
 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（1/7）

黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

春の科学館まつり
4月29日（日）10：00～
16：30

常設展示、プラネタリウムの無料開放、
様々な実験・工作体験

GWサイエンススタジオ
～空気砲らんど～

5月3日（木）～6日
（日）

巨大空気砲体験、空気砲的当てゲーム
など

2 北海道 神田日勝記念美術館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

3 北海道 仙台藩白老元陣屋資料館
国際姉妹都市提携30
周年記念展

3月17日（土）～5月6
日（日）

カナダのケネル市と国際交流を続けるなか
で育まれてきた歴史を記念品や写真など
を用いて紹介する企画展

○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
国際博物館の日記念
行事

5月下旬
学芸員による未公開資料や研究内容の紹
介

無料開館 5月18日（金）
個人来館者を対象として、全ての展示を無
料で公開

記念品贈呈 5月18日（金） 個人来館者にポストカードを贈呈

6 北海道 北海道開拓記念館
手にとってみよう！アイ
ヌの民具（衣服編）

5月26日（土） 資料鑑賞（ハンズ・オン）講座 ○

記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員に同館のネーム入り鉛筆を贈
呈

回廊案内 5月18日（金）
登録有形文化財（建造物）である当館の大
ホール（旧「青森銀行本店」部分）の建築
意匠について解説案内する。

記念講演会 5月19日（土）
第11回「国際博物館の日」2012年テーマ
「変容する世界と博物館」に即する内容で
講演する。

記念品贈呈 5月18日（金） ポストカード
棟方版画館・棟方志功
記念館合併記念特別
展Ⅲ　春の展示「詩歌
を詠う」

3月13日（火）～6月10
日（日）

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開

県博バックヤードツ
アー

5月19日（土）①13：30
～②13：45～③14：00
～

収蔵庫、学芸調査室、中央監視室、空調
機械室など、普段来館者の立ち入りを禁
止している区域を学芸職員が案内する。

10 岩手 花巻市博物館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

11 宮城 鹽竃神社博物館 無料開館
5月18日（金）～5月20
日（日）

全ての展示を無料で公開 ○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員に絵はがきを贈呈
合羽刷りのしおりを作
ろう

5月18日（金）
1枚は無料（2枚目から1枚50円）、15分程
度、受付11：00～15：00）

型絵染講習会（はじめ
ての方限定・初級コー
ス）

5月26日（土）10：00～
15：00　定員20名　材
料費3000円

講師：土手武彦・土手千鶴子（土手型染工
房）

工芸館講座「北国の染
織」

①6月2日（土）②16日
（土）③30日（土）10：
30～11：30

①「東北と被衣」奈良綾②「南部領の馬飾
り」本田秋子③「津軽こぎん刺し」濱田淑子

ワークショップ「こぎん
刺しのしおりを作ろう」

会期中（4月4日（水）
～7月7日（土））の毎
週火・土曜日　11：00
～15：00まで　30～60
分　材料費200円

ギャラリートーク
4月28日（土）・7月7日
（土）11：00～

13 秋田 秋田県立博物館
5月12日（土）13:30～
14:00

企画展「古イイ看板」ギャラリートーク ○

14 秋田 秋田市立佐竹史料館
5月12日（土）15:00～
15:30

企画展「新収蔵品展」と常設展「武家の調
度品展」のギャラリートーク

○

15 秋田 秋田市立赤れんが郷土館
5月12日（土）16:00～
16:50

企画展「洋風建築　IN あきた　第１部」ギャ
ラリートーク

○

16 秋田
秋田県立美術館（平野政吉美術
館）

5月13日（日）13：00～
13：45

企画展「藤田嗣治の旅―中南米のエネル
ギーとコスモロジー」ギャラリートーク

○

17 秋田 秋田市立千秋美術館
5月13日（日）14：00～
15:00

企画展「アートとあそぼう！～ムナーリから
の贈りもの～」ギャラリー・ツアー

○

18 秋田
秋田大学大学院工学資源学研究
科附属鉱業博物館

無料開館
5月18日（金）～5月20
日（日）

全ての展示を無料で公開 ○

19 山形 鶴岡アートフォーラム
特別展覧会「ようこそ。
魔法の美術館～みん
なで楽しむ光のアート

4月12日（土）～5月27
日（日）

現代アーティストたちによる、見て、触れ
て、耳を澄まして、体感するアートの世界を
紹介。

○

20 山形 本間美術館 喫茶室での割引
5月14日（日）～19日
（土）

喫茶室で販売の抹茶（菓子付）500円を、
300円に割引

○

21 山形 山形県郷土館（文翔館） 無料開館 5月18日（金） （日頃から無料で公開） ○

国宝上杉本洛中洛外
図屏風原本展示

4月21日（土）～5月22
日（火）

特別展「上杉鷹山の財政改革―国と民の
しあわせ―」展示室内において展示する。

特別展「上杉鷹山の財
政改革―国と民のしあ
わせ―」講演会

5月19日（土）14：00～
大会議室

演題　「養育：養老の時代と鷹山」 講師：東
北学院大学教授　菊池慶子

無料開館（対象者限
定）

5月5日（土） 小中学生は展示室への入場無料

1 北海道 旭川市科学館「サイパル」

8 青森 棟方志功記念館

美幌博物館

5 北海道
平取町立二風谷アイヌ文化博物
館

22 米沢市上杉博物館山形

宮城12

都道府県＃

4 北海道

7 青森

9 岩手

企画中の記念事業等
館名 備考

（○は日博協会員館）

岩手県立博物館

ギャラリートークリレー
2012　みんなで行こう、
みゅーじあむ！

青森県立郷土館

東北福祉大学  芹沢銈介美術工
芸館

○

○

○

○

○

○

○

○



 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（2/7）

黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

実技講座「小旗をつくろ
う」

5月5日（土）
端午の節句に掲げる「小旗」を実際に作成
する実技講座。

歴史講座「会津の寺
宝・名僧1『徳一と慧日

5月12日（土）
会津の寺宝・名僧に関する歴史講座の第1
回目。

木曜の広場「『老媼茶
話』を読む2」

5月17日（木）
福島県会津地方に伝わる物語をまとめた
「老媼茶話」について、当館館長が語る講
座。

歴史講座「会津の寺
宝・名僧2『武家の信

5月26日（土）
会津の寺宝・名僧に関する歴史講座の第2
回目。

24 茨城 徳川ミュージアム 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
企画展「戊辰戦争―慶
応四年　下野の戦場
―」

