
令和３年度 中野市立博物館協議会次第 

 

日時：令和３年６月24日(木) 午後２時～ 

会場：中野市立博物館 大研修室 

１ 開会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 会議事項 

 (１)令和２年度 博物館事業実績について                 資料１ 

 

 

 (２)令和３年度 博物館事業計画について                 資料２ 

 

 

 (３)その他 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 



氏名 選出区分 所属団体等 選任理由

1
大西
おおにし

　浩
こう

次
じ

（会長）
学識経験者

長野工業高等専門学校
一般科　教授

　専門である重力レンズ研究の視点や幅
広い天文学の知識から、博物館プラネタ
リウム運営を含む自然科学分野について
貴重なご意見をいただくことができる。

2 水澤
みずさわ

　教子
きょうこ

（会長職務代理者）

学識経験者
長野県立歴史館
学芸部総合情報課
専門主事兼学芸員

　埋蔵文化財に対する深い知識とその活
用や、柳沢遺跡の銅戈・銅鐸を所蔵する
当館において、その専門性に関わるご意
見をいただくことができる。

3 志
し

川
がわ

　真一
しんいち

学校教育関係者
中野小学校

校長

　学校教育現場の経験を通して、学校教
育と博物館の連携に関する貴重なご意見
をいただくことができる。

4 菅沼
すがぬま

　住
すみ

子
こ

公募 個人

　市民の視点から博物館の運営に対し意
見をいただけるとともに、市民と博物館
との連携の橋渡しとしての役割が期待さ
れる。

5 田
た

端
ばた

　智
とも

子
こ

公募 個人

　市民の視点から博物館の運営に対し意
見をいただけるとともに、市民と博物館
との連携の橋渡しとしての役割が期待さ
れる。

6 宮下
みやした

　 宏
ひろし

学識経験者
公益社団法人信濃教育会

教科用図書研究部
部長

　信濃教育会所属の教育関係者としての
豊富な経験と知識から、博物館事業に対
して貴重なご意見をいただくことができ
る。

7 山崎
やまざき

　 圭
けい

学識経験者
中央大学文学部

教授

　専門である日本近世史（地域社会論）
研究に関する視点から、博物館事業につ
いて貴重なご意見をいただくことができ
る。

8 山
やま

田
だ

　正彦
まさひこ

社会教育委員 中野市社会教育委員

　社会教育という視点で、博物館の運営
に貴重なご意見をいただくことができ
る。
（関うた子委員の社会教育委員任期満了
にともない交代）

9 湯
ゆ

本
もと

　 巖
いわお

学識経験者
高井地方史研究会

会長

　地域の歴史研究団体の代表としての立
場から、博物館事業に対して貴重なご意
見をいただくことができる。

任期　令和２年６月１日～令和４年５月31日

中野市立博物館協議会委員名簿
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資料１ 

 

令和２年度 中野市立博物館事業実績 

 

 

１ 令和２年度月別入館者数 

 ４月２日(木)～５月15日(木)、７月30日(木)～８月７日(金)は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため閉館 

月 展示室 プラネタリウム 研修室等 講座利用者 総 計 

４月 0(   375) 0(   609) 0(     6) 0(    71) 0( 1,061) 

５月 26(   270) 0(   736) 0(     3) 0(   133) 26( 1,142) 

６月 77(   300) 122(   429) 0(    11) 40(   206) 239(   946) 

７月 127(   567) 238(   633) 0(    89) 64(   115) 429( 1,404) 

８月 159(   350) 198( 1,282) 0(     7) 47(   276) 404( 1,915) 

９月 229(   302) 281(   480) 0(    13) 53(    60) 563(   855) 

10月 374(   255) 487(   429) 0(    12) 157(   194) 1,018(   890) 

11月 266(   220) 312(   322) 0(     3) 63(    92) 641(   637) 

12月 54(    71) 56(   178) 0(     3) 21(   196) 131(   448) 

１月 114(   153) 118(   259) 0(     3) 39(   122) 271(   537) 

２月 139(    61) 186(   207) 0(     6) 51(    93) 376(   367) 

３月 182(    51) 244(     0) 0(     0) 132(     0) 558(    51) 

計 1,747( 2,975) 2,242( 5,564) 0(   156) 667( 1,558) 4,656(10,253) 

※( )内の数値は令和元年度実績 

 

２ 博物館企画展 

 ・特別展『高橋由一「第11代山田荘左衛門顕善像」』(常設展示室) 

   ７月22日(水)～８月31日(月) 観覧者数219人 

 ・『信州中野 きのこ生産の歴史と未来－ナカノノチカラ きのこパワー2020－』(エントランス) 

