
１．概要と目的
　野田の農業の歴史や、昔の農具について学ぶほか、農業に従事する方々の体験談を聞き、地域理解を
図る。また、博物館所蔵の農具資料を使用した体験を行う。
　前半 2回は、博物館が所蔵する農具資料の概要を学んだほか、兼業農家の生活や市民農園の取り組
みなど、農業に携わる方々のお話を伺った。後半 2回は、唐箕や箕を使った籾殻と玄米の風選作業や、
莚織り機やわらぞうり編みなどを体験した。

２．内容 

３．振り返り
　本講座は、当初 6月から 7月にかけて「使ってみよう　昔の農具」（全 5回）として実施予定だったが、
申込者少数のため延期することとし、講座内容や広報手段の見直しを行い上記のとおり実施した。
　参加動機は自宅で行っている菜園の参考とするためや、農具に興味があるなど様々であった。知識と
して農具を知っていても、実際に使ったことはないという参加者も多く、籾の風選やわらぞうり編みな
どが体験できたことは好評であった。
　講座終了時に自主調査研究グループとして活動を継続して行うことを呼びかけた。当初は想定してい
たグループとしての人数に達しなかったため結成を見送ったが、指定管理者選定委員会の指導もあり、
再度の呼びかけを行い、活動の継続を希望した 3名で今後の活動内容に関する話し合いの場を持った。
今後は自主調査研究グループとして活動を行っていくこととなった。

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

やってみよう　昔の農業体験
※日程は２．内容に掲載　　時間：10時～ 12時
講　師：柏女弘道（当館学芸員） 
場　所：市民会館　松竹梅の間 
参加者：第 1回 11人、第 2回 10人、第 3回 10人
　　　　第 4回 7人

事業区分：委託事業

第 1回
第 2回
第 3回
第 4回

月　　日
10月 31 日（土）
11月 14 日（土）
11月 28 日（土）
12月 12 日（土）

内　　　　容
講義　昔の農具について知ろう
講義　農業に携わる人たちの話を聞こう
実習１　稲作の道具を使ってみよう
実習２　わら仕事の道具を使ってみよう
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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
の市民の自主調査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、自主調査研
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「なつかしの道具探究会」の活動履歴
　平成 23年度に結成された「なつかしの道具探究会」は 3年間のサポート期間を終えたものの、今年度
の市民の文化活動報告展「おばあちゃん、おじいちゃん　これ、な～に？」での展示開催が決定したため、
展示開始 1年前より学芸員が指導および助言を行いつつ、3年間の活動成果をまとめる形で展示準備を
進めた。展示会期終了後は、自主的な会としての活動へ移行した。

３．展望と課題
　昨年度をもって全ての自主調査研究グループが自主的な活動に移行したため、今年度末に結成された
農具に関するグループのサポートを行っていくことが当面の方針である。具体的な活動内容の検討を行
っていきたい。

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て
いる。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、テーマについて講義していただく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（約 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121回
芸道
講　師　　平井忠氏（（社）日本山岳協会参与）
4月 5日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　22人

「山を愉しむ～生きがいの創造～」

第121回
仕事人
講　師　　上口清彦氏（野田エコライフ推進の会・監事／環境カウンセラー）
4月 19日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　12人

「キレイ事では“澄”まない水のリサイクル～家庭にエコライフを～」

第122回
仕事人
講　師　　飯島弘子氏（コミュニティカフェ蔵楽　主宰）
5月 3日（日） コミュニティカフェ蔵楽 参加者　10人

「農と食とくらしのネットワーク～コミュニティカフェから生きがい作り！～」

第122回
芸道
講　師　　中村富隆氏（元農林水産省勤務）
5月 17日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　16人

「食品史入門～知られざる食べ物のルーツに迫る～」

第123回
仕事人
講　師　　岡安誠人氏（株式会社愛宕自動車 代表取締役）
6月 7日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　11人

「健やかなカーライフを支える仕事～車屋家業四十年～」
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第123回
芸道
講　師　　大熊佐智子氏（野田市教育委員会社会教育課学芸員）
6月 21日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　37人

「野田に海があった頃～縄文時代の貝塚と人々の生活～」

第125回
仕事人
講　師　　髙橋裕子氏（若草会主宰／江戸川病院音楽療法士）
8月 2日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　22人

「音楽と医学のハーモニー～音楽療法士のお仕事～」

第125回
芸道
講　師　　小山翔氏（昆虫愛好家）
8月 16日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　20人

「虫と遊ぼう！～昆虫とのたのしい付き合い方～」

第126回
仕事人
講　師　　互誉氏、白島広大氏（株式会社トータルサポート・ノダ　介護福祉士）
9月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　13人

「介護を真剣に考える～心からのやさしいケア～」

第126回
芸道
講　師　　千葉県生涯大学校社会専攻課程平成 25年度卒業テーマ調査チーム
9月 20日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　28人

「日光東往還（関宿通多功道）を訪ねて～陸運（人・馬）と水運（舟）との関わり～」

第127回
仕事人
講　師　　知本美奈子氏（点訳の会　代表）
10月 4日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　13人

