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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回朝霞市博物館協議会 

開 催 日 時 

午前･午後 ２時００分から  

令和３年１０月２７日（水） 

午前･午後 ３時００分まで  

開 催 場 所 朝霞市博物館 講座室   

出 席 者 

委員１０人（金子幸男会長・茂木静枝副会長・榎本洋二委員 

・唐松善人委員・五味良子委員・酒井正弘委員  

・杉山正司委員・鈴木香織委員・陶山憲裕委員  

・利根川仁志委員）  

事務局３人（赤澤文化財課長兼博物館長・齋藤文化財課長  

補佐・浦山主任）  

会 議 内 容 

１ 令和２年度事業報告  

２ 令和３年度事業計画及び進捗報告  

３ その他  

会 議 資 料 
資料１ 令和２年度事業報告  

資料２ 令和３年度事業計画及び進捗報告  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

会長による内容確認 

その他の必要事項 

傍聴者 なし 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

（傍聴者確認）→傍聴者なしを会長へ報告 

（齋藤課長補佐による司会進行） 

（赤澤課長から挨拶） 

 

（金子会長から開会の挨拶） 

 皆さん、こんにちは。コロナの方もやっとトンネルを抜けてですね、明るい兆

しが出てきましたけど、まだ予断を許さない状況だと思っております。また、コ

ロナによって博物館のいろいろな事業が中止になって、ほんとにコロナによって、

本来の仕事が、社会教育全体がですが、できなくなっているわけですが、その中

で職員が一生懸命努力していることに対して、私どもといたしましては敬意を表

したいと思っております。また本日は令和３年度第１回の協議会でございますの

で、忌憚のない御意見をよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

（新任委員の紹介） 

（各委員の自己紹介） 

（赤澤課長・齋藤課長補佐の自己紹介） 

（齋藤課長補佐による配付資料の確認・訂正の案内） 

（齋藤課長補佐による会議開催要件についての確認及び報告） 

（金子会長へ議事進行を依頼） 

 

（金子会長） 

それではこれから議事に入らせていただく前に、本会議は公開となっておりま

す。傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。 

 

（浦山主任） 

傍聴者はおりません。 

 

（金子会長） 

 はい、分かりました。 

それでは議事に入らせていただきますが、本会議の議事録の確認ですが会長で

ある私に御一任させていただきますがよろしいでしょうか。 

 

（全員） 

 異議なし。 
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（金子会長） 

 ありがとうございます。 

本日の議題は、令和２年度事業報告、令和３年度事業報告及び進捗報告、その

他、ということになっております。３件の議事となっておりますので、よろしく

御審議のほどお願いいたします。 

 それでは、議題（１）令和２年度事業報告について事務局から説明をお願いし

ます。 

 

◎議題（１）令和２年度事業報告について 

 

（赤澤課長） 

 はい。それでは資料１．令和２年度事業報告をお開きください。令和２年度の、

２月の博物館協議会のときにあらかた御報告させていただいているのですが、新

しい委員の方もいらっしゃいますので、簡単に１年間の総まとめということで御

報告させていただきます。 

 

 まず開いていただいて資料１－１ページ、利用統計になりますが、令和２年度

は２４２日の開館日数に対して、入館・利用者数は１万６，１６７人でした。こ

ちらにつきましては、まず学校団体の利用、博学連携事業が実施できなかったこ

と、それから一般団体もやっぱり密になってしまうということで、今現在も含め

てですがお断りさせていただいているということが、非常に大きい要因の一つで

ございます。また年度当初につきましては、緊急事態宣言に伴いまして、臨時休

館等もございました。そのような中、１万６，０００人の方にいらしていただい

たということは有り難く思っております。 

 

 次に、令和２年度の事業報告になります。常設展示は考古分野、歴史分野、民

俗分野を通常どおり行いました。民俗分野の「むかしのくらし」は小学校３年生

に対応するような内容となっており、こちらは期間を限定しまして４月から１２

月までと１月から３月３１日までの実施となりました。美術・工芸分野につきま

しては、４月１日から７月１９日、そして空けて１月３０日から３月３１日まで

で行いました。昨年度第３５回企画展といたしまして、「黒目川左岸の弥生時代」

を予定しておりましたが、こちらは中止になりました。今年度第３５回企画展と

いうことは変わらないのですが、タイトル・内容等を差し替えて実施する予定で

ございます。こちらはまた、令和３年度の予定のときに発表させていただきます。

そしてその下になります、丸沼芸術の森コレクション「朝霞にファン・ゴッホ！

－日本初公開の水彩画に観るファン・ゴッホの新たな魅力－ファン・ゴッホ、シ

スレー、シャガール、珠玉の三選特別展示」につきましては、１月１６日から２
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４日までで予定していましたが、緊急事態宣言により開催延期といたしまして、