   ９月４日(金)～11月30日(月) 観覧者数2,697人（日本きのこマイスター協会主催） 

 ・冬季企画展『中野縣－近世から近代への 11か月－』(常設展示室) 

   11月21日(土)～１月31日(日) 観覧者数278人 

 ・『かるたで知る民具の世界（前期）』(エントランス) 

   ２月３日(水)～３月12日(金) 観覧者数619人 

 ・『かるたで知る民具の世界（後期）』(エントランス) 

   ３月17日(水)～４月18日(日) 観覧者数665人 
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３ プラネタリウム投影 

 ・プラネタリウム番組 

   『名探偵コナン 星影の魔術師』『リーフ サンゴ礁を旅して』 

     ※人数制限、１日３回（11:00～、13:00～、15:00～）投影 

 ・プラネタリウム特別投影 

   夏休み特別投影  ８月８日(土)～８月16日(日) 117人 

   冬休み特別投影  12月26日(土)～１月６日(水) ９人 

   春休み特別投影  ３月20日(土)～３月31日(水) 104人 

 ・プラネタリウム平日・夜間企画投影 

   平日投影  10月７日(水)・21日(水)・28日(水)、11月 18日(水)、12月２日(水)、１月

13日(水)・20日(水)、２月３日(水)・24日(水)  21人 

   夜間投影  10月14日(水)・28日(水)、11月11日(水)・25日(水)、12月９日(水)・23日

(水)、１月 13日(水)・27日(水)、３月 10日(水)・24日(水)  66人 

 

４ 博物館講演会 

 ・８月９日(日) 天文講演会『宇宙が膨らんでるってホント？－加速膨張する宇宙の謎－』 

   講師：三澤 透（信州大学教授）【延期】 

 ・10月17日(土)  天文講演会『宇宙が膨らんでるってホント？－加速膨張する宇宙の謎－』 

   講師：三澤 透（信州大学教授） 参加者数61人 

 ・11月22日(日) 冬季企画展講演会『激動の明治期と中野県』 

   講師：寺島正友（(仮称)山田家資料館管理調査員） 参加者数23人 

 ・３月14日(日) 『描かれた弥生の祭人－長野市東町遺跡の絵画土器をめぐって－』 

   講師：清水竜太（長野市埋蔵文化財センター研究員） 参加者数18人 

 

５ 博物館講座 

 ・古文書講座 全10回（月１回開催、第３火曜日） 参加者数60人 

   ６月17日(水)～３月17日(水) 講師：大滝主査 

 ・豊田の石仏を調べよう 全８回（月１回開催、第１土曜日） 参加者数40人 

   ６月６日(土)～３月６日(土) 

 担当：大滝主査、橋本学芸員（６月）、細野学芸員（11月～３月） 

 ・野鳥観察会 全９回（月１回開催、第３土曜日） 参加者数76人 

   ６月20日(土)～３月20日(土) 講師：本村主査（生涯学習課） 

 担当：橋本学芸員（６月・７月）、小林副館長（８月～10月）、細野学芸員（12月～３月） 

 ・植物観察会 全９回（月１回開催、第４土曜日） 参加者数88人 

   ６月27日(土)～２月27日(土) 講師：清水照雄 

   担当：橋本学芸員（６月・７月）、大滝主査（８月～11月）、細野学芸員（11月～２月） 

 ・星空観望会 １回 講師：信州中野天文同好会 

   「夏のほしぞらを見よう！」 ８月９日(日)【中止】 

   「秋のほしぞらを見よう！」 10月17日(土)【中止】 

   「土星と木星の超大接近を見よう！」 12月19日(土)【中止】 
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   「早春のほしぞらを見よう！」 ３月13日(土) 参加者数19人 

 ・学芸員お散歩講座 全３回 参加者数 46人 

   「弥生時代の歴史見て歩き－栗林遺跡と南大原遺跡－」 

11月８日(日) 講師：柳生学芸員 参加者数18人 

   「中野陣屋周辺を歩く」 11月29日(日) 講師：大滝主査 参加者数14人 

   「絶景を見ながら考える！－なぜ十三崖のチョウゲンボウ繁殖地は世界的に希少なのか？－」 

               ３月20日(土) 講師：本村主査（生涯学習課） 参加者数 14人 

 ・ふるさとレポート発表会 １回 ３月 14日(日) 参加者数 18人 

   「中野県庁跡（中野陣屋跡）を掘る－150年目の節目に－」 柳生学芸員 

   「山田家「大地震日記」に見る善光寺地震」 大滝主査 

   「かるたの成立と派生について－民俗資料を調べる」 細野学芸員 

   「長野県中野市で繁殖するチョウゲンボウのメスはどこで何をしているか？」 

                                 本村主査（生涯学習課） 

   「植物観察会成果報告」 湯本明雄（植物観察会講座参加者） 

 