4月28日（土）～6月10
日（日）

企画展オープニング講座を開催し、企画展
開催中には担当学芸員による展示解説を
実施する。

各種観察会
①4月22日（日）②5月
5日（土）③5月19日
（土）

各種観察会を開催し、国際博物館の日の
PRちらしを配布　①春の磯をのぞいてみよ
う②カエルとサンショウウオの夕べ③足尾
銅山見学会

26 栃木 那須塩原市那須野が原博物館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○
27
-

106
群馬

群馬県博物館連絡協議会加盟の
80館【注１】

「国際博物館の日」キャ
ンペーン

5月18日（金）～20日
（日）

協議会加盟の80館にて、はがき（スタンプ
ラリー用紙）を配布。応募者の中から抽選
で100名に記念品を送付。

　

107 埼玉 朝霞市博物館 記念品贈呈
5月18日（金）・19日
（土）

先着200名にクリアファイルを贈呈 ○

108 埼玉 入間市博物館（ＡＬＩＴ） 無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開 ○
109 埼玉 河鍋暁斎記念美術館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○

記念品贈呈 5月18日（金） 先着50名に記念品を贈呈
埼玉古墳群・国宝鍺銘
鉄剣ガイドツアー

5月3日（木）～6日
（日）

古墳群と国宝展示室の案内

111 埼玉 戸田市立郷土博物館
プレゼント応募はがき
の配布

5月1日（火）～18日
（金）

館オリジナルグッズ（携帯ストラップ、一筆
箋、ペーパーウェイト）を各10名に贈呈する
こととし、その応募はがきを実施期間中に
館内で配布

○

112 千葉 鴨川シーワールド
「ウミガメの保護活動」
レクチャー他

5月12日（土）・13日
（日）

レクチャーとカメとのふれあい ○

第341回歴博講演会
5月12日（土）13：00～
15：00

「遷都の古代史―『動く都』から『動かない
都』へ―」

くらしの植物苑観察会
5月26日（土）13：30～
15：30

「錦絵にみる植物」

114 千葉 千葉県立現代産業科学館 工作教室 5月13日（日） 「不思議な箱（スルリン）をつくろう」 ○
みんなの顔・faceあー
と（ワークショップ）

5月12日（土）
「肖像画」展に因み、友人や自分の顔をコ
ラージュで創作する。

ミュージアム・コンサー
ト

5月19日（土）
オペラ歌手大坪義典氏ほかによるコン
サート

116 千葉 千葉県立房総のむら 春のまつり
5月3日（木）～5日
（土）

大道芸や民俗芸能の上演の他、伝統工芸
品の実演販売や伝統的なおもちゃ作り等

○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
企画展｢レゴRエデュ
ケーション～みて・さ
わって・うごかして」

4月20日（金）～5月28
日（月）

　

118 千葉
日本大学理工学部　科学技術史
料センター

無料開館 5月18日（金） （日頃から無料で公開） ○

119 千葉 八千代市立郷土博物館 記念講演会 5月27日（日） 「自然から見た印旛沼堀割普請」（仮） ○

120 東京 東京国立博物館 ○

121 東京 国立科学博物館 ○

122 東京 国立西洋美術館 ○

123 東京 東京藝術大学大学美術館 ○

124 東京 東京都美術館 ○

125 東京 上野の森美術館 ○

126 東京 東京都恩賜上野動物園 ○

127 東京 台東区立下町風俗資料館 ○

128 東京 台東区立旧東京音楽学校奏楽堂 ○

千葉 千葉県立美術館

千葉 千葉市科学館

栃木県立博物館

福島県立博物館23 福島

25 栃木

＃

国立歴史民俗博物館

110 埼玉 埼玉県立さきたま史跡の博物館

113 千葉

5月12日（土）～5月27
日（日）

公式サイト　 http://www.ueno-mw.com/

・東京国立博物館では、5月18日（金）に常
設展示を無料で公開、5月19日（土）に文
化財保護に関する講演会を実施
・国立科学博物館では、5月18日（金）に常
設展示の無料公開、ボランティアによるガ
イドツアー、金環日食についての講演会を
実施。
・国立西洋美術館では、5月18日（金）に常
設展示の無料公開、ボランティアによるガ
イドツアーを実施。5月22日（火）に無料コ
ンサートを実施（※事前申し込み制）。
・恩賜上野動物園では、5月18日（金）と5
月19日（土）に無料のガイドツアーやスポッ
トガイドを実施。
・台東区立下町風俗資料館では、5月18日
に常設展示を無料で公開。
・台東区立旧東京音楽学校奏楽堂では、5
月18日（金）に音楽ホールと常設展示の無
料で公開。無料コンサートも実施。
・「博物館・動物園セミナー」として、5月13
日（日）に恩賜上野動物園、国立科学博物
館、東京国立博物館を巡る「上野の山でキ
リンめぐり」を実施（※事前申し込み制）
・その他、東京藝術大学大学美術館、東京
都美術館、上野の森美術館ほか7館での
「お楽しみくじ」の実施や、公式サイトから
プリントアウトした「パスポート」での割引き
サービス等あり。

117

○

○

○

○

○

○

上野ミュージアムウィー
ク

115

都道府県 館名
企画中の記念事業等 備考

（○は日博協会員館）



 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（3/7）

黄色は5月18日に実施される事業

129 東京 全国科学博物館振興財団 バスツアー 5月19日（土） ○
記念品贈呈 5月18日（金） 先着50名にキーホルダーを贈呈

「NHK番組を見る会」に
て「大英博物館」を上映

5月13日（日）・19日
（土）・20日（日）13：30
～

HNKスペシャル「大英博物館」第1集～第6
集（1990年～1991年放送）を2集ずつ順次
上映する。

131 東京 家具の博物館
昭島人物紹介展「松下
喜代子コパークラフト作
品展」無料公開

5月19日（土）～6月3
日（日）

松下喜代子氏のコパークラフト作品の展示 ○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
学芸員によるギャラ
リートーク

5月18日（金）
企画展示「かわいいキノコ・キノコの魔法」
展を解説

133 東京
国際基督教大学博物館　湯浅八
郎記念館

記念品贈呈
5月15日（火）～19日
（土）

来館者全員に記念ポストカードを贈呈 ○

134 東京 品川区立品川歴史館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○
135 東京 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
136 東京 成蹊学園史料館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
137 東京 逓信総合博物館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

無料開館 5月18日（金）
所蔵作品展「近代日本の美術」を無料で公
開

記念品贈呈 5月18日（金） 先着100名にオリジナル鉛筆を贈呈
同　工芸館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着100名にオリジナル鉛筆を贈呈

無料開館 5月18日（金） 展示室を無料で公開（上映会は有料）

企画展「ロードショーと
スクリーン外国映画
ブームの時代」

4月11日（水）～7月29
日（日）展示室

外国映画輸入配給協会の創立50周年を
記念して、日本で大ヒットを記録した様々な
作品を通じて、また華やかな大都市の映
画街の様子を再現することで、外国映画配
給の黄金時代を振り返る。

139 東京 東京都江戸東京博物館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着200名にポストカードを贈呈 ○
140 東京 東京農業大学「食と農」の博物館 無料開館 5月18日（金） （日頃から無料で公開） ○

無料開館 5月18日（金） 　
記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈

（その他）
開催中の「特別重要刀剣等新指定展」に
ついて、団体の来館者には積極的に解説
を実施

142 記念品贈呈 5月5日（土） 来館者全員にオリジナルバッジを贈呈
143 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にオリジナルバッジを贈呈
144 東京 日本女子大学成瀬記念館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着30名にポストカードを贈呈 ○
145 東京 パナソニック汐留ミュージアム 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
146 東京 松岡美術館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○

147 東京 三井記念美術館
無料開館（対象者限
定）

5月18日（金） 外国人および大学生・高校生は無料 ○

148 静岡 静岡市立芹沢銈介美術館 「美術館でお茶を」
5月3日（木）・4日
（金）・5日（土）・6日

美術館内で日本茶インストラクターによる
新茶（静岡茶）のサービスを行う。（無料）

○

テーマ展「浜松の災害
史」

4月14日（土）～6月3
日（日）

災害を記録した文書や絵図を紹介し、将来
の防災を考える。

市民コレクター展「浜松
周辺の化石」

4月14日（土）～6月3
日（日）

市民の化石収集研究者の協力で浜松周
辺で出土した化石を展示。

150 静岡 三島市郷土資料館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着30名にポストカードを贈呈 ○

展示観覧料割引
5月18日（金）～5月20
日（日）

展示観覧料を団体料金に割引

記念品贈呈
5月18日（金）～5月20
日（日）

七宝焼体験教室参加者にオリジナルクリ
アしおりを1枚贈呈。

152 愛知 安城市歴史博物館 無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開 ○
記念品贈呈 5月18日（金） 先着50名にクリアファイルを贈呈
歴史体験「君も武将に
なれる。よろいを着てみ
よう！」

5月3日（木）
子ども用レプリカのよろいの試着ができ、
記念撮影ができる。（事前予約制）

資料館の五月人形・節
句飾り

4月24日（火）～5月6
日（日）

当館所蔵の五月人形や兜飾りなどの節句
飾りを展示

ゴールデンウィークイベ
ント2012

4月28日（土)～5月6日
（日）

子ども向け工作教室

写真展「60年代　街角
で見たクルマたち」（仮
題）

4月21日（土）～7月1
日（日）

車だけでなく、当時の日本の風景、人々の
生活も垣間見える写真展

155 記念品贈呈
5月18日（金）～5月20
日（日）

来館者全員に図録「おもしろ化石大百科」
を贈呈

156
企画展「ノーベル賞を
受賞した日本の科学

5月19日（土）～7月8
日（日）

2008年までにノーベル賞を受賞した日本
人科学者について紹介

記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員にポストカードや収蔵品目録
（平成元年度版）を贈呈

学芸員リレートーク 5月18日（金）14:00～
新収蔵品展(歴史・美術）、常設展示（考
古・民俗）会場にて各部門の担当者が資料
解説を実施

158 愛知 名古屋ボストン美術館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にくじ引きを実施（空くじなし） ○

