国際博物館会議(ICOM)地方博物館国際委員会(ICR) 年次大会 in 京都（オフサイト・ミーティング）
国際フォーラム： エコミュージアムと地域博物館
開 催 日： 令和元年（2019 年）9 月 5 日（木）
時
間： 10 時～19 時 30 分
場
所： 大念佛寺ほか（平野・町ぐるみ博物館） ※大念佛寺（大阪市平野区平野上町 1-7-26）
主
催： ICOM 地方博物館国際委員会（ICR）
、小規模ミュージアムネットワーク（SMNJ）
、日本エ
コミュージアム研究会（JECOMS）
、ICOM 日本委員会
特別協力： 平野・町ぐるみ博物館
協
力： ICOM 人材育成国際委員会（ICTOP）
ICR 年次大会 in 京都のテーマ：
文化・自然遺産の持続可能な利用を促進する地域博物館
Regional museums encouraging sustainable use of cultural and natural heritage
ICR 年次大会 in 京都の趣旨
当該地域社会にさまざまな形で貢献することが求められている地域博物館は、文化遺産や自然
遺産に関する伝統を尊重し、保存し、また発信する上での責任あるパートナーとして、どのような
形で積極展開することができるでしょうか。地域博物館はさまざまな分野の専門家に共鳴し、また
協力して有形・無形の遺産を収集しています。そして地域博物館は、とりわけ自然資源に関する習
慣や伝統的慣行を保護する際に、そうした保護を求める声が多くの人々の耳に届きにくい層の
人々の声を代弁する存在となっています。このことから、地域博物館は、植栽、収穫、漁業、畜産
業などの伝統の蓄積と、持続可能な未来のための文化環境や自然環境の効果的な管理の蓄積のた
めに、博物館学的領域を過去、現在、未来の環境問題を含むものに広げる必要があるといえます。
ICR 年次大会 in 京都のキーワード：
・エコロジー
・地域博物館
・地域コミュニティ
・博物館の定義
・持続可能性
[当日プログラム]
08:00 ホテルユニゾ京都四条烏丸 集合 ※ICOM 京都大会参加者のみ対象
08:05 ホテルユニゾ京都四条烏丸→堀川通（徒歩約 5 分）
08:15 堀川通 発
08:15 バス移動（約 1 時間 30 分）
10:00 平野・町ぐるみ博物館（大念佛寺 駐車場） 着
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 日本刀鍛錬 実演（大念佛寺にて 12:00 まで） ※京都→平野のバスを利用しない参加者合流
10:30 平野・町ぐるみ博物館 自由見学（住民によるお茶の提供、華道、書道、昔遊びなど）
└12:30-13:30
昼食（地元住民が無料で提供） ※大念佛寺ホール「延喜殿」3 階
1

└12:00-13:30

ポスターセッション ※大念佛寺ホール「延喜殿」3 階
テーマ： 理論、実践、歴史研究
Meng (Cindy) TIAN（中国）
テーマ： 事例研究
Shelly SHENHAV（イスラエル）
Siyan YU（中国）
Thom GATEWONGSA（タイ）
テーマ： エコミュージアム、エコロジー、文化・自然環境
Elena ELTC, Elena DYAKOVA（ロシア）
Noboru SAKAMOTO, Seiichi OKUYAMA, Fumika NISHI, Miyuki KAKUMASA, Kota
NOMOTO（日本）
Thaveesilp SUBWATTANA, Narawit DAOREUANG（タイ）
Tajana UJČIĆ, Katarina MARIĆ（クロアチア）
Yen-Chun (Ann) CHEN（台湾）
Luigi P. ZENI（スイス）

オフサイト・セッション 「国際フォーラム： エコミュージアムと地域博物館」
※大念佛寺ホール「延喜殿」3 階 ※同時通訳付き（英→日）
：80 名分（申込先着順）
└13:30-13:40
開会の挨拶
Irena ŽMUC（ICR 委員長）
└13:40-14:10
基調講演１： 座長 五月女賢司（ICR 理事・事務局長、吹田市立博物館）
「地域博物館は地域の文化資源を再確認する」
基調講演者： 布谷知夫氏（三重県立総合博物館 特別顧問、全日本博物館学会 会
長）
└14:10-14:30
基調講演２： 座長 五月女賢司（ICR 理事・事務局長、吹田市立博物館）
「体感して欲しい町ぐるