏の思い出　　　　　　　　　　　　　(2) 浜辺の歌
　(3) 野の羊             　　    　 　　　　　　(4) 小さな空
　(5) エリーゼのために　　　   　　　　　　(6) 小犬のワルツ　変ニ長調Op64-1
　(7) 私を泣かせてください（オペラ「リナルド」より）
　(8) 私が街を歩くと（オペラ「ラ・ボエーム」より） 

３．振り返り
　演奏会をコーディネートする活動をしている市民から、博物館として面識がない演奏家を紹介してい
ただくことができた。相島氏は、今回が地元野田での初めてのコンサートとのことで、応援に多くの方
がかけつけた。このような新たな連携や交流が行われることは、ミュージアム・コンサートの趣旨とも
合致し、大変喜ばしいことである。若手ピアニストの小瀧氏とともに、今後の活躍が期待される、実力
のある演奏家の一人である。
　プログラムには、当館のコンサートでは人気の「みんなで歌おう」を入れたところ、やはり積極的に歌
う来場者が多かった。
　会場の関係では、以前より、後方の席から出演者が見えにくいという要望を受けていたため、2階通
路にスクリーンをたて、リアルタイムで演奏の様子を映し出す「パブリックビューイング」を試験的に実
施した。おおむね想定通り上映できたが、マイクやデジタルカメラを使うと電波障害が起きるなど、や
や改善が必要である。機器や設定を見直しつつ、今後も機会があれば試みたい。

交流事業
ミュージアム・コンサート

爽やかな夏風にのせて… ～ソプラノとピアノで贈る和洋の名曲～
実施日：7月 6日（土）14時～ 15時
場　所：博物館１階展示室
出　演：相島百子氏（ソプラノ）、小瀧俊治氏（ピアノ）
入場料：無料
来場者：90人

事業区分：委託事業
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１．内容と目的
　第 21 回目の本コンサートでは、市民コレクション展「日本刀～後世に伝えたい美と心～」に関連し、
野田吟詠同好会の協力のもと、詩吟のコンサートを実施した。野田吟詠同好会（流派：吟道館流）は、野
田市内の詩吟の会の中では最も大きな団体で、市内 12の教室に会員約 110 名が所属して詩吟を学んで
いる。刀剣コレクターの中には詩吟をたしなむ人も多く、また吟ずる詩の中に日本刀にちなんだものも
あるなど、両者の親和性は高い。本コンサートでは、同会による演目構成にもとづき、会員が市内の各
教室ごとに出演し、日本刀をテーマにした漢詩、初春情景を表した和歌などを吟じた。

２．演目
　(1) 日本刀　　 (2) 日本刀を詠ず
　　～構成吟　雪月花～
　(3) 雪の章「小倉百人一首　田子の浦に」「小倉百人一首　君がため（光孝天皇）」「冬夜読書」「雪夜友情」
　(4) 月の章「小倉百人一首　天の原」「小倉百人一首　月みれば」「月」「山中の月」
　(5) 花の章「小倉百人一首　久かたの」「小倉百人一首　いにしえの」「水仙花」「四君子」

３．振り返り 
　野田吟詠同好会の男性全員、女性全員、あるいは教室ごとに吟ずる「合吟」の形式でほとんどすべての
演目を行ったため、出演者が非常に多く、皆それぞれに日頃の練習成果を発揮することができた。ミュ
ージアム・コンサートに多くの人が関わるという意味では良かったが、一般来場者が比率としては少な
かったのは改善の余地がある。刀剣展のチラシにも大きく掲載したが、あまり効果はなかったようであ
る。なじみのない伝統芸能を、博物館で楽しんでいただくという視点でのＰＲを検討したい。
　出演者の比率の方が多かったためスムーズな入退場のための移動タイミングや合図などには工夫を
し、大きな混乱なく終了することができた。
　同会は日頃より発表会の経験が豊富なため、演目の作成やアナウンスなどは会ですべて進めていただ
いた。ただし詩吟になじみのない人のための説明や、アンケート回収のアナウンスなど、博物館として
補足アナウンスが必要であったかと思われる。今後改善していきたい。