６ 体験講座(キッズアカデミー・ワークショップ) 

 ・７月23日(木) 「こどもパソコンIchigoJamを作ってみよう！」 参加者数13人 

 ・７月26日(日) 「勾玉をつくろう」 参加者数８人 

 ・８月１日(土)～10日(日) 「目指そう未来のロボコン戦士」【中止】 

 ・８月２日(日) 「縄文土器と土偶づくり」【延期】 

 ・８月８日(土) 「しまちゃんのおもしろ理科実験」【中止】 

 ・８月９日(日) 「まが玉をつくろう」(サマースペシャルミュージアム)【中止】 

 ・８月９日(日) 「民具を使ってみよう」(サマースペシャルミュージアム)【中止】 

 ・８月９日(日) 「すごろく体験」(サマースペシャルミュージアム)【中止】 

 ・８月23日(日) 「縄文土器と土偶づくり」 参加者数 12人 

 ・９月６日(日) 「縄文の糸でブレスレット」 参加者数５人 

 ・９月19日(土) 「こどもパソコンIchigoJamを作ってみよう！」 参加者数９人 

 ・９月26日(日) 「拓本で縄文土器の模様のしおりをつくろう」【中止】 

 ・10月10日(土) 「こどもパソコンIchigoJamを作ってみよう！」 参加者数11人 

 ・11月22日(日) 「選んで作る！電子工作」【中止】 

 ・12月20日(日) 「植物と染めよう～マリーゴールド～」 参加者数５人 

 ・１月31日(日) 「My羽子板に描こう！」 参加者数６人 

 ・２月11日(木) 「勾玉をつくろう」 参加者数16人 

 ・３月６日(土) 「AMラジオをつくろう！」 参加者数８人 

 ・３月６日(土) 「光とメロディーが流れる電子ごまをつくろう！」 参加者数10人 

 ・３月25日(木)～29日(月) 「目指そう未来のロボコン戦士」(５日間) 参加者数 36人(延べ) 
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７ 団体利用状況 

 ・６月12日(金) 高社小学校特別支援学級(展示室・プラネタリウム) 児童11人・職員５人 

 ・８月28日(金) ひよこ幼稚園(プラネタリウム)【延期】 

 ・９月７日(月) らいふサポートりんどう(展示室・プラネタリウム) 手帳保持７人・職員３人 

 ・９月９日(水) 延徳小学校４年生(展示室・プラネタリウム) 児童28人・職員２人 

 ・10月９日(金) 平野小学校１年生(展示室・プラネタリウム) 児童87人・職員６人 

 ・10月16日(金) 栗ヶ丘小学校４年生(展示室・プラネタリウム) 児童100人・職員５人 

 ・10月21日(木) たかやしろ保育園(プラネタリウム) 園児54人・職員９人 

 ・10月26日(月) 長野養護学校中等部(展示室・プラネタリウム) 児童14人・職員９人 

 ・11月２日(月) みんなのムム(展示室) 手帳保持８人・職員６人 

 ・11月６日(金) ひよこ保育園(プラネタリウム) 園児19人・職員４人 

 ・11月12日(木) 山ノ内西小学校４年生(展示室・プラネタリウム) 児童26人・職員２人 

 ・11月20日(金) 中野市社会福祉協議会(展示室・プラネタリウム) 手帳保持10人・職員４人 

 ・11月25日(水) 日滝小学校４年生(展示室・プラネタリウム) 児童61人・職員３人 

 ・１月22日(金) 三水小学校４年生(展示室・プラネタリウム) 児童29人・職員３人 

 ・２月５日(水) 高山小学校特別支援学級(展示室・プラネタリウム) 児童13人・職員５人 

 ・３月３日(水) 高社小学校４年生①(展示室・プラネタリウム) 児童29人・職員２人 

 ・３月10日(水) 高社小学校４年生②(展示室・プラネタリウム) 児童29人・職員２人 

 ・３月11日(水) 高社小学校４年生③(展示室・プラネタリウム) 児童29人・職員２人 

※太字は市内施設・団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

資料２ 

 

令和３年度 中野市立博物館事業計画 

 

 

 

１ 令和３年度事業経過（４月・５月） 

 