こちらが今現在、同タイトルの「朝霞にファン・ゴッホ！」ということで行って

おります。皆さんの机上にチラシもございまして、３時から御覧いただく予定で

おります。延期としたことによって、たくさんの方からいつやるのかとお問い合

わせをいただきましたが、やっと開催できることになりまして大変良かったなと

思っております。 

では続きまして、２ページを開いていただきまして、テーマ展示につきまして

は２本とも昨年度は中止とさせていただきました。先ほど金子会長からもござい

ましたが、昨年度は本当に中止が続きました。夏休みの展示は、やはり人が集ま

ってしまうということと、そもそも調査ができなかったというのもございまして、

夏は展示をする状態にはできなかったということでございます。県展作品展につ

きましては、これは今年度もですが、県で行う美術展覧会自体が中止になったた

め、この中の朝霞で出品された方の作品を集めて展示する当館での展示も併せて

中止となりました。こういった大きい展示が中止となったことに伴いまして、代

替展示として、ギャラリー展示と収蔵資料紹介展示というような形で、小さめな

展示を行いました。まずギャラリー展示の一番上の、「雑誌『ゴルフ』と朝霞ゴル

フ場」につきましては、令和元年度からの継続事業になりまして６月７日まで行

いました。こちらはまだコロナの前の時期からのものになります。「みんなあーち

すと」は例年行っているワークショップと保育園・幼稚園等との展示になるので

すが、ワークショップが開けなかったことに伴いまして展示の方も中止となって

おります。代替展示といたしまして「写真展」旧高橋家住宅の夏景色及び秋模様、

こちら８月から９月、そして１０月から１２月までの、通常ですと夏のテーマ展

示や秋の県展作品展、企画展示を行う時期に行わせていただきました。「午房地山

と武蔵野台地の横穴墓」につきましては、冬のギャラリー展示として、あらため

てどこかに調査に行くというような必要がなかったため、開催することができま

した。２月１３日から年度をまたがって今年度の６月６日まで行いました。 

続きまして、収蔵資料紹介展示のこの２本が代替展示として行ったもので、美

術のコーナーの展示エリアで行いました。期間といたしましてはギャラリー展示

の写真展、旧高橋家住宅の展示と合わせております。「教科書－学びとともにある

もの明治から現代」そして「当館における資料の三次元計測技術の試験的導入に

向けての取り組みについて」ということで、収蔵資料を中心に、学芸員の研究分

野にて、紹介をさせていただきました。 

続きまして３ページですが、「新指定 朝霞市指定有形文化財 泉水山・富士谷

遺跡出土浅鉢形土器 特別公開」です。こちらは文化財保護係の方になるのです

が、文化財保護審議委員会議を経まして今回新指定となりました市指定有形文化

財の特別公開ということで、博物館を会場に展示をいたしました。こちらは３月

から今年度の５月まで行いました。そして小さい展示なのですが、資料紹介展示、
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毎年行っている小学校１年生博物館利用授業関連展示「ワタから糸へ」、こちらは