「点訳が広げる情報のバリアフリー～6つの“点”で視覚障がい者に言葉を届ける～」

第127回
芸道
講　師　　井上拓巳氏（さいたま市大宮盆栽美術館職員）
10月 18日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　14人

「生きた芸術「盆栽」～その歴史と楽しみ方～」

第128回
芸道
講　師　　横山千晶氏（鵜渡川原人形伝承の会会長）
11月 1日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　17人

「次世代に残す民衆的工藝～鵜渡川原人形の絵付け実演を通して～」

第128回
仕事人
講　師　　上田誠氏（文化財修復技師）
11月 15日（日） 市民会館　竹梅の間 参加者　29人

「文化財修復の現場から」

第124回
芸道
講　師　　引田園子氏　ほか（くもきり草の会）
7月 5日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　10人

「身近な雑木林の豊かさを次の時代に残す試み～野生植物保護活動20年の歩みから～」

第124回
仕事人
講　師　　石原典武氏（野田市南部第 2地区社会福祉協議会会長 /小説「いのちの領分」著者）
7月 19日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　15人

「認知症共存社会をめざして ～早期発見から居場所づくりまで～」
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第129回
仕事人
講　師　　小島幸江氏（プロフェッショナル心理カウンセラー）
12月 20日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　22人

「「メンタルトレーニング」って何だろう？～自分らしく生きる為の心の作り方～」

第130回
仕事人
講　師　　劉勝彦氏（伝承素材開発研究所所長／薬剤師）
1月 17日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　14人

「身近な食材による漢方薬膳～健康の一助として～」

第129回
芸道
講　師　　大瀬由生子氏、川浦智子氏（料理研究家ユニット　Vege.f）

12月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　31人

「“飲む点滴”甘酒の発酵パワー～良薬は口に甘し！？～」

第131回
仕事人
講　師　　水島卓磨氏（株式会社GIS 関東／測量士）
2月 7日（日） 市民会館　雪月桃の間 参加者　13人

「暮らしを支える地理情報システム」

第131回
芸道
講　師　　長島宏子氏（野田文化研究会副理事長）、岡しげ氏（紙芝居グループ・のっこ）
2月 7日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　11人

「楽しんでますか？文化は夢をひろげます～大人から子どもまで楽しめる紙芝居の実演から～」

第132回
芸道
講　師　　巻島千明氏（久喜市教育委員会文化財保護課学芸員）
3月 6日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　19人

「日光道中栗橋宿と関所」

第132回
仕事人
講　師　　八田達弥氏（能楽師　シテ方観世流／重要無形文化財（総合指定）保持者）
3月 20日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　16人

「能楽師、震災復興に挑む～伝統芸能は巨大災害に対して何が出来るのか？～」

３．振り返り
　例年どおりの多彩な講座内容となったが、介護福祉士や心理カウンセラー等の医療・福祉に関わる方
に講師を務めていただいた講座が比較的多かった点が特徴的である。福祉の問題がクローズアップされ
ることが多い世相を反映してか、これらの講座は参加者も多く、ニーズのあるテーマであることが分か
る。また、本年度は、20代から 30 代の比較的若い世代の方が講師を務めた講座も多かった。講座参加
者は年齢層が高い方が多く、講師と参加者が講座を通して世代間交流を行うことができたようである。
　参加者総数としては例年並みであった。本年度も大学の授業の一環として多くの学生が参加した。学
生が他の参加者と交流する姿も見受けられたことは喜ばしい。スタッフは例年どおり、3～ 4人で、比
較的安定した運営ができていたと感じている。

第130回
芸道
講　師　　須田敏男氏（歌謡史研究家）
1月 17日（日） 市民会館　松竹梅の間 参加者　13人

「昭和歌謡史パート5　1970～1979　～「圭子の夢は夜ひらく」から「おもいで酒」～」

協　力　　発醸文化メガロポリス推進活動プロジェクト
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第 122回芸道
「食品史入門～知られざる食べ物のルーツに迫る～」

　第 123回仕事人「健やかなカーライフを支える仕事
～車屋家業四十年～」

第 124回仕事人「認知症共存社会をめざして
～早期発見から居場所づくりまで～」

第 121回仕事人「キレイ事では “澄” まない
水のリサイクル～家庭にエコライフを～」

第 122回仕事人「農と食とくらしのネットワーク
～コミュニティカフェから生きがい作り！～」

第 124回芸道「身近な雑木林の豊かさを
次の時代に残す試み

～野生植物保護活動 20年の歩みから～」

第 125回芸道
「虫と遊ぼう！～昆虫とのたのしい付き合い方～」

 第 125回仕事人
「音楽と医学のハーモニー～音楽療法士のお仕事～」
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第 127回芸道
「生きた芸術「盆栽」～その歴史と楽しみ方～」

 第 128回芸道「次世代に残す民衆的工藝
～鵜渡川原人形の絵付け実演を通して～」

第 128回仕事人
「文化財修復の現場から」

第 126回芸道「日光東往還（関宿通多功道）を訪ねて
～陸運（人・馬）と水運（舟）との関わり～」

第 127回仕事人「点訳が広げる情報のバリアフリー
～ 6つの “点” で視覚障がい者に言葉を届ける～」

第 126回仕事人
「介護を真剣に考える～心からのやさしいケア～」

第 129回仕事人「「メンタルトレーニング」って
何だろう？～自分らしく生きる為の心の作り方～」

 第 129回芸道「“飲む点滴” 甘酒の発酵パワー
～良薬は口に甘し！？～」
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第 131回芸道「楽しんでますか？文化は夢をひろげます
～大人から子どもまで楽しめる紙芝居の実演から～」