159 愛知
古川美術館、
分館　為三郎記念館

160 愛知 桑山美術館
161 愛知 大一美術館
162 愛知 ヤマザキマザック美術館

163 岐阜 中津川市鉱物博物館
国際博物館の日記念
無料デー

5月20日（日）
アクセサリーづくり、クイズラリー、水晶さが
し、ジェムストーンさがしを実施

○

記念品贈呈 5月18日（金） 先着20名に紙人形（高橋余一画）を贈呈

道草　余一の見た風景
5月19日（土）13:30～
15:00

高橋余一が描いた「生活絵巻」に登場する
場所を歩いて巡る。

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
企画展「ベジュディ・ラ
シドフ彫刻展　～ブル
ガリア発　人馬一体・セ
ントウル像の優美～」

4月28日（土）～6月10
日（日）

ブルガリアを代表する彫刻家ベジュディ・ラ
シドフ氏が永遠のテーマとして表したセント
ウル（ケンタウロス）の彫刻・水彩画を紹
介。

東京

東京国立近代美術館　本館

浜松市博物館

○

ＮＨＫ放送博物館

○

同　フィルムセンター

東京

切手の博物館

東京

愛知

美濃加茂市民ミュージアム

神奈川 馬の博物館

東京 日本カメラ博物館

あま市七宝焼アートヴィレッジ七
宝焼ふれあい伝承館

静岡

愛知 トヨタ博物館

岐阜

入館割引優待パス「覧覧優待パス」を作
成、配布する。このパスを入館時にご提示
すると、4館の指定の展覧会を特別割引で
鑑賞できる。

5月18日（金）～5月20
日（日）：

国際博物館の日記念
「覧覧～優待パス」

165

愛知 豊田市郷土資料館

愛知

○

豊橋市美術博物館

愛知 豊橋市自然史博物館

132

138

164

157

149

130

154

153

151

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

141 東京 刀剣博物館



 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（4/7）

黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

166 神奈川 神奈川県立近代美術館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

ミュージアム・リレー 5月18日（金）

箱根・強羅にある箱根美術館・強羅公園・
箱根写真美術館の3館園を学芸員等の説
明を聞きながら見学（主催は神奈川県西
部地域ミュージアムズ連絡会）

写真家・遠藤桂がとら
えた彫刻家・籔内佐斗
司の世界

4月25日（水）～6月25
日（月）

彫刻家・籔内佐斗司とその作品を撮り続け
てきた写真家・遠藤桂。変容する世界の中
で確かな技術を駆使し、常に新しい発想で
挑戦し続ける二人のコラボレーション展。

168 神奈川 箱根美術館 ○

169 神奈川 強羅公園 ○
無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開

国際博物館の日記念
講座①「博物館とは何
か」②「博物館と学芸
員」

①5月12日(土）②5月
20日（日）

博物館そのものに関する講座を開催する。
1回目は博物館法を読み解き、法に規定さ
れる博物館とは何かを解説。2回目は学芸
員資格の法的解釈(取得法など）を解説。

招待券プレゼント 5月中（予定）
抽選で新潟県立歴史博物館夏季企画展
の招待券をプレゼント。

171 新潟 新潟市新津美術館 展示観覧料割引 5月18日（金） 観覧料を100円割引 ○

172 新潟 北方文化博物館 記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員（ただし団体を除く）にポスト
カードを贈呈

○

173 富山 百河豚美術館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着30名にポストカードを贈呈 ○

174 富山
富山県博物館協会（事務局：富山
県立近代美術館）

平成24年度富山県博
物館協会総会

4月27日（金） ○

175 富山 富山市科学博物館
講演会「博物館の日特
集　博物館と博物館学
を発展させた人々」

5月19日（土)10:00～
11:30

博物館や博物館学について主要な先達に
ついて紹介する。

○

第25回滑川市美術協
会展

5月11日(金)～5月20
日（日）

美術協会会員の近作を日本画・洋画・彫
刻工芸・書・写真の5部門にわたって展示。

新収蔵品展
4月20日（金）～5月13
日（日）

近年収蔵した資料・作品を展示。

177 石川 石川県立美術館 無料開館 5月18日（金） 常設展時を無料で公開 ○
178 石川 石川県立歴史博物館 展示観覧料割引 5月18日（金） 全ての展示を団体料金に割引 ○

179 石川 金沢市立安江金箔工芸館 記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員にポストカードまたはオリジナ
ル缶バッジを贈呈

○

180 石川 金沢湯涌夢二館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にオリジナルしおりを贈呈 ○

芦城公園藤見の会 5月3日(木）
藤の花の見ごろに公園周辺6施設でそれ
ぞれイベントを実施。同館はこいのぼり
ロード、あそびひろば。

春の自然科学教室 5月19日（土） 県民の杜へ出かけ植物・昆虫の自然探
記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈

芦城公園藤見の会 5月3日(木）
藤の花の見ごろに公園周辺6施設でそれ
ぞれイベントを実施。

183 石川 成巽閣 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
マイガレージクラブ―
季節を折り紙に・兜を

4月22日(日）
大人のための折り紙体験として端午の節
句に合わせ兜の折り紙を行う。

キッズクラブ―鎧を着
てみよう―

5月5日（土）

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
185 長野 貞享義民記念館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈
企画展「書は心画なり」
～江戸時代の諏訪の
書家とその作品～

3月1日(木）～6月3日
（日）

近世から近代に活躍した諏訪の俳人、書
家、藩主らの書を一堂に陳列

187 三重 亀山市歴史博物館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

188 三重 皇學館大学佐川記念神道博物館

皇學館大学創立百三
十周年・再興五十周年
記念特別展「神社名宝
展－参り・祈り・奉る
－」

4月29日（日）～5月26
日（土）。5月6日・13
日・16日休館。9:00～
16:00（入館は30分前
まで）。

神社所蔵の美術工芸品類が書跡・典籍・
絵画を含め、国指定文化財21件を含む66
件を一堂に公開し、神社宝物の美と技の
精華の一端を鑑賞してもらうと共に、人々
が神々に捧げた崇敬の誠を偲ぶ。