実際小学校１年生の博物館利用授業はできなかったのですが、展示の方だけでも

ということで、玄関のところに展示をさせていただいて、ワタから糸ができるま

でを紹介させていただきました。 

そしてこちらは行ったのですが博物館実習ですね。学芸員の資格を取るための

大学の学生さんの実習生が作った小さな展示になります。収蔵資料を使いまして、

「①朝霞で楽しもう」と「②煮炊きの道具たち」ということで、実習が終わった

後の１か月間展示をさせていただきました。 

また、生体展示といたしまして、「朝霞でみられる水の生き物」「博物館で生ま

れたカブトムシ」こちらは例年どおり通年の展示と夏休みの展示ということで行

わせていただきました。 

続きまして、講座等となります。昨年度は、埼玉県立自然の博物館との研究発

表会をやらせていただきまして、「むさしのフロントあさか」にちなんだ武蔵野台

地をテーマにした講演会と研究発表を、ここを会場に行いました。こちらは１２

月５日ということで、コロナがまだ猛威を奮っていた頃なので、定員を３０人と

いうことにさせていただいて、募集等々は自然の博物館でやっていただいたので

すが、応募は３０人あったと聴いています。結果として２７人の御参加でしたが、

先方の学芸員さんの講演会、そして様々な研究発表ということで、大変こちらも

勉強になりました。 

そして歴史講座と古文書講座です。歴史講座「太田道灌状を読む」なんですけ

れども、こちらは令和元年度のときに予定していて、ちょうどコロナが始まって

しまって、完全に中止になってしまったものを今回全く同じ内容で改めて開催す

ることとなりました。こちらも定員３０人で募集させていただきまして、３回連

続で、延べ８１人の御参加がありました。 

続きまして４ページの古文書講座です。こちらは６回連続の講座の予定でした

が、１回コロナの関係で中止とさせていただきまして、全部で５回で行いました。

こちらも定員３０人で行わせていただきました。通常ですと歴史講座や古文書講

座は定員４０人くらいで募集をして少し多くなっても受け入れるというような形

でしたが、コロナの関係で３０人できっちり切らせていただきまして、ソーシャ

ルディスタンスを保っての実施となりました。 

 博物館体験教室と夏休み体験教室は、昨年度は体制がとれずに中止となりまし

たが、今年度は定員を減らして実施をしているところでございます。 

 

次に、博学連携事業につきまして、小学校６年生と３年生は体制がとれずに実

施ができず、１年生の博物館利用授業につきまして、糸車で糸を紡ぐ映像を作成

しまして、体験用の糸車とともに貸出しという形で実施しましたところ、７校か

らオファーがありまして、７校に貸出しを行いました。この博学連携事業に伴い
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まして、市内の小中学校の先生からなる博物館利用検討委員会というのがござい

ますが、こちらにつきましては、研修会等も含めまして昨年度は中止となりまし

たが、今年度は実施しております。 

続きまして５ページ、博物館実習、こちらは先ほど展示のときに申し上げまし

たが、大学生４大学から４人を受け入れました。通常もう少し人数多く受け入れ

られるのですが、昨年度は応募も含めて４人ということで、少ない人数ではあり

ましたが、少ないからこそ充実した内容となりました。 

古文書調査につきましては、市内田島地区に伝残した古文書の解読を継続して

行っておるところでございます。 

 

資料５ページの３の刊行物・広報でございます。刊行物につきましては、各展

示が中止になったことに伴いまして、ポスターやチラシ等々の発行が出来なくな

ってしまったのですが、その分、ギャラリー展示のパンフレット、報告書、こち

らは予定どおりなのですが、こちらが発行されております。丸沼芸術の森コレク

ション展につきましては、ポスター・チラシ、またチラシの増刷も行ったのです

が、１月８日に緊急事態宣言が発出されて中止が決まってしまったので、作った

物がほぼほぼ無駄になってしまったのが非常に残念なのですが、ポスター等は、

「もしよろしければ」ということで御希望の方にお配りしたところでございます。 

４番の調査研究成果といたしまして、先ほど申し上げました刊行物にもある「朝

霞市博物館調査報告書 第１０集 旗本 富永氏関連文書」、田島地区に残されま

した細田家文書から、あと旗本の富永氏に関連した文書の方を掲載させていただ

いております。 

５番、会議等につきましては、当博物館協議会を１０月３０日と２月２５日の

２回開催させていただきました。 

続きまして６ページ、最後になります。こちらにつきましては、コロナに関す

る日程表をまとめてみました。令和２年度につきましては、コロナによる臨時休

館が４月２日から５月２５日ということで、新年度早々の休館となりました。そ

して館内くん蒸は、コロナに関わらず、博物館の大切な資料を守るために実施し

なければならない重要な事業になりますので、こちらは予定どおり６月に行って

おります。各種展示・体験教室の中止、代替展示の実施、講座開催時の感染症予

防対策の実施ということで定員を半分以下に、座席の間隔を保つ、換気、現在も

行っておりますが、ドアを開放しての実施というような対策を行っております。

また、開館しているときに自由に出入りできる場所につきましても、ソーシャル

ディスタンスを保つためにイスを撤去したり、共用で使う冷水器を使用不可にし

たり、ハンズオンの展示などを下げたりなどのことを行っております。こちらは

現在も続いているところもございます。 

それではこれで、簡単ではございますが令和２年度の事業報告になります。 



7 

 

（金子会長） 

 ありがとうございました。今、令和２年度の報告がありましたが何か御意見、

あるいは質問等ありましたら。 

 

残念なのが、丸沼芸術の森コレクション展、１回計画してこれが頓挫したのが、

せっかく印刷までしてやってくださったのが中止になってしまって。今日はこれ

が見られると思いますので。 

 

何かございませんでしょうか。 

 

（利根川委員） 

 令和２年度の事業でコロナで中止になったのは残念だったのですが、その中で

も趣向を凝らして開催されたものもあると思いますが、参加していただく人数は

当初より少ないイメージなのか、その辺はいかがでしょうか。 

 

（赤澤課長） 

 講座関連は定員を減らしての実施になりましたので、定員に対して応募は結構

いただきました。古文書講座につきましては、初心者の方を優先して抽選を行い

まして、落選者が多数ありました。通常ですと受け入れてしまっているところな

のですが。代替展示に関しては、チラシ・ポスター等での広報ができませんでし

たので、限られた範囲での広報となりました。 

 

（利根川委員） 

 丸沼芸術の森コレクション展に関しては中止になったけれども、今こうやって

開催できてバージョンアップしてできているのは良いことと思いますが、せっか

く企画展とかやるに当たって、広報は限られた範囲と言っておられましたが、広

報的には、ホームページと広報あさかだけですか。 

 

（赤澤課長） 

 昨年度につきましては、通常ですとポスター・チラシを埼博連「埼玉県博物館

連絡協議会」の加盟館に、８０館９０館近くあるんですかね、そちらなどにお願

いして、興味のある方、関心のある方に情報を届けているのですが、それができ

ませんでしたので、基本的にはホームページと市の広報になりました。 

 

（金子会長） 

 あと何か。 
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（酒井委員） 

 よろしいですか。市民の立場から言うと、そういう人気のある定員オーバーす

るような講座については、できたら追加開催とかそういうことを検討してもらえ

ると非常に有り難いなと思います。費用だとかスケジュールだとか調整が非常に

大変なんだと思いますが、今はコロナで大変な時期なので難しいと思いますが明

けてから平穏な時期になったら、ぜひ検討していただければ非常にうれしいなと

思います。 

 

（金子会長） 

 こういう市民の声ですね。これが可能か不可能かスケジュールも関係あると思

いますけれども、そういうこともまた検討していただければと思います。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。 

 

（杉山委員） 

 次によろしいでしょうか。先ほど６ページにコロナの対策で現在も利用制限で

利用者アンケートを撤去しているとのことなんですが、うちの館では利用者アン

ケートやっているんですね。やはり利用者の声を聴いていかに反映するかという

ことで、アンケートの台、あるいは使う鉛筆、そういった物を徹底的に消毒して

アンケートを取っております。これは監査、事業監査の方から利用者の声を積極

的に聴くようにというようなことが毎年強い提言がありまして、このコロナ禍で

あっても順番としては特別展・常設展含めてですね、アンケート取るようにして

おりますので、その辺御検討いただいた方がよろしいかなと思います。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。共用する部分のアンケート台や筆記用具の消毒という

ところが、すごくうちの方の懸案で、なかなかスタッフの手が取れず、どうした

ものかということで引き下げたままであったのですが、今回、ゴッホ展に関連し

て窓口等での受付や、使い捨ての鉛筆を使ったりとか、少しやってみたので、本

当におっしゃるとおりアンケートは大事なので、今のところ講座関係の参加者の

みにしか取っていないので、やっぱり来館者の声を聴くというのは本当に大事だ

と思うので、今年度中にはできるように頑張ります。 

 

（金子会長） 

 職員も少ない中でやっていますけど、できればアンケート取れたらよろしいん

じゃないかと思います。 
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それから、私が思うのですが、旗本富永氏の関係資料これをちょっと見ました

けど、これだけの資料をまとめるのは大変でしたでしょう。 

 

（赤澤課長） 

 こちらは、古文書の調査員をお願いしているお二方と、前館長の関口が。 

 

（金子会長） 

 それにしてもこの資料ね。本当に大変な資料御苦労様でした。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。素晴らしい成果だと思っております。 

 

（金子会長） 

あと、何かございますか。 

３時から、丸沼芸術の森コレクション展を見学ということなので、一応進ませ

ていただきます。それで時間がありましたら、質問を前に戻っても結構ですので

お願いしたいと思います。 

 

それでは、次に議題（２）令和３年度事業計画及び進捗報告について事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

◎議題（２）令和３年度事業計画及び進捗報告について 

（赤澤課長） 

 はい、では続いて御説明させていただきます。 

 資料２をお開きいただけますでしょうか。資料２－１「令和３年度利用統計」

は１０月１日現在ということで、４月１日から９月３０日までのものになってお

ります。実績といたしましては、開館日数１４５日、入館・利用者数９，９５１

人となっております  

常設展示は通常どおりとなっておりまして、「むかしのくらし」は８月いっぱい

で一旦下げております。次に展示ですが、現在行っている丸沼芸術の森コレクシ

ョン展「朝霞にファン・ゴッホ！―日本初公開の水彩画に観るファン・ゴッホの

新たな魅力―」ということで、１０月２３日土曜日から開催しまして、２３、２

４、２５の３日間で１，５００人の来館がありました。本当に有り難いことで、

最初の土日で両方とも５００人超えだったのですが、通常やはり１日５００人の

御来館があるときは密になるような感じの印象なのですが、今回こちらの展示に

つきましては、事前予約制とさせていただいて、３０分刻みで入館時間を御案内

させていただいております。その関係で同じ時間に人が密集するということがな



10 

 

くなりましたので、１日を通していつも人がいるなという感覚はあるのですが、

「密」ではないという形で、皆さまの御協力で運営できております。こちらは室

内を３０人に保つために番号札をお渡しして管理しております。後で是非体感し

ていただければと思います。 

続きまして、第３５回企画展こちらタイトルを「はまさき～地域に遺るもの～」

としまして、１１月２０日土曜日から、丸沼展が終わってから１週間後ですが、

今鋭意準備中で、この後ろの体験学習室の方にいろいろあるのですが、これは企

画展の準備となっております。こちらは、旧浜崎村の範囲でその歴史を縦に切っ

てというか、地中に遺るものから、武蔵野線・地上で走るものまで、通史的に概

観するような内容となっております。三光院様には大変お世話になっております。

こちらも御覧いただければと思います。 

続きまして、朝霞市県展作品展につきましては、今年度も埼玉県の展覧会の方

が中止となっておりますので、やはり今年も中止となりました。県の方では、ウ

ェブでの開催をされているのですが、うちですとそれに対応することができない

ので、また来年度、県の方でどうされるかにもよるのですが、少し考えていきた

いと思っております。  

ギャラリー展示の「午房地山と武蔵野台地の横穴墓」につきましては、昨年度

からの継続事業で６月６日まで行いました。 

続きまして２ページ目ですが、「みんなあーちすと」は、ワークショップの開催

が、やはり体験的なものと自由に絵を描くスペースになるので、感染症対策をと

っての開催が難しいため、今年度も大変申し訳ないのですが中止とさせていただ

きました。 

また、「１９６４東京オリンピック」につきましては、今年度開催された２０２

０東京オリンピックに合わせまして過去大会である１９６４年の東京オリンピッ

クについて収蔵している写真資料を中心に振り返りました。こちらは当初、中央

公民館のギャラリーで行う展示だったのですが、オリンピックが無観客開催にな

ったことに伴って、そちらでの実施が中止となったため、博物館のギャラリーで

行いました。開催時期は、オリンピックとパラリンピックが行われました７月２

３日から９月５日に合わせて行いました。 

また「冬のギャラリー展示」につきましては、現在準備中です。令和４年の１

月から来年度の６月まで実施の予定です。 

また、収蔵資料紹介展示といたしまして、「朝霞と伸銅」を行いました。こちら

は、近代以降の当市の伸銅業を牽引しました大畑伸銅さんの資料について、ちょ

うどここで一次的な整理と調査が終了したところで、常設展示の伸銅分野を補足

するような意味合いで、９月４日から１０月３日の約１か月間展示を行いました。   

先ほどの「朝霞市指定有形文化財 泉水山・富士谷遺跡出土浅鉢形土器 特別

公開」につきましては、昨年度からの引き続きで５月３０日まで行いました。 
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また、資料紹介展示の「ワタから糸へ」は、こちらも昨年度からの引き続きで、

６月６日まで、そしてまたこの２月くらいから１年生の国語の「たぬきの糸車」

の時期に合わせて行う予定でございます。 

続きまして博物館実習生の展示ですが、今年度は３班に分かれて３ケースで行

いました。時期が、次の「朝霞と伸銅」とかぶりましたので、１週間だけの展示

ケースでの展示となりました。 

生体展示は今年も同じように行っております。 

 