 第 132回芸道
「日光道中栗橋宿と関所」

第 130回芸道「昭和歌謡史パート5　1970～1979
～「圭子の夢は夜ひらく」から「おもいで酒」～」

第 131回仕事人
「暮らしを支える地理情報システム」

第 130回仕事人
「身近な食材による漢方薬膳～健康の一助として～」
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１．概要と目的
　毎日のストレスをその日のうちに解決するにはどうしたらよいか、自分たちが暮らしの中でできる
「自己管理」について理解を深めていくことを目的に、3回構成で開催した。参加者同士が自分たちの体
験を共有しながら、上手なストレスとの付き合い方について学んだ。

２．内容 

３．振り返り
　今回は、当日の欠席者等のため例年と比べて少ない参加者となったが、日常生活の中で抱えているス
トレスやその対処法について、和やかな雰囲気の中で意見交換が行われた。20代から 70代まで幅広い
世代の男女が参加し、年代特有のストレスについて話が及ぶ等、世代間コミュニケーションの機会にも
なっていた。参加者それぞれの経験をもとに講座が進められるなど、積極的に関わっている様子が見ら
れた。

《受講者の感想》
・講座は楽しく、ストレスだけでなく、自分自身についても気付きがあり、とても勉強になりました。
・日常生活の中での出来事が具体的に話せてよかったです。

キャリアデザイン事業
キャリアデザイン連続講座

日常生活のストレスとどう向き合うか～暮らしの中のメンタルヘルス～

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　3月 5日（土）
　　　　第 2回　3月 19日（土）
　　　　第 3回　3月 27日（日）
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 13人、第 2回 8人、第 3回 8人
事業区分：委託事業

第 1回
第 2回
第 3回

月　　日
3月 5日（土）
3月 19 日（土）
3月 27 日（日）

内　　　　容
ストレスって？～いつもと違う自分に気づく～
ストレスと上手に付き合う
メンタルヘルスとコミュニケーション
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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
は勾玉について説明を行い、当館所蔵の本物の勾玉に触れる時間を設けた。8月は、昨年に続き、市内
の近隣小学校 4校全児童にチラシ配布を行い、定員を超える申し込みがあった。一度に受け入れること
ができる人数には限りがあるため、開催回数の増加等も視野に入れて検討を行っていくべきであろう。

１．内容
　子どもと保護者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。参加者を 2グループに分け、掛軸の見
方やお菓子の取り方、茶碗の取扱いなど基本的な動作を学んだ後、茶筅を使って抹茶をたてる体験と、
茶室「松樹庵」で茶席の作法の説明を受けながら、茶菓子と抹茶をいただく体験を交替で行った。

２．振り返り
　市民会館に初めて来たという親子も多く、松樹庵での茶道体験も新鮮であったようで好評であった。昨
年近隣小学校4校の全児童に行きわたるようにチラシを配布し、定員を超えた申し込みがあったため、今
年度は午前と午後の2回開催とした。参加者総数は昨年とほぼ同じであったが、午前と午後の2回に分け
たため、落ち着いて講座を行うことができた。

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（火・祝）、第 2回　8月 3日（月）
　　　　第 3回　8月 6日（木）　
時　間：各回とも 10時～ 12時
場　所：博物館前庭
材料費：100円
参加者：第 1回 5人、第 2回 39人、第 3回 39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：河面宗正氏（裏千家茶道教室指導者）
実施日：3月 21日（月・祝）
時　間：10時～ 11時 30分、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：午前の部　16人（大人 5、子ども 11）
　　　　午後の部　18人（大人 7、子ども 11）
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。
　クラブフェスタでは、本年度は初めてハワイアンフラの発表会場ともなり、華やかな衣裳が会場を彩
った。また、日本舞踊の発表や子ども達の作品を見学する家族連れで会場が賑わっていた。
　毎月のサタデークラブでは多くの保護者が送り迎えのために来館するため、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。また、各クラブを指
導する方々の中には博物館事業で講師を務めた方もおり、今後も単なる会場貸しに終わらない連携構築
の機会と捉えていきたい。

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2016
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18日、5月2日*1、16日、6月6日、20日*2、7月4日、
　　　　9月5日、19日、10月3日、17日、11月7日、21日、
　　　　12月5日、1月16日、2月6日、3月5日（いずれも土） 
　　　　*1日本舞踊のみ実施　*2 いけ花のみ実施。
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 199人（いけ花）　のべ 208人（日舞）