※交流事業として予定をしていた観月会（9月16日（月・祝）、申込者：123人）は台風のため中止とした。 

交流事業
ミュージアム・コンサート

詩吟で味わう日本の美と心
実施日：3月 1日（土）14時～15時
場　所：博物館 1階展示室
出演者：野田吟詠同好会（65人）
入場料：無料
来場者：80人

事業区分：委託事業
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１．概要と目的
　小学校との連携の取り組みの一環として、課外授業で博物館見学を希望する学校に対して、博物館・
市民会館の館内解説、館外施設の解説、火起こし等の体験学習の指導などを行った。
　小学校による博物館の利用は、6年生の社会科での歴史学習の導入や、3年生の昔のくらしの単元で
の利用を希望する学校が多い。希望する学校に対しては担当教員と学芸員が事前に打ち合わせを行い、
解説や体験学習の内容提案を行った。中でも実物資料のハンズオンや、築約 90 年の和風建築の体験な
ど、学校の教室では行えない内容を盛り込むことを意識した。

２．内容
見学会

交流事業
学校との連携

学校見学対応、出張授業
期　間：随時
件　数：見学会 11件、出張授業 1件

事業区分：委託事業

月　日
4月 25 日（木）

7月 22 日（月）

9月 13 日（金）
10月 9日（水）
1月 22 日（水）

1月 30 日（木）、
31日（金）

1月 30 日（木）
2月 7 日（金）

2月 24 日（月）

2月 27 日（木）

内　　容
火起こし、施設見学（博）、
ワークショップ
施設見学（博・市）

施設見学（博・市）
施設見学（博・市）
施設見学（博・市）、
昔のくらしの道具解説・体験
施設見学（博・市）、
昔のくらし道具解説・体験
施設見学（博・市）
施設見学（博）、
昔のくらしの道具解説・体験
昔の農具解説、
くらしの道具解説・体験
施設見学（博・市）、
昔のくらしの道具解説・体験

学校名、学年
野田市立東部小学校 6年生

野田市立中央小学校
夏休み学び教室 1～ 6年生
野田市立関宿小学校 3年生
野田市立中央小学校 2年生
野田市立宮崎小学校 3年生

野田市立南部小学校 3年生

船橋市立三咲小学校 4年生
野田市立二川小学校 3年生

野田市立二ツ塚小学校 3年生

野田市立福田第一小学校 3年生

人数
72人

90 人

21 人
40 人
90 人

計 128 人

133 人
76 人

60 人

16 人
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出張授業

３．振り返り
　20 年度より開催している企画展「野田に生きた人々　その生活と文化」シリーズは小学校高学年の歴
史授業を意識したものであり、今年度も4月～6月にかけて開催された。また、小学校3年生は冬に「昔
のくらし」について学習することが多く、その単元での利用がほとんどであった。市民会館の氷式冷蔵
庫や五右衛門風呂の見学とあわせて、電話機やアイロンなど昭和 30年代頃までの生活道具を市民会館
の和室に並べ、形の変遷や使い方について学芸員が解説を行った。また、今年度より学芸員が和装をし
たうえで解説を行う試みも開始した。
　「なつかしの道具探究会」による昔のくらしの道具解説も昨年に引き続き実施した。また、今年度は火
鉢と火熨斗を使って、子どもたちにハンカチや布のシワ伸ばしをしてもらう等、道具を実際に使用する
体験も開始した。火熨斗を使用した経験があり、かつ資料の扱いに慣れた探究会が解説やサポートを行
い、子どもたちや教員からも好評を得ることができた。
　小学校学習指導要領の社会では、「地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年表にま
とめたりして調べ，人々の生活の変化や人々の願い，地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや
苦心を考えるようにする。」とあり、その具体的な内容について、「古くから残る暮らしにかかわる道具，
それらを使っていたころの暮らしの様子」とあるため、これらと合致する昔のくらしの道具は学校側か
らの要望も多い。今年度は見学件数が 4件増加するなど、当館の取り組みは学校側からも着実に認知さ
れつつあると考えられる。一方、今後の課題としては、見学数が増加した場合、対応可能な人員や資料
のキャパシティと向き合いつつ、いかに対応の質を維持、向上していくかという点が挙げられる。

月　日
3月 5日（水）

内　　容
施設見学（博・市）、
昔のくらしの道具解説・体験

学校名、学年
野田市立福田第二小学校 3年生

人数
11人

月　日
1月 17 日（金）

内　　容
昔のくらしの道具解説・体験

学校名、学年
野田市立関宿中央小学校 3年生

人数
81人

ワークショップ（東部小学校 6年生） 市民会館 台所の見学（福田第一小学校 3年生）
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１．概要と目的
　野田市茶道協会の提案で、市民会館と茶室「松樹庵」を活用した茶会を 20 年度より実施している。地
元の歴史ある茶室と、野田で茶道を通じた文化活動が活発に行われていることのアピールをしたいとい
う野田市茶道協会の意向は、当館の施設利用促進や市民交流の目的とも合致しており、同会が茶会の準
備および全般の進行を担い、当館が施設や備品の提供、PR をするという役割分担を行っている。お抹
茶と茶菓子が本格的な作法で振る舞われるが、茶道の経験の有無にかかわらず、誰でも席入りできるよ
う心懸けている。