 資料２の３ページのところに進んでいただきまして、歴史講座と古文書講座、

これから行う予定ですが、古文書講座につきましては、今のところ講師の先生か

ら１２月から開催できそうとのことでいただいておりますので、１２月から３月

の予定でございます。一応最初の予定では１月からとなっておりましたが、現状

そのような感じでございます。 

そして博物館体験教室です。今年は何とか３回できそうかなということで、先

ほど酒井委員からもおっしゃっていただいたとおり、人気のある講座はまたやろ

うということでステンドグラスですね、昨年度はできませんでしたが、令和元年

度まで非常に人気だった大人向けの美術分野での体験教室ということになりまし

て、１０月１７日に開催しました。こちらの資料が９月末までの実績になるので、

実績は書いていないのですが、実際のところ定員８人掛ける２回に対して、応募

が５５人ありました。それで、８人８人の１６人の御参加ということで倍率とし

ては３．４倍ということなので、来年度もまた継続かなという感じでございます。

ステンドグラスの、一昨年度の反省として、工程が多くて時間内にできなかった

ということがありましたので、その辺も改善して時間内に皆さんが終われるよう

にしております。ということで、来年度もできるといいなというところです。 

続きまして「おりがみで干支を折ろう！」も昨年度はできなかったのですが、

今年度は年明け１月８日で本多先生と調整中でございます。こちらは通常ですと、

どなたでも御自由にお入りくださいという形での実施なのですが、今回は定員を

設けて、みんなで寅の顔を作る折り紙を予定しております。 

そして、３月には「糸車で糸を紡ごう」を実施したいと思っております。 

また、夏休み体験教室も今年度は定員を少なくしてですが実施ができました。

子供たちも感染症対策をとって無事に開催することができました。「コースターを

織ろう」と「鏡作りに挑戦！」と「押し花のしおりを作ろう！」の三つの内容で

全部で５回行いまして、定員８人なので５回合わせて４０人受け入れられるとこ

ろを申し込み６０人ございまして、結果としては１．５倍くらいの倍率になった

のですが、人気のあるものと、余り人気のないものと偏ってしまって、鏡作りが

３．５倍の倍率で非常に人気が高かったのですが、こちら工程に時間がかかると

いうのもございまして、１日１回しかできなかったというのもあります。また非
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常に材料等々がかかるという部分があるのですが、こちらは前から考古の企画展

のときなどにやっているので、学芸員のスキルアップにもなるので、続けていけ

ればと思っております。 

続きまして４ページの博学連携事業です。こちらにつきましては、６年生は年

度当初に火おこし体験ということなのですが、こちらは出張授業がまだ調整がで

きずに中止となりました。小学校３年生の博物館利用授業につきましては、現在、

３学期で調整中でございます。バスの借上げで児童が来館するのですが、いつも

ですと２クラス、３クラスが同時に来るのですが、そうすると密になってしまう

ので、１クラスずつのピストン輸送ということで、教育指導課及び学校と調整し

ているところでございます。 

また、小学校１年生の「たぬきの糸車」につきましては、こちらはちょっと出

張授業がなかなか難しいというところがございまして、昨年度と同様、映像と糸

車の貸出ということで、現在、各学校に希望を聴いているところでございます。 

「博物館利用検討委員会」につきましては、ちょうど先週実施したところで、

先生方といろいろ検討していただき、博物館の収蔵庫の見学等々もしていただき

ました。皆さんの学校の授業でいろいろ使っていただければというところで、今

後も先生方と一緒に考えていければと思っております。 

また、博物館実習につきましては、今年度は６大学７人の実習生を受け入れま

した。その関係で展示が３班になりました。 

また古文書調査は、引き続き市内田島地区に伝残している古文書の解読を行っ

ているところでございます。 

 

そして刊行物につきましては、収蔵資料紹介展示「朝霞と伸銅」で、通常は作

らないのですが、今年度パンフレットを作成してもらいました。 

 

 令和３年度事業計画・進捗報告については以上でございます。 

 

（金子会長） 

 はい。説明が終わりましたが、何か御質問ございませんでしょうか。 

  

（利根川委員） 

 よろしいですか。ファン・ゴッホ展ですが、最初の３日間で１，５００人来た

とのことでしたが、事前予約になっていますが、今現時点での最終日までの予約

状況はどのようになっていますか。 

 

（赤澤課長） 

今、手元に持って来ていないのですが、土日は結構埋まっています。それで、
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１週間ずつに分けて募集しています。一気に募集してしまうと、後から情報を知

った方がもう一杯で入れないということになってしまうので。今週末までが第 1

期で、次来週が第２期、再来週が第３期というような形で行います。今、第２期

の２次募集をしています。１次募集で一杯にならなかったところにつきましては、

２次募集でもう１回募集して、それでも空いていたら、今日もそうですが、当日

の朝お電話いただいて来場時間の枠を押さえて、いらしていただいたときに連絡

先等を書いていただいてお入りいただくという形をとっております。 

 

（利根川委員） 

 予約方法ですが、事前予約でネットでやると伺っているのですが、状況によっ

て、電話でも可能ですか。 

 

（赤澤課長） 

 電話での予約は当日のみです。 

 

（利根川委員） 

それは、お知らせしているのですか。電話当日いいですよというのは。 

 

（赤澤課長） 

 どのくらい埋まるかは締め切ってみないと分からないので、ホームページを随

時更新して、お知らせをしています。あとは電話でお問合せがあったときに、そ

の都度そのときの最新情報での御案内をさせていただいております。 

 