クラブフェスタ2016
実施日：2月 19日（金）、20日（土）、21日（日）
場　所：（展示の部）市民会館全館
　　　　19日　　　　6クラブによる展示
　　　　20日、21日　7クラブによる展示
　　　　（発表の部 *3）博物館 1階展示室
　　　　20日 10時 30分～ 11時 10分　日本舞踊
　　　　　　　　　　　　　　11 時 15分～ 11時 30分　ハワイアンフラ
入場者：のべ約 1,776 人 
*3 第26回ミュージアム・コンサートとして実施
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
　昨年度は 1校しか希望校が無かったが、今年は 2校に増加した。野田市立第二中学校の受け入れの際
は、博物館業務の一通りの体験に加え、展示パネルのデザインと製作という、新しい仕事も実施した。
これは製作の時期と職場体験の時期が重なったことと、体験生が 1名のみで、かつパソコンスキルが
高かったことで実施できたものであるが、展示に関する仕事はこれまでの職場体験で扱う機会が少なか
ったため、細かい掲示物の製作等は、今後の職場体験でも採り入れていくことが可能かもしれない。
　また、体験生の博物館への関心の薄さも課題となっていたが、今年度は将来学芸員を志望する体験生
もおり、博物館への関心が高かった。ただし、「学芸員」という職業自体が中学生にとって一般的でない
のはやむを得ないことであり、そうした生徒に職場体験を通じて「学芸員」という仕事を知ってもらい、
将来の選択の幅を広げてもらうことも職場体験の重要な意義と考えられるため、与えられた仕事を淡々
とこなすのみの職場体験にならないよう、留意する必要がある。

 

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17日（水）、
18日（木）、19日（金）
7月1日（水）、2日（木）

内　　容
ミュージアムグッズの検討、資料撮影、
展示パネル作り、庭園の清掃等
ミュージアムグッズの検討、常設展資
料撮影、本棚の清掃等

学校名、学年
野田市立第二中学校 2年生

野田市立南部中学校 2年生

人数
1人

5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
などの講座補助を行った。当館では、博物館実習のために特別なプログラムを組むというよりも、学芸
員が日常的に行っている業務を一緒に行うことを重視している。
　本年度も昨年に引き続き資料を取り扱う業務が多く、古文書、神札、民具資料など様々な資料を扱っ
た。いかなる博物館においても、収蔵する資料の取扱いは学芸員として不可欠な基本業務であり、今後
も実習の中に積極的に取り入れていきたい。一方で、ミュージアムグッズの検討やホームページ用原稿
の作成などを行い、実習内容が偏らないように考慮した。

キャリアデザイン事業

博物館実習受入
期　間：8月1日（土）～9日（日）、9月23日（水・祝）の9日間
　　　   ※8月 4日（火）は休館
人　数：3人（江戸川大学・筑波大学・立正大学）

事業区分：委託事業

月　日

8月 1日（土）

8月 2日（日）
8月 3日（月）
8月 5日（水）
8月 6日（木）
8月 7日（金）
8月 8日（土）
8月 9日（日）
9月23日（水・祝）

午　　後

勾玉講座準備

寺子屋講座スタッフ
資料整理（古文書）
資料整理（古文書）
ホームページ用原稿作成
資料クリーニング・整理（神札）
資料計測・撮影（民具）
資料整理・撮影（神札）
観月会スタッフ

午　　前

ガイダンス、IPM関係実習（トラップ
点検・記録）
勾玉講座準備、本館収蔵庫整理
勾玉講座スタッフ
ミュージアムグッズ検討
勾玉講座スタッフ
資料クリーニング・整理（神札）
資料整理（古文書）
資料整理・撮影（神札）
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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。本コンサートは当法人が主催をし、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」「椿」「お獅子の踊り」「佐義長（どんど）」　（2）斉唱　「おしゃれの仔狐」「小鳥の夢」
　（3）斉唱　「紅緒のかっこ」「雁」「睡蓮」　　　　　　　　　　（4）斉唱　「椿」「ゆりかごの歌」　
　（5）斉唱　「里の小川」「里の祭」「ゆりかごの歌」
　（6）ハーモニカ独奏　「赤いお馬車」「金の舟」「山の湖」「左義長（どんど）」
　（7）斉唱　「赤いお馬車」「江戸川」「影法師」
　（8）特別企画　杉山長谷夫作曲「花嫁人形」、佐々木すぐる作曲「月の砂漠」、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カッチーニ作曲「アヴェ・マリア」、成田為三作曲「浜辺の歌」
　（9）合唱　「おしゃれの仔狐」「雀とサクランボ」「つばめ」「世界の子供」　
　（10）みんなで歌いましょう　「こんこん小山の白狐」
　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 13点の展示を実施

３．振り返り 
　今年度は 1月に開催したが、当日の寒さもあってか昨年度と比較して少ない来場者となった。地元の
和菓子屋が作っている直治まんじゅうは、例年どおり好評であった。
　例年どおり秋葉啓子氏や出演者のトークをはさみながら、ゆったりと進めることができた。今回は、
「山中直治を歌う会」メンバーの他に、有志の小学生 3人グループ「G.Wind ジュニア」による演奏が行わ
れ、山中直治の童謡を通した世代を超えた市民交流の機会となった。また、新しい試みとして「特別企
画」と題し、指揮を担当する秋葉啓子氏による独唱、フルートの増田奈緒美氏、ピアノの米山圭子氏に
よるデュエット等、山中直治以外の作曲家による曲目の演奏が行われた。山中直治の普及活動を行うな
かで出会った様々な曲を発表することは歌う会の活性化にもつながるであろう。メンバーの高齢化によ
る活動の縮小が懸念されるが、今後も様々な試みを行いながら、活動の活性化に寄与していきたい。