○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
国際博物館の日にちな
む無料開放・スライド説
明会

5月13日（日）14:00～
スライド説明会「伊勢国府跡」、須賀遺跡・
磐城山遺跡

平成24年度春季特別
展「愛荘町指定文化財
展」

4月14日(土）～5月27
日(日）

新指定文化財のうち、金剛輪寺所有の仏
像や工芸品、古文書のほか、愛荘町所有
の壬申地券地引絵図（地券取調総絵図）
を展示。

平成24年度春季特別
展ギャラリートーク「愛
荘町新指定文化財の
魅力」

5月13日（日）
愛荘町新指定文化財の魅力に関する講演
会

191 滋賀 大津市歴史博物館 無料開館 5月18日（金） 常設展時を無料で公開 ○
記念品贈呈 5月18日（金） 先着100名にオリジナル缶バッジを贈呈
春季特別展「湖を見つ
めた王―継体大王と琵
琶湖―」

4月21日(土)～6月17
日（日）

博物館入門講座 5月19日(土）
安土城考古博物館をはじめとする鑑賞の
理解を深めるための講座

春季特別展関連講座 5月20日（日）
大阪府立近つ飛鳥博物館学芸員による講
演

181 石川 小松市立博物館

170

長野
下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦
記念館

新潟

都道府県 館名

192 滋賀 滋賀県立安土城考古博物館

190 滋賀 愛荘町立歴史文化博物館

189 三重 鈴鹿市考古博物館

箱根・強羅にある箱根美術館・強羅公園・
箱根写真美術館の3館園を学芸員等の説
明を聞きながら見学（主催は神奈川県西
部地域ミュージアムズ連絡会）

5月18日（金）

長野 諏訪市博物館

小松市立宮本三郎美術館

富山

新潟県立歴史博物館

神奈川 箱根写真美術館

石川

滑川市立博物館

ミュージアム・リレー

184

176

182

186

＃

167 ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

企画中の記念事業等 備考
（○は日博協会員館）
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黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

193 滋賀 滋賀県立琵琶湖博物館

第11回国際博物館の
日記念事業　鉱物・化
石展2012　湖国の大地
に夢を掘るⅣ

4月1日（日）～6月3日
（日）

滋賀県やその周辺で活動する鉱物・化石
等の愛好家が集結して自ら展示を行う第4
弾。

○

194 滋賀 彦根城博物館
テーマ展「女の面―井
伊家伝統能面から―」

5月18日（金）～6月19
日（火）

若い女性をあらわす「小面」から、中年の
「深井」、老年の「老女」にいたるまで、一面
一面の顔の作りや表情の微妙な違いを鑑
賞する。

○

195 滋賀
野洲市歴史民俗博物館・銅鐸博
物館

春期企画展「平家物語
と祗王」

4月28日（土）～6月10
日（日）

「平家物語」に登場する祗王や、妓王寺、
祗玉井などゆかりの地を紹介。

○

196 京都 大谷大学博物館 無料開館 5月18日（金） 企画展を無料で公開 ○

記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員にポストカード（「糖芸菓子」の
ポストカード4組1枚）を贈呈

常設展示「和菓子のあ
ゆみ」

3月22日（木)～7月1日
(日）

和菓子づくりに欠かせない菓子木型、図案
帳等を展示し、奈良時代に始まるとされる
和菓子の歴史を紹介する。１階茶席では、
季節の上生菓子と抹茶を提供(７００円）。

198 京都 京都国立近代美術館 無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開 ○

199 京都 京都国立博物館
土曜講座「陽明文庫の
近世、近代の日本画」

5月26日(土）
事業名に「国際博物館の日記念講演会」
の冠をつける。

○

200 京都 京都市考古資料館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員に平安宮ガイド・マップを贈呈 ○
無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開
記念品贈呈 5月18日（金） 先着50名に蛍光ペンを贈呈

202 京都 向日市文化資料館
ゴールデンウィークに
資料館内を電車が走
る！Part5

5月3日（木）～6日(土）
昭和35年頃の国鉄向日町駅の町並みに
鉄道模型を走らせる。

○

203 京都 養源院 記念品贈呈 5月18日（金） ポストカードを贈呈 ○
204 京都 立命館大学国際平和ミュージアム 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

205 大阪 泉大津市立織編館 手織体験
5月25日（金）・27日
（日）・28日（月）・31日
(木）

手織り機を使って、布を織る体験、1日4
人、計16人。

○

企画展「日根対山―後
半期の作品を中心に
―」の無料開放

5月19日（土）・20日
（日）

日ごろは有料で公開しているが、2日間無
料公開する。

歴史セミナー 5月20日（日） 企画展に関わるテーマで講座を開催する。

記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員に絵ハガキまたは楽器シール
を贈呈

ミニコンサート 5月18日（金）13:20～
同館所蔵の楽器を用いてコンサートを行う
（無料）

ガイドツアー 5月18日（金）14:00～ 　

208 大阪 大阪市博物館協会
国際博物館の日記念
シンポジウム

5月28日（月）13:30～
16:30

「博物館　これからのみせ方・つたえ方」と
題して、大阪市の博物館・美術館における
新たな取り組みや事業を紹介

　