博物館入館者 

月 展示室 プラネタリウム 研修室等 講座利用者 総 計 

４月 75(     0) 206(     0) 0(     0) 56(     0) 337(     0) 

５月 186(    26) 488(     0) 3(     0) 180(     0) 857(    26) 

計 261(    26) 694(     0) 3(     0) 236(     0) 1,194(    26) 

※( )内の数値は令和２年度実績 

 

博物館企画展 

 春季企画展「中野市の歴史を掘る－下小田中遺跡の調査から－」 

令和３年４月28日(水)～６月21日(月) 

 

プラネタリウム投影 

 【土・日・祝日】『ポケットモンスター オーロラからのメッセージ』『リーフ サンゴ礁を旅し

て』『名探偵コナン 星影の魔術師』 

          ※１日３回（11:00～、13:00～、15:00～）投影、６月から番組変更 

 【平日】『ナナとハチ～ちきゅうにおちてきたネコのものがたり』『太陽～私たちの母なる星～』 

          ※第２・第４水曜日各２回（10:00～、13:30～）投影、６月から番組変更 

 【夜間】「アフター７」ヒーリングプラネタリウム 

   ４月14日(水)・28日(水)、５月12日(水) 各回 19:00～ 

 

博物館講座 

 「古文書に見る江戸時代の中野」（２回、参加者数 14人） 

    講師：大滝主査 

 「考古資料で読み解く中野の古代史」（２回、参加者数 16人） 

    講師：柳生学芸員 

 「中野市の野鳥を科学する」（２回、参加者数23人） 

    講師：本村主査(生涯学習課)  担当：細野学芸員 

 「身近な植物から考える中野市の自然」（２回、参加者数 26人） 

    講師：清水照雄  担当：細野学芸員 

 「路傍の石神・石仏を探る」（１回、参加者数11人） 

    担当：大滝主査 
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キッズアカデミー 

 ５月23日(日) 「カブトをつくろう」 参加者数８人 

 

星空観望会 

 ４月10日(土) 「早春のほしぞらをみよう！」 講師：信州中野天文同好会 参加者数 25人 

 ５月26日(水) 「皆既月食をみよう！」 講師：信州中野天文同好会 参加者数 105人 

 

 

２ 令和３年度事業計画 

 ○秋季企画展の開催（企画中） 

 ○各種講座・講演会、キッズアカデミー、ワークショップ等の実施 

   博物館講座 

    「路傍の石神・石仏を探る」（毎月第１土曜日、9:30～12:00） 

    「古文書に見る江戸時代の中野」（毎月第３水曜日、18:30～20:00） 

    「考古資料で読み解く中野の古代史」（毎月第３金曜日、14:00～15:30） 

    「中野市の野鳥を科学する」（毎月第３土曜日、8:30～11:30） 

    「身近な植物から考える中野市の自然」（毎月第４土曜日、9:30～12:00） 

   博物館講演会 

    「天文講演会」(講師：信州大学教授・三澤透) ８月７日(土) 18:00～19:30 

   キッズアカデミー 

    「こどもパソコン IchigoJam～プログラム扇風機～」 ６月19日(土) 13:30～16:00 

    「六角ランプをつくろう」 ６月 27日(日) 9:30～12:00 

    「植物で染めよう～藍の生葉～」 ７月25日(日) 9:30～12:00 

    「電子工作 FMラジオをつくってみよう！」 ７月 31日(土) 13:30～16:00 

    「目指そう未来のロボコン戦士」(５日間) ８月１日(日)～８月６日(金) 9:30～12:00 

      ※以降、１か月に１回程度開催 

 ○プラネタリウム投影 

 【土・日・祝日】『ポケットモンスター オーロラからのメッセージ』(11:00～、15:00～)『ヤド

カリくん、ほしをみに』(13:00～) 

          ※１日３回（11:00～、13:00～、15:00～）投影 

 【平日】『ヤドカリくん、ほしをみに』(10:00～)、『太陽～私たちの母なる星～』(13:30～) 

          ※第２・第４水曜日各２回（10:00～、13:30～）投影 

 【夜間】「アフター７」ヒーリングプラネタリウム 

          ※第２・第４水曜日 19:00～ 

 【特別投影】夏休み・冬休み・春休み期間中に実施予定 

 【星空観望会】「初夏のほしぞらをみよう！」 ６月12日(土) 19:00～21:00 

        「夏のほしぞらをみよう！」 ８月７日(土) 19:40～21:00 

          ※年４回開催 

 ○ふるさとレポート発表会の開催（令和３年度末開催予定） 