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：1月 23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（23人）、G. Wind ジュニア（3人）、
　　　　秋葉啓子氏（独唱）、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：66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付を行い、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、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。
　本年度は、同会会員の健康面に配慮し夏休み期間を設ける等、受付ルールの変更について検討がおこ
なわれ、平成 28 年 1月の申込から新しいルールが適用された。また、新たにガイドの会ホームページ
が開設され、お勧めコースの内容や申込方法がわかりやすく紹介されている。さっそくホームページを
見たという問合せもきており、新たな利用者層の開拓が期待される。
　また、本年度はスライド上映に関する問合せが増加したという印象をうけた。今後も問合せ対応や申
込受付に一層力を入れ、同会との互恵関係を築きながら連携を図っていきたい。

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

133 団体 3,363 人 *
うち、市民会館を含むガイドコースの実績　89団体 2,345 人

土・日・祝日計 117 日間で 1,944 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、展示の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、墨田区立すみだ郷土文化資料館のボランティア活動の視察を行った後、その周辺の特別展「生誕
180 年　押絵師 勝文斎」に関わる史跡等を散策した。

３．振り返り 
　昨年度末より 11 名での体制となっている。メンバーの希望を聞き、博物館が常時有人化するように
調整をしている。アンケートには依然としてボランティアの親身な応対を評価する声が寄せられてい
る。受付に常駐するボランティアは博物館にとっての「顔」であり、今後も、一層の活躍を期待したい。
　受付や連絡会、研修会への出席率も例年どおり大変良く、高いモチベーションで活動を行っている様
子が窺がえる。ボランティア連絡会では多くのメンバーが積極的に発言する姿が見られ、ほほえましい。
なお、連絡会の時間には、日頃のボランティア活動の振り返りとして、日誌の整理をボランティア自身
が行っている。本年度の紀要に、その成果を掲載しているので、詳しくはそちらを参照されたい。
　館外研修では、すみだ郷土文化資料館でボランティアによる展示解説の視察を行ったが、一利用者と
しての視点で他館のボランティアを見ることで、自分たちの活動を振り返るよいきっかけとなっていた
ようだ。研修場所の選定については、今後とも工夫を行っていきたい。

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：11人
業務日数：234日（半日（4時間）を 0.5 日として計算）

事業区分：委託事業
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１．内容と目的
　仲秋の名月の時期に例年実施している、市民会館の和風建築を活かした月見の会。演奏などの催し物
のほか、軽食や和菓子を提供し、自由な懇談を通して、市民交流の場となることを目的としている。過
去の寺子屋講座の講師や野田文化広場の会員、その知人や家族などを対象とした、招待制のイベントで
ある。

２．演目
　(1) 津軽三味線、秋田三味線 「望郷」「津軽あいや節」「仙北荷方節」「秋田荷方節」「津軽じょんがら節」

３．振り返り
　今年度は昨年の約 1.5 倍となる 125 名の申し込みがあったが、晴天に恵まれ、庭にも椅子を出すこ
とができたため、全ての参加者を問題なく受け入れることができた。昨年度から設置した、ビデオとテ
レビ、無線装置を使用したパブリック・ビューイング席も上手く活用されていた。また、懇談の時間に
は月も出ており、庭園や邸内で多くの参加者が交流を図る姿が見られた。
　観月会の目的は自由な懇談の時間を通して交流の場づくりをすることにある。初めて会った寺子屋講
師同士が熱心に話し込む様子など、回を重ねるたびに懇談の時間に様々な交流が図られていることが感
じられる。今後も様々な市民の交流の場として機能するように努めていきたい。

交流事業
市民交流会

観月会
実施日：9月 23日（水・祝）　18時～ 20時 15分
場　所：市民会館　全館
出　演：伊藤茂秀氏（津軽三味線、秋田三味線）
参加費：700円
参加者：125人

事業区分：自主事業

もしゅう
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１．内容と目的
　ミュージアム・コンサートは市民の交流を促す事業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 25 回目の本コンサートは、市民アート展「白黒アート！多彩な世界」の関連事業として開催した。
ピアノ演奏を白と黒の鍵盤による白黒アートと位置づけ、出品作品と同じように演奏者を市民から公募
した。ご応募いただいた 5名の市民の方々にピアノ演奏を 1曲ずつご披露いただいた。

２．演目
（1）千本桜　（2）トルコ行進曲　（3）ハナミズキ　（4）エリーゼのために　
（5）エチュードOp25-11 木枯らし

３．振り返り
　演奏者を公募する形でミュージアム・コンサートを行ったのは、今回が初めての試みであり、結果的
には 5人の演奏者の方にご応募いただいた。演奏曲数も 5曲となるため、通常よりも小規模なコンサー
トとなった。しかし、無彩色が織りなす多彩な表現を紹介するという本展示の主旨からいえば、音楽と
いう表現形態を展示企画に組み込むことができたという点で意義のあるコンサートであった。
　また、アート展の出展の一つという位置づけであったため、演奏者には演奏前に簡単なプロフィール
の紹介の他、意気込みや音楽に対する想いを語ってもらった。
　一方、演奏者の年齢層が若年層に偏ってしまったため、今後公募という形で演奏者の選定を行う場合
は、募集方法等を工夫する必要があると考えられる。