（利根川委員） 

 これはあの、朝霞市のホームページから博物館のページに行く訳ですよね。こ

のチラシは配っているのですか。いろいろ。 

 

（赤澤課長） 

 はい、いろいろなところで。 

  

（利根川委員） 

 この、ホームページの案内部分をもう少し大きくしてほしかったですね。小さ

くて見にくいです。あとは、今言ったように、空き状況によっては当日、博物館

の方に電話で確認してくださいということもどこかに入れておいた方が、結局土

日がいっぱいで、５時までしかやっていないと、やっぱりなかなかお仕事されて

いる方が５時に博物館に来る、５時に来ても見られないわけなので、その辺のこ

とを、せっかくの開催で、次いつ見られるか分からない貴重な作品ということな
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ので、一人でも多く見ていただく工夫を是非していただければと思います。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。 

 

（金子会長） 

 あと何かございませんでしょうか。 

 

（酒井委員） 

 今、御紹介のあった「朝霞と伸銅」見させていただきまして、昔ここにこうい

うものがあったんだというふうに、非常に何か自分のルーツを知ったような感じ

でドキドキ、ワクワクしたのですが、これも市民の観点からですが、朝霞市は人

の出入りが激しくて、けっこう若い人が多くて、余り長年住んでいない、流動が

激しいところと聴いておりまして、そういう意味で朝霞をもっと知っていただく

という意味でいくと、市民の立場から行くと、市の文化財展とか、市の四季展と

か、朝霞の今昔展みたいな、こういうのがあると、何か非常に朝霞に愛着を持つ

なあと。実は私自身も、あそこのＶＴＲというかビデオみたいなものを見て、昔

こうだったんだ、北朝霞今はこんなに発展しているけど、昔は畑の中だったんだ、

すごいな、朝霞は発展したんだなと、意外とワクワクしたんです。そういう観点

からも、そういうものを今後企画していただくと非常にうれしいなと。この２ペ

ージに「冬のギャラリー展示」ということで、今後企画されているということな

ので楽しみにしたいなというふう思っております。いろいろ大変でしょうが、朝

霞のもっともっといい街だというのを知っていただくのも、文化財もたくさんあ

るので、展示・企画展を是非今後とも企画・検討いただければと思います。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。 

 

（杉山委員） 

私も伸銅の展示を見せていただいて、非常にいい展示だったなと思いました。

常設展示を補完するということで、ああいった展示というのは、博物館としては

非常に必要だと思います。常設展となるとごく一部なのですが、こういったちょ

っと大きめな展示になりますと、収蔵資料紹介の活用も図れますし、内容も深ま

りますし、そういうところで是非続けていただきたいなと思います。 

刊行物で一つ質問なのですが、ギャラリー展示でパンフレットを作っています

が、今回は収蔵資料紹介展示でパンフレットを作っているようなのですが、毎年

決まった展示で作るわけではないようなので、それは一つどういうことなのかと
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いうことと、後は酒井委員からもお話ありましたけど、そういった市民の要望の

ためにも、先ほど話したアンケート、どういった企画を望みますかという声を吸

い上げるということも一つ大事なのではないかなと思います。以上です。 

 

（金子会長） 

 ありがとうございます。まあいろいろと注文がありますので、できる範囲でい

ろいろ研究していただければと思いますけど。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。パンフレットですが、通常は、冬のギャラリー展示と

県展作品展のときにパンフレットを作るのですが、その辺が中止となった分の予

算がありましたので、今年収蔵資料紹介展示を実施するに当たって、せっかくな

ので是非パンフレットを作ってほしいと担当者にお願いし作ってもらいました。

とてもいい物ができたと思います。 

 

（杉山委員） 

 良かったと思います。 

 

（赤澤課長） 

 常設展示でのパンフレットが特にないので、そういった意味でも伸銅をちょっ

と紹介するのに、何か紙媒体の物が欲しいなというところがあったので、これを

機会に作らせていただきました。 

 

（金子会長） 

 あの、特に小学生と博学連携があるので、唐松先生、何か小学校の立場でござ

いませんか。 

 

（唐松委員） 

 はい、博学連携、昨年度は新型コロナウイルス感染症のことで活用できなくて

申し訳なかったのですが、１０月１９日火曜日にちょうど博物館検討委員会の方

させていただきまして、小学校と中学校の教諭１５人と、朝霞市教委校長会・教

頭会で参加させていただいて、今年度の利用について検討させていただいたとこ

ろです。 

具体的に目に見えるものとかインパクトのあるものは、とても子供にとって印

象深いので、そういう物を活用していただけるとありがたいと思いますし、今、

小学校も中学校もオンライン学習がとても盛んになっているのですが、オンライ

ン学習もいい面がたくさんありますが、一方で実物とか本物に触れるメリットと
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いうのも学校教育では大切にしていかなければいけないものなので、バランスを

とりながら学校としては年間計画に基づいてやっていきたいと思いますので、い

ろいろお力を貸していただく場面も多いと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（赤澤課長） 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 

（金子会長） 

 中学校の方の関係はいかがでしょうか。 

 

（鈴木委員） 

 中学校の方は、さっきちょっとお話ししたのですが、美術の時間を使ってちょ

っと連携を図って見学に来させてみようかという話が今出ています。あと部活動

も美術部というのもありますので、部活動の生徒がこちらに来て見学するという

ことは、以前もやっていたようなので、今年もこの後やろうかなと思っています。 

 

（赤澤課長） 

 今、中学校と調整中で、来週・再来週の平日のどこかで学校が来られる時間で

考えております。ちなみに五中の美術部は、１１月６日土曜日のギャラリートー

クに御参加いただくことになっております。 

 

（金子会長） 

 やはり、丸沼さんが朝霞市においてこれだけの資料をたくさん持っていて、そ

れで博物館と連携とって、はっきり言って博物館では、小さい博物館ですけど、

こんな素晴らしい展示できるなんてことは、朝霞市民にとっては有り難いことな

んですね。これやはり丸沼さんの協力あってのことなんですけど、ほんとにいい

企画をこれからもやっていっていただきたいなと思います。 

 

 文化財の関係で何かございませんか。 

 

（陶山委員） 

 先ほど、通年というか継続してやっているというのがありましたが、コロナで

すから、あのとき行けなかったという人は、中止ではなくて延期という形でいろ

いろなところでやれば、もっともっと、見落とすことがないのではと思います。 
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（金子会長） 

 はい、ありがとうございます。 

県の近代美術館の五味さん、何か全体的な意見でも結構ですけど。何でも結構

ですから、思ったことを言っていただいてね。 

 

（五味委員） 

 はい。今年は埼玉県の県展の開催が難しくて、来年もちょっとどうなるかまだ

見通しが立っていない状況であるのですが、また前と同じように、たくさんの方

が楽しみにされていて、こちらの朝霞の方も楽しみにされていると思いますので、

来年は是非一緒にできたらいいなと思っております。 

 

（赤澤課長） 

 近代美術館で展示されるので、県展は。主催は別の部局なのですが、出来ると

いいなと思います。 

 

（金子会長） 

 では、榎本さん、最後に何か。 

 

（榎本委員） 

 今、丸沼のコレクションでゴッホ展やっておりますけど、先ほど利根川さんの

方から御指摘あったように、ちょっと丸沼側の反省ではあるのですが、ちょっと

案内の情報量が多くて大分何ていうか混乱している部分があるようなんですよ。

直接、ファン・ゴッホはここですよねと芸術の森の方に来て、昨日もお一方ちょ

っとお送りしたのですけどね。だからその辺を今後の反省として、やっぱりアナ

ウンスの形というか要点を絞って分かりやすく、そういう企画も前もって。今回

ちょっと時間があまりなかったですから、その辺が少し詰め切れなかったかなと

いうことも含めまして反省して今後に生かしていくと。 

 

（金子会長） 

 ありがとうございました。あとその他の方で何かございますでしょうか。 

 

（赤澤課長） 

 では、事務局の方から、次回は２月に開催を予定しております。寒い時期です

がよろしくお願いします。また昨年度、こちらの協議会でもお話に上がって、利

根川議員の方から御提案いただきました展示ケース、こちら現在仕様を鋭意作成

中で、２月のときにはお披露目できるのではないかと思っております。皆様にも

いろいろ御意見を頂きましてありがとうございました。それを是非お披露目でき
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ればと思っております。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

（金子会長） 

もう、この後ですね、展示を見ていただくことになりますので。 

ここで議長の席をここで降ろさせていただきます。御協力ありがとうございま

した。 

 

（齋藤課長補佐） 

 それでは、閉会の言葉を、茂木副会長にお願いいたします。 

 

（茂木副会長による閉会の挨拶） 

 皆さん、いろいろな御意見を頂きましてありがとうございます。この講座のこ

とですけれど、中止、中止、中止という言葉があると、残念だなというのがすご

くありました。今度は中止がないという状況になると、もうちょっと楽しく博物

館に来られるかなという思いを持っておりますので、また皆さんの御意見を頂き

ながら、博物館を盛り上げていけたらなと思っております。 

 これで、令和３年度の第１回博物館協議会を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

（齋藤課長補佐による展示見学の案内） 

 