２．振り返り
　興味ある来場者に対しては茶室「松樹庵」で定期的に行われている茶席として定着しており、次回の開
催時期をたずねる問い合わせがある。しかし、全体的に見て本年度は来場者数が少なく、完売となった
第 14回以外は定員の約半数にとどまった。
　呈茶席の参加者は午前中に多く来場するという傾向にある。先着のイベントということもあり、事前
に問い合わせをするなどの熱心な参加者はチケットが残っているであろう午前中に参加するためであ
る。午後は呈茶席を目的とした来館者は少なくなり、博物館や市民会館の見学者がどれだけ参加したか
によって差が出ている。
　運営面では茶道協会側も博物館側も慣れてきており、最小限のスタッフ数で運営できるようになって
いる。定期的なファンがいる一方で、茶室の利用率向上にはなかなか結びついていないが、これは呈茶
席だけに頼るのではなく、貸出道具の周知など他の方法と合わせて長期的に取り組んでいく課題であろ
う。

利用者へのサービス事業

呈茶席
協　力：野田市茶道協会
実施日：第 1回　6月 9日（日）10時～ 15時
　　　　第 2回　11月 24日（日）10時～ 15時
　　　　第 3回　3月 2日（日）10時～ 15時
場　所：市民会館　松樹庵（茶室）
参加費： 300 円
参加者：第 1回 42人、第 2回 70人、第 3回 33人
事業区分：委託事業
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ホームページの運営

4 月にホームページの全面的なリニューアルを実施した。
展覧会、各種イベントに際し随時情報を更新した（URL　http://www.noda-muse.or.jp）。

《分析と振り返り》
　平成25年度のホームページのセッション*1は、月平均1,361セッション。7月、10月、1月、3月が、
他の月に比べてセッションが集中している。いずれも寺子屋と展覧会（特別展／企画展）ページがアクセ
スを集めていたことに加えて、10 月は、「竜王戦開催のお知らせ」と「寺子屋　季節のテーブルコーディ
ネート 2」、3月は、学芸員紹介ページ、利用案内がアクセスを集めていた。
　リニューアルした効果として次のようなことがあげられる。利用者別の説明ページを設置した事に
よって、利用者の利便性向上に繋がった。特に「利用者様別案内／番組取材、ロケハンの方へ」を新設し
たことにより番組取材等の依頼が増えている。
　利用者にとって当館をより身近に感じてもらうために新設した「館長あいさつ」や「学芸員紹介」などの
コンテンツも上位表示コンテンツに入っている。また、問い合わせフォームを設置したことにより、講
座申込や刊行物の購入等を中心に、問い合わせの数が増えている。
　サイトを運営していく過程で、ページ構成など見直しの必要な箇所もでてきている。次年度は、ユー
ザー数を増やし、より広く当館を知ってもらい利用してもらえるように修正を進めていきたい。

※サイトリニューアルの都合上、平成 25 年 4 月 1 日より、アクセス解析のソフトがwebalizer から
GoogleAnalytics に変更となった。アクセス解析の指標の数字が昨年度までと比べて小さくなっている
が、これはソフトの計測方法の違いによるものである。
　*1  セッション：ユーザーがサイトに訪れた回数。30分以内の同一ユーザーの再訪問はカウントされない。

平成 25年度　博物館ホームページ　アクセス解析

　*2  ページビュー：ページが表示された回数。
　*3  ユーザー：指定した集計期間において、サイトへの訪問した人数から重複を除いた人数。

宣伝・広報事業
事業区分：委託事業　

セッション

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

1296
1211
1324
1450
1186
1374
1458
1289
1294
1531
1346
1584
16343

ページビュー*2

4269
3829
4146
4594
3666
4168
3998
4501
4371
4276
3872
4624
50314

861
785
818
901
841
1005
1005
884
824
1025
932
1070
10951

ユーザー*3

訪問者数 1296 1211 1324 1450 1186 1374 1458 1289 1294 1531 1346 1584
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タウン誌・一般紙への情報提供