交流事業
ミュージアム・コンサート

ピアノでチャレンジ！
実施日：7月 26日（日）14時～ 14時 40分
場　所：博物館１階展示室
出　演：唐津夏海氏、菊池優那氏、木村明音氏、森永結衣氏、
　　　　阿部康秀氏
入場料：無料
来場者：40人

事業区分：委託事業
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１．内容と目的
　第27回目の本コンサートは、市民の文化活動報告展「おばあちゃん、おじいちゃん　これ、な～に？
　なつかしの暮らしと道具」の関連事業として開催した。作曲家の大柴こういち氏によるピアノ、シン
セサイザーの伴奏で、展示の設定年代である戦後から高度経済成長期にかけて流行し、居間や街角で流
れていたであろう歌謡曲を、来場者と唱和した。

２．演目
（1）花言葉の唄　（2）小雨の丘　（3）鈴懸の径　（4）リンゴの唄　（5）山小舎の灯　（6）港が見える丘　
（7）フランチェスカの鐘　（8）憧れのハワイ航路　（9）青い山脈　（10）東京キッド　（11）あざみの歌　
（12）情熱のルンバ　（13）ひばりの花売り娘　（14）素敵なランデヴー　（15）東京アンナ　
（16）ここに幸あり

３．振り返り
　当初から参加者と唱和を行うことを想定していたため、プログラムとは別に歌詞カードを作製して配
布した。当日は多くの参加者が楽曲を唱和し、会場は大変な熱気に包まれた。参加者からは懐かしいと
いった声の他に、交流事業として自分が住む地区でも同様のイベントを開催してみたいといった意見も
聞かれた。
　歌謡曲の人気と出演者の知名度から当初より混雑が予想されたが、当日は予想をさらに上回り、会場
は 2階で立ち見が出るほどであった。また、イベントが重なり外部の臨時駐車場を使用することが出来
ず、駐車場の誘導・整理に苦慮した。
　展示計画の段階からコンサートの開催を念頭に入れたため、「昭和の居間」コーナーを可動させ、ステ
ージセットとしての機能も果たすようにした。「居間のラジオから流れていたであろう楽曲のコンサー
ト」という主旨を紹介しつつ、会場の雰囲気を盛り上げることができた。展示室でコンサートを行うこ
とによる、展示との相乗効果を最大限に発揮することができたと考えられる。

交流事業
ミュージアム・コンサート

昭和の名曲を楽しもう！
実施日：3月 12日（土）14時～ 15時
場　所：博物館１階展示室
出　演：大柴こういち氏（ピアノ・シンセサイザー伴奏、歌）
入場料：無料
来場者：155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 年の和風建築の見学な
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 8件、出張授業 1件

事業区分：委託事業

月　日
7月 23 日（木）

9月 11 日（金）
10月 22 日（木）

1月 21 日（木）

1月 25 日（月）

1月 27 日（水）、
29日（金）

2月 10 日（水）

2月 15 日（月）

内　　容
施設見学（市）、昔のくらし
の道具体験、火起こし、考古
遺物見学
施設見学（博・市）
施設見学（博・市）

施設見学（博）、昔のくらし
の道具体験
施設見学（博）、昔のくらし
の道具体験
施設見学（博・市）、昔のく
らしの道具体験
施設見学（博）、昔のくらし
の道具体験
施設見学（博・市）、昔のく
らしの道具体験

学校名、学年
野田市立中央小学校 1～ 6年生
（夏休み学び教室）

野田市立関宿小学校 3年生
野田市立中央小学校 2年生（ま
ち探検）
柏市立花野井小学校 3年生

野田市立二ツ塚小学校 3年生

野田市立南部小学校 3年生

野田市立福田第一小学校 3年生

野田市立宮崎小学校 3年生

人数
80人

22 人
8人

41 人

45 人

129 人

15 人

86 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
史授業を意識している。しかし、見学校数は年々減少しており、今年度はついに見学校数が 0校となっ
てしまった。要因としては、歴史の学習時期と開催時期が一致していない、バスの確保が難しいことか
ら博物館の見学は頻繁に行うことができないため、博物館の見学は「昔のくらし」の単元に回して、歴史
授業は社会教育課で行っている出前授業で賄っている、等が考えられる。いずれにせよ、開催時期もし
くは内容の見直しを検討する時期に差し掛かっているのかもしれない。
　「昔のくらし」の単元については、今年度は 1～3月の見学シーズンに市民の文化活動報告展「おばあ
ちゃん、おじいちゃん　これ、な～に？」を開催したため、例年の道具の体験に加えて企画展の見学と
共催の「なつかしの道具探究会」メンバーによる解説を見学に加えた。同企画展は小学生の見学を念頭に
企画し、小学生向け解説の用意やイラストの多用、現代の道具を並べて比較する等の工夫を行ったため、
子どもたちからも分かりやすかったと大変好評であった。また、先生方からも好評で、中央小学校では
会期中の団体見学は行われなかったものの、展示を見学する宿題が出されたという。また、学校見学で
訪れた子どもが後日家族を連れて見学に訪れることもあった。また、道具の体験も会期中の体験イベン
トに合わせて収集した道具を使用し、黒電話で実際に通話を行うなど、当時の利用により近づけた体験
を行うことができた。
　なお、内容が充実した一方で、1時間弱の見学時間では全て見きれず、全体的に時間が押してしまっ
たことが今後の課題として挙げられる。今後は見学内容を増やすことよりも、プログラムの再検討や先
生との事前打ち合わせによる学習目標の明確化、出前授業の周知等が重要となるであろう。