市民天体展望会「土星
を見よう」

4月28日（土）※事前
申込制

天文界きっての人気者「土星」の環を見た
ことがありますか？その不思議な姿を望遠
鏡で観察してみよう。

特別イベント「金環日
食！太陽のリングを見
よう！」

5月21日（月）
5月21日、大阪ではなんと282年ぶりに金
環喰が見られる。太陽が光のリングのよう
になるこの現象を一緒に観測する。

無料開館 5月19日（土）
土曜サロン 5月19日（土） 紙芝居劇（ゲスト：むすび）

211 大阪 大阪府立狭山池博物館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着200名にポストカードを贈呈 ○
無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
春季企画展「東洋のや
きもの―日本・朝鮮・中
国―」「南部靖之氏寄
贈古硯と古墨」

4月1日（日）～6月30
日（土）

アジアで育まれたさまざまな陶磁器と硯や
墨などの文房具を展示。

213 大阪 きしわだ自然資料館
「高倍率マクロ撮影に
よる元素・鉱物・結晶」

5月13日（日）
田中陵二氏（相模中央化学研究所）による
鉱物・結晶写真の講演会。

○

214 大阪 旧中西家住宅 無料開館 5月20日（日） ○
215 大阪 国立国際美術館 記念品贈呈 5月18日（金） ポストカードを贈呈 ○

216 大阪 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月18日（金）
先着100名に、きせかえポストカードまたは
トーテムポール鉛筆を贈呈

○

217 大阪 堺市博物館 展示品解説 5月20日（日） 企画展「和更紗─堺・京・長崎─」の解説 ○
218 大阪 吹田市立博物館 無料開放 5月20日（日） 全ての展示を無料で公開する ○
219 大阪 日本民家集落博物館 記念品贈呈 5月18日（金） ポストカードを贈呈 ○

220 大阪 東大阪市立郷土博物館

春の史跡ハイキング
「東高野街道沿いの
寺・民家・神社を訪ね
る」

5月20日（日）

近鉄石切駅から東高野街道のハイキング
と博物館の見学。「国際博物館の日」にち
なみ、参加者には入館料無料とし、「河内
木綿」の種を進呈。

○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開

ギャラリートーク
5月19日（土）13:00～
(予定）

企画展：「その後20年の軌跡+New！ドッキ
ングアート2012」出展作家約15名による
ギャラリートーク（予定）

222 兵庫 神戸市立小磯記念美術館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

記念品贈呈 5月18日（金）
先着50名に、開催中の展覧会に関するポ
ストカードを贈呈

神戸市立博物館開館
30年記念特別展「南蛮
美術の光と影　泰西王
候騎馬図屏風の謎」

4月21日（土）～6月3
日（日）

あさご芸術の森美術館－淀井敏
夫記念館－

206 大阪 泉佐野市立歴史館いずみさの

209 大阪 大阪市立科学館

197 京都 京菓子資料館

兵庫

223 兵庫 神戸市立博物館

207

212 大阪 関西大学博物館

210

大阪 大阪音楽大学音楽博物館

大阪 大阪人権博物館（リバティ大阪）

京都

221

○

○

○

○

○

○

○

○

館名
企画中の記念事業等 備考

（○は日博協会員館）

201 京都市美術館 ○

＃ 都道府県



 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（6/7）

黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開
記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈

第53回「技と心」セミ
ナー『基礎から学ぶ規
矩術　入門編』

5月19日（土）

規矩術の基本である曲尺の使い方をはじ
めとして、平勾配、隅勾配の関係、隅木の
落ち掛かり勾配、芽負留先の切り墨などを
例に、どう考えればよいかなどを当館技能
員が解説（要申込：5月2日締切）

鉋削り体験 4月29日（日）・5月3日

鉋（カンナ）を使って実際に気を削り、道具
のおもしろさや木の香りを体験してもらう。
技能員が実演・指導するので女性や子ど
もの方にも楽しんもらえる。

225 兵庫 たつの市立龍野歴史文化資料館 記念品贈呈 5月18日（金） 先着10名に当館発行の図録を贈呈 ○
国際博物館の日記念
歴史ハイキング

5月19日（土） 旧摂津国内の文化財を訪ね歩く。

特集展示「高畑町遺跡
展(1)　木簡・斎串・木
錘・曲物・田下駄・腰掛
形木製品～古墳時代
から鎌倉時代の木製品
～」

4月28日（土）～7月15
日（日）

高畑町遺跡から出土した木製品を展示。

227 兵庫 ＵＣＣコーヒー博物館 記念品贈呈 5月18日（金） ポストカードを贈呈 ○

展示ギャラリートーク
4月22日（日）・5月13
日（日）・5月27日（日）

当日参加者に記念品贈呈

灯芯ひき・わらぞうり作
り体験会

4月29日（日）・5月20
日（日）

当日参加者に記念品贈呈

229 奈良 香芝市二上山博物館 公開講演会
5月6日（日）13：00～
15：00

演題：「大和・河内の大王墓―前方後円墳
と畿内政権―」講師：一瀬和夫（京都橘大
学文学部教授）（予定）

○

230 奈良 葛城市歴史博物館
国際博物館の日
（2012）記念事業

4月28日（土）～6月24
日（日）

春季企画展「やまとのくすり」 ○

231 奈良
奈良県立橿原考古学研究所附属
博物館

春季特別展「三国志の
時代」関連シンポジウ
ム

4月28日（土）
展覧会関連のシンポジウムを実施。テーマ
は「倭人と越人―邪馬台国とつながる世界
―」（仮）

○

232 奈良 奈良県立民俗博物館

国際博物館の日記念
講演会「山地民俗再考
―社会変容をみすえて
―」

5月20日（日）13：30～
講師に近畿大学名誉教授野本寛一氏を迎
え、講演していただく。

○

233 奈良 奈良国立博物館 無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開 ○
「コレクション展2012―
春」フロアレクチャー