市定例記者会見への情報提供（5回）のほか、市報、タウン誌等に定期的な情報提供を行った。また、新
聞・テレビ・雑誌の各種取材に協力をした。

○新聞掲載
　　日付　        掲載紙 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材対象

○地上波放映
　　日付　        放送局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材対象

○ケーブルテレビ放映
　　日付　        放送局 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材対象

ポスター・チラシの配布

5月3日

6月15日

8月16日

11月8日

11月29日

12月14日

12月18日

1月21日

3月17日

3月17日

9月1日

8月上旬
8月10日

「最後の樽職人」技の遺産

醤油の町支えた樽職人

野田の自然　変遷を紹介 

絵馬 55点紹介　野田で特別展

野田で絵馬展　庶民の願いが込め
られた「本音」
絵馬の魅力紹介　野田、4 テーマ
に分け特別展
願い込めた絵馬展示　江戸や昭和
の 55枚
干支にちなみ「絵馬展」　古来の願い
感じる55枚一堂に　野田市郷土博
市民の愛刀と刀装具を展示
野田市郷土博物館
日本刀の魅力後世に　野田市郷土
博物館　伝統の技紹介　市民コレ
クション展

百年名家

歴史百景
週末Doする生テレビ

朝日新聞

東京新聞

千葉日報

読売新聞

産経新聞

東京新聞

朝日新聞

千葉日報

東京新聞

千葉日報

BS朝日

J:COM
J:COM

企画展「野田に生きた人々　その生活
と文化2013」
企画展「野田に生きた人々　その生活
と文化2013」
企画展「知ろう！見つけよう！野田の
自然　いま・むかし」
特別展「野田の絵馬～ならわし、なり
わい、わざわい、たすけあい～」
特別展「野田の絵馬～ならわし、なり
わい、わざわい、たすけあい～」
特別展「野田の絵馬～ならわし、なり
わい、わざわい、たすけあい～」
特別展「野田の絵馬～ならわし、なり
わい、わざわい、たすけあい～」
特別展「野田の絵馬～ならわし、なり
わい、わざわい、たすけあい～」
企画展「日本刀～後世に伝えたい美と
心～」
企画展「日本刀～後世に伝えたい美と
心～」

野田市市民会館

野田市郷土博物館・市民会館
野田市郷土博物館・市民会館

イベント名
企画展「野田に生きた人々　その生活と文化　2013」
市民の文化活動報告展「知ろう！見つけよう！
　　　　　　　　　　　　　　野田の自然　いま・むかし」

ポスター
A3　100部
A2　300部

　　　チラシ
A4片面　 2,000部
A4両面　 8,000部

69



図録の作成、出版
○特別展 『野田の絵馬～ならわし、なりわい、
　わざわい、たすけあい～』
体　裁：A4判
頁　数：88頁
価　格：700 円
部　数：1,000 部

年報紀要の作成、出版
○野田市郷土博物館　市民会館
　年報・紀要　第５号　2011 年度
体　裁：A4判
頁　数：144 頁
価　格：720 円 （平成 25年度時点は 700 円）
部　数：700 部

出版事業
事業区分：委託事業　

特別展「野田の絵馬～ならわし、なりわい、わざわい、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たすけあい～」
市民コレクション展「日本刀～後世に伝えたい美と心～」
特別展関連イベント「世界にひとつだけの “どうぶつ絵馬”
　をつくろう！」
キャリアデザイン連続講座
呈茶席　6月、11月、3月
第19回ミュージアム・コンサート
　　　　　　　　　　　「爽やかな夏風 にのせて…」

第21回ミュージアム・コンサート
　　　　　　　　　　　「詩吟で味わう日本の美と心」

親と子の茶道講座「飲もう！たてよう！お抹茶体験」
寺子屋講座　4月―6月
寺子屋講座　7月―9月
寺子屋講座　10月―12月
寺子屋講座　1月―3月
寺子屋講座100回記念シンポジウム
山中直治コンサート

A2　300部

A2　200部
―

A3　100部
A3　100部
A3　100部

A3　100部

A3　100部
A3　100部
A3　100部
A3　100部
A3　100部
A3　100部
A3　100部

A4両面　12,000部

A4両面　 6,000部
A4片面　 2,500部

A4両面 　1,000部
A4片面 　1,000部
A4片面 　1,500部

A4片面 　1,500部

A4片面　 1,000部
A4片面　 2,000部
A4片面　 2,000部
A4片面　 2,000部
A4片面　 2,000部
A4両面 　1,500部
A4片面 　1,500部
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