月　日
11月 20 日（金）

内　　容
キャリア教育授業での学芸員
仕事紹介

学校名、学年
野田市立二川小学校 6年生

人数
20人

市民会館の見学（中央小学校夏休み学び教室） 博物館企画展の見学（宮崎小学校 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
う心がけている。

２．振り返り
　開催するたびに次回の開催時期をたずねる問い合わせが来るなど、茶道協会が野田市文化祭の一環と
して市民会館を会場として行っている 10月の市民茶会と合わせて、当館で定期的に行われている茶席
として定着していると感じられる。今年度も安定した参加者数であった。
　当館の呈茶席の特長は、明治時代に建てられ、国登録文化財にもなっている本格的な茶室で気軽にお
茶を楽しめる点にある。5月の開催日には、野田の見どころを紹介する番組のために博物館・市民会館
に取材に訪れていた地元のケーブルテレビが呈茶席に興味を持ち、茶道協会の了承を得て急遽撮影を行
う一幕もあった。主屋や庭園も含め、市民会館を見学に訪れる来館者は市内外を問わず多い一方で、地
元の人でも市民会館や茶室の存在を知らない方もいる。呈茶席をきっかけに施設の魅力がより周知され
ることも期待したい。

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　5月 10日（日）10時～ 15時
　　　　第 2回　11月 15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 51人、第 2回 72人
事業区分：委託事業
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ミュージアムショップ

　ミュージアムショップでミミーストラップ、山中直治童謡曲集CD、野田かるた、「野田市郷土博物館・
市民会館絵はがき」（全 16 種）等の販売を行った。また、展示室にて「ドグウのミミーカンバッジ」（全 6
種）をカプセル自動販売機で販売した。

ミミーグッズの作成、販売
○「ドグウのミミーマグネット」（歌舞伎 ver.）
販売期間：10月 17 日（土）～ 12月 17 日（木）
価　格：100 円（税込）
内　容：特別展「生誕180年　押絵師 勝文斎～野田にやっ
てきた江戸・東京文化～」の関連グッズとして、「ドグウの
ミミーマグネット」（歌舞伎 ver.）を作成し、会期限定で販
売を行った

利用者へのサービス事業

「ドグウのミミーマグネット」（歌舞伎 ver.）
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ホームページの運営
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27年度のホームページのセッション *1は、月平均2,375と、昨年26年度のセッション月平均
1,837にくらべて約1.29倍に増えて、昨年度と同じようにサイトの利用者を増やしている。年間を通して閲
覧数の多い上位10ページは、次のとおりである。
1.トップページ（昨年度1位）　　　　　　　　　　　　2.市民会館貸し部屋利用案内（昨年度5位）
3.展覧会（特別展／企画展）（昨年度2位）　　　　　　　　　　　　　　　　4. 利用案内（昨年度4位）　　　　　　　　　5. 学芸員紹介（昨年度6位）
6.常設展示（昨年度7位）　　　　　　　　　7.寺子屋講座（昨年度3位）　　8.予定イベント一覧（昨年度8位）
9.館長ごあいさつ（昨年度9位）　　　　　10.番組取材、ロケハンの方へ（昨年度23位）
　「市民会館貸し部屋利用案内」が2位に、「番組取材、ロケハンの方へ」が10位に入ったことが特徴的である。
アクセス数の増加と比例して実際の市民会館貸し部屋の利用も増えており、インターネットを利用する若い
層の貸部屋利用が増えたことが該当ページビューの増加と関係していると思われる。
　逆に順位を落とした「寺子屋講座」ページは、平成26年度：2,098、平成27年度：1,629と、ページビュー
数自体も減っている。理由は、平成26年度に、メインメニューから各開催予定イベントのページへのリンク
を予定イベント一覧にまとめたためとみられる。しかし、メインメニューからリンクが無くなったにもかかわ
らず、上位の10ページに入っているということは、寺子屋講座への注目がそれだけ高いということであろう。
　また、流入元 *2では、検索エンジンからの閲覧が67.7%、SNSからの閲覧が1%、SNS以外のウェブペー
ジからの閲覧が17.5%、URLを直接入力しての閲覧が13.8%であり、SNSからの閲覧が圧倒的に少ない。
以前から検討しているSNSの拡散ボタンについても、導入を検討していきたい。
*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。

*2 流入元：ユーザーが当ウェブサイトにアクセスするに至った元のページのこと。流入元は主に「検索エンジン」「SNS」

「SNS 以外のウェブページ」「URL直接入力」の 4つに分類される。

平成 27年度　博物館ホームページ　アクセス解析

　*3  ページビュー：ページが表示された回数。
　*4  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

1,788
2,115
2,440
2,635
2,275
2,434
2,797
2,561
2,371
2,296
2,550
2,248
28,510

ページビュー*3

4,443
5,525
6,306
8,751
5,711
5,774
6,649
6,359
5,851
6,182
6,189
4,945
72,685

1,293
1,482
1,724
1,769
1,559
1,639
1,953
1,783
1,637
1,623
1,810
1,620
19,892

ユーザー*4

セッション数 1788 2115 2440 2635 2275 2434 2797 2561 2371 2296 2550 2248
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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（2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 　　　　　　　　　見出し　　　　　　　　　　　　　取材対象
6月14日

7月26日

8月27日

8月30日

10月1日

10月4日

10月19日
10月28日
10月29日

1月12日

1月13日

1月18日

1月19日

1月31日

野田の歴史を学ぼう―日章旗や軍
服など新収蔵品 60点展示
郷土博物館でお宝ネタ探し

野田で白黒アート展

市民アート展「白黒アート！　多
彩な世界」
土偶もゆるキャラ総選挙

ジョーモン　ゲットだぜ !!!
どぐキャラ総選挙
勝文斎の押絵展示
「大祭」彩る押絵行灯再現
明治の名工・勝文斎創作　珍しい
押絵行灯 41点を一挙公開
なつかしい「昭和の道具」140 点

昭和の暮らし伝える道具展示　野
田市民ら企画

世代越え昭和の暮らし研究 - 60、
70 代と高校生　野田でサークル活
動 -
おばあちゃん、おじいちゃん　こ
れ、な～に？　展示で昭和　振り
返る　生活道具 140 点一堂に
野田市郷土博物館に懐かしの生活
道具

東京新聞

朝日小学生
新聞
読売新聞

東京新聞

朝日小学生
新聞

朝日中高生
新聞
読売新聞
産経新聞
東京新聞

東京新聞

朝日新聞

産経新聞

千葉日報

読売新聞

企画展「野田に生きた人々　その
生活と文化　2015」
野田市郷土博物館

市民アート展「白黒アート！多彩
な世界」
市民アート展「白黒アート！多彩
な世界」
ドグウのミミー

ドグウのミミー

特別展「生誕180年　押絵師 勝文斎」
特別展「生誕180年　押絵師 勝文斎」
特別展「生誕180年　押絵師 勝文斎」

企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
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○テレビ取材
　　日付　        放送局 　　　　　　番組名、内容等　　　　　　　　　　　　取材対象

ポスター・チラシの配布

4月22日
5月10日

10月18日

1月25日

2月8日

千葉県広報番組「ウィークリー千葉県」
「ふれあい街歩き『今日は Doko 行
く！』」
「首都圏ネットワーク」

「ちばドキッ」

『ひるどき情報ちば【発信！わがま
ち】』

千葉テレビ
J:COM
東葛葛飾
NHK千葉

J:COM
東葛葛飾

NHK-FM
ラジオ

野田市郷土博物館・市民会館
野田市郷土博物館・市民会館　茶
室「松樹庵」
特別展「生誕 180 年　押絵師 勝文
斎」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」
企画展「おばあちゃん、おじいち
ゃん　これ、な～に？　なつかし
の暮らしと道具」

イベント名
企画展「野田に生きた人々　その生活と文化　2015」
市民アート展「白黒アート！多彩な世界」
特別展「生誕180年　押絵師 勝文斎～野田にやってきた江戸・
東京文化」
市民の文化活動報告展「おばあちゃん、おじいちゃん　これ、
な～に？　なつかしの暮らしと道具」
自主調査研究グループ育成連続講座「使ってみよう　昔の農具」
自主調査研究グループ育成連続講座「やってみよう　昔の農業体験」
キャリアデザイン連続講座
呈茶席　5月、11月
第25回ミュージアム・コンサート「ピアノでチャレンジ！」
第27回ミュージアム・コンサート「昭和の名曲を楽しもう！」
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
山中直治コンサート
夏休みイベント
「市民アート展「白黒アート！多彩な世界」／勾玉作り」
春のイベント「飲もう！たてよう！お抹茶体験」

ポスター
A2　200部
A2　200部
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

―

―

チラシ
A4片面　 4,000部
A4両面　 6,000部
A4両面　 12,000部

A4両面　 6,500部

A4両面 　1,500部
A4両面 　1,500部
A4片面 　1,500部
A4片面 　1,500部
A4片面 　1,500部
A4片面 　1,500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片面 　1,500部
A4片面 　3,000部

A4片面 　3,500部
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図録の作成、出版
○特別展『生誕 180 年　押絵師 勝文斎～野田にやってきた
江戸・東京文化～』
体　裁：A4判
頁　数：88頁
価　格：900 円
部　数：1,100 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 8号　2014 年度
体　裁：A4判　　　　　　 
頁　数：122 頁　　
価　格：400 円
部　数：700 部

リーフレット「茂木佐邸物語」の印刷
まちなみ研究会が制作した「茂木佐邸物語」パンフレット（第 5版）を 10,000 部増刷。当館に設置し、来
館者に配布を行った。

出版事業
事業区分：委託事業　
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