4月29日（日）
開催中のコレクション展について会場で解
説を加えながら鑑賞する。

○

「特集展示　井田照一」
フロアレクチャー

4月30日（月）
展示されている井田照一の作品について
会場で解説しながら鑑賞する。

○

「コレクション展2012―
春」鑑賞ワークショップ

5月3日（木）
展示されている一点を時間をかけて鑑賞
するワークショップを行う。

○

「人間と自然の美術」フ
ロアレクチャー

5月4日（金）
開催中の「人間と自然の美術」展を会場で
解説を加えながら鑑賞する。

○

バックヤードツアー 5月5日（土）
普段見ることのできない美術館の裏側を見
学し、美術館の仕事について理解を深めて
もらう。

○

ジャズ・ライブ 5月6日（日）
ピアノとサックスのデュオによるジャズ・コン
サートを開催する。

○

企画展「海南の植物」
4月1日（日）～3月31
日（日）

植物収蔵標本の中から、当館が位置する
海南市にゆかりの深い植物を月替わりで
毎月一種類ずつ展示して紹介する。

○

干潟の生物観察会 5月20日（日）
田辺市内之浦の干潟で見られる生物の観
察会を行う。

○

236 和歌山 和歌山市立博物館 無料開館
5月18日（金）～5月20
日（日）

全ての展示を無料で公開 ○

237 鳥取 鳥取県立博物館 記念品贈呈 5月18日（金） ○
無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

鳥取市歴史博物館　館
蔵品展Ⅱ

4月28日（土）～7月1
日（日）

鳥取市歴史博物館の館蔵品の中から、平
成19年度に行った「館蔵品展Ⅰ」以降に収
集した資料を中心に、約50点を紹介する展
覧会。

○

歴史散策・近世水道遺
構、水道谷を歩く

5月20日（日）

鳥取市に今も遺る、近世水道遺構、水道
谷を歩くイベント。博物館の調査研究成果
をもとに、水道遺構の現地を歩き、紹介す
るイベント。

○

239 岡山 岡山県立博物館
歴史体験　よろいと小
袖を着てみよう！

5月5日（土）

「こどもの日」に小中学生によろいや小袖を
実際に着用してもらう体験により本物のも
つ質感や迫力を通じて歴史を学んでもらう
とともに、家族とのふれあいの場を提供す

○

240 岡山 倉敷市立自然史博物館 無料開放 5月5日（土） 一日無料開放 ○
241 岡山 津山郷土博物館 記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にボールペンを贈呈 ○

記念品贈呈 5月18日（金） 先着30名にポストカードを贈呈 ○
第33回　夢二郷土美術
館　文化講座「もっと知
りたい竹久夢二

4月21日（土）11：00～
12：00

竹久夢二の明治期の作品と人との関わり
を紹介する。

○

243 広島 しぶや美術館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

244 広島
広島県立みよし風土記の丘　広
島県立歴史民俗資料館

国際博物館の日記念
行事「まるごと風土記
の丘体験」

5月12日（土）～13日
（日）

勾玉づくり・火起こし・土鍋炊飯の体験や
風土記の丘園内の探検。

○

245 広島 広島県立歴史博物館 記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員にペーパークラフトや解説パン
フレットを贈呈

○

246 広島 広島市こども文化科学館 無料開館 5月18日（金） （日頃から無料で公開） ○

247 広島 広島城 広島城メモリアルデー 5月26日（土）
昭和33年6月1日の開館を記念し、6月1日
直前の土曜日にボランティア等の協力を得
て館内外で様々なイベントを展開する。

○

248 山口 周南市美術博物館 無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○

226

和歌山県立自然博物館

234 和歌山

238 鳥取 鳥取市歴史博物館（やまびこ館）

兵庫 西宮市立郷土資料館

和歌山県立近代美術館

奈良 安堵町歴史民俗資料館

224 兵庫 竹中大工道具館

和歌山

242 岡山 夢二郷土美術館

235

228 ○

○

○

備考
（○は日博協会員館）

＃ 都道府県 館名
企画中の記念事業等



 2012年「国際博物館の日」記念事業一覧（7/7）

黄色は5月18日に実施される事業

事業名 実施期間 内容

日曜特別開館
5月13日（日）12:00～
17:00

山口県大学ML連携企画巡回展「風化させ
ない記憶への一歩～自然とともに～」

○

延長開館 5月18日（金）

山口県大学ML連携企画巡回展「風化させ
ない記憶への一歩～自然とともに～」の開
館時間を延長（通常は16：30までのところ、
18：00まで開館）

○

ミュージアムトーク 5月19日（土）　午前
山口県大学ML連携企画巡回展「風化させ
ない記憶への一歩～自然とともに～」に関
するミュージアムトーク

○

特別講演会 5月19日（土）　午後
山口県大学ML連携企画巡回展「風化させ
ない記憶への一歩～自然とともに～」に関
する講演会

○

記念品贈呈 5月18日（金）
来館者全員にポストカードを贈呈。くじ引き
で5名に企画展図録をプレゼント。

○

国際博物館の日記念
ワークショップ「志士の
書を書く」

5月19日（土）14：00～
16：00

同期に開催中の企画展に併せ、志士の遺
墨の書作品としての解説を聴き、実際に臨
書を行う。

○

無料開館 5月18日（金） 全ての展示を無料で公開 ○
講演会「幕末の英君・
毛利敬親」

講師：小山良昌 ○

無料開館 5月18日（金） コレクション展を無料で公開 ○

展示観覧料割引 5月18日（金）
企画展「ＡＢＣ・アートとブックのコラボレー
ション展」について、団体割引料金で公開

○

ミュージアムコンサート 5月19日（土）11:00～ ピアノコンサートを実施 ○

講演会 5月19日（土）14:00～
コレクション展関連講演会（講師：植松奎二
氏）

○

ミュージアムグッズの
特別割引

美術館友の会と連携。友の会会員は通常
は10％引きのところ20％引きに、一般の方
は定価より10％引き。

○

図録フェア
5年以上前に開催された展覧会図録（カタ
ログ）を特別価格（1冊500円以下）で販売。

○

館内レストラン「カフェ・
ミュゼ」の特別サービス

友の会会員は通常は10％引きのところ
20％引き、一般の方は定価より10％引き。

○

253 福岡 九州国立博物館 無料開館 5月18日（金） 常設展示を無料で公開 ○

254 福岡 福岡アジア美術館 ○

255 福岡 福岡県立美術館 ○

256 福岡 福岡市博物館 ○

257 福岡 福岡市美術館 ○

258 福岡 福岡市埋蔵文化財センター ○

259 福岡 「博多町家」ふるさと館 ○

260 福岡 王貞治ベースボールミュージアム ○

記念品贈呈 5月18日（金） 来館者全員にポストカードを贈呈 ○
こどもの日イベント「古
墳館へ5・5・GO！」

5月3日（木）～5日
（土）

色つき勾玉づくり、火おこし体験など、この
日しかできない体験メニュー。

○

262 鹿児島 鹿児島県立博物館 博物館まつり 5月20日（日）

科学教室・楽しい実験・ふれあいコーナー
など参加体験型イベントを実施し、自然科
学の楽しさを体験してもらいながら、博物
館の活動をより広くの方々に紹介する。

○

【注１】
群馬県博物館連絡協議会の加盟館（全80館）は以下のとおり。（○は日博協会員館）
（中毛エリア）
相川考古館○、伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館、北群馬渋川郷土館、旧アメリカンボード宣教師館、国定忠治遺品資料館、渋川市赤城歴史資料館、渋川市北橘歴史資
料館、榛東村耳飾り館、玉村町歴史資料館、前橋市粕川歴史民俗資料館、前橋市総合教育プラザ（教育資料展示室）、渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館、竹久夢二
伊香保記念館、ハラミュージアムアーク、広瀬川美術館、群馬県立文書館、徳富蘆花記念文学館○、前橋市蚕糸記念館、水と緑と詩のまち前橋文学館
（西毛エリア）
群馬県立日本絹の里、富岡製糸場、あかりの資料館、安中市学習の森ふるさと学習館、かみつけの里博物館、甘楽町歴史民俗資料館、群馬県立歴史博物館○、少林
山達磨寺、青雲塾会館（中曽根康弘資料館併設）、全国郷土玩具館、高崎市観音塚考古資料館○、高崎市榛名歴史民俗資料館、高崎市歴史民俗資料館、富岡市立岡
部温故館、吉井郷土資料館、多胡碑記念館、群馬県立近代美術館○、高崎市タワー美術館、高崎市美術館○、富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館○、富岡市
立妙義ふるさと美術館、妙義山麓美術館、夢學館・上野村現代美術館、山田かまち水彩デッサン美術館、山徳記念館、神流町恐竜センター、群馬県立自然史博物館
○、群馬サファリパーク、高崎市染料植物園　染色工芸館、群馬県立土屋文明記念文学館○
（東毛エリア）
みどり市大間々博物館（コノドント館）、相澤忠洋記念館、岩宿博物館○、大泉町文化むら　埋蔵文化財展示室、太田市立縁切寺満徳寺資料館、太田市立史跡金山城
跡ガイダンス施設、太田市立高山彦九郎記念館、太田市立新田荘歴史資料館、太田市立藪塚本町歴史民俗資料館、織物参考館“紫”○、桐生あかりの資料館、桐生
市立黒保根歴史民俗資料館、重要文化財　彦部家住宅、館林市立資料館○、大川美術館○、群馬県立館林美術館○、富弘美術館、群馬県立ぐんま昆虫の森、ジャパ
ンスネークセンター、田山花袋記念文学館
（北毛エリア）
川場村歴史民俗資料館、草津町温泉資料館、群馬県指定史跡　猿ヶ京関所資料館、嬬恋郷土資料館、中之条町歴史民俗資料館、藤原の里ふるさと村郷土館、みなか
み町月夜野郷土歴史資料館、久保田美術館、月夜野びーどろパーク　グラスアート美術館、浅間火山博物館○、草津熱帯圏、（財）三国路　与謝野晶子紀行文学館

250 山口 萩博物館

252

251 山口 毛利博物館

249 山口 梅光学院大学博物館

福岡 北九州市立美術館

5月18日（金）～5月24
日（木）

・期間中、4館の常設展観覧料を無料とす
る。
・参加施設（4館＋3施設）のうち２ヵ所のス
タンプを集めると抽選で賞品が当たるスタ
ンプラリーを実施する。
・福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジ
ア美術館で講演会を開催する。
・福岡市美術館、福岡アジア美術館、福岡
県立美術館で、学芸員やボランティアが作
品の解説などを行うギャラリーツアーを開
催する。
・福岡市博物館、福岡市美術館、福岡アジ
ア美術館でバックヤードツアーを実施す
る。
・福岡市博物館で常設展クイズ、ワーク
ショップ、ロボットショーなどを行う。
・福岡市美術館でワークショップを実施す
る。
・福岡アジア美術館でアジアの絵本の読み
聞かせや滞在作家によるトークなどを行
う。

261 熊本 熊本県立装飾古墳館

第4回福岡ミュージアム
ウィーク

5月12日（土）～20日
（日）

備考
（○は日博協会員館）

＃ 都道府県 館名
企画中の記念事業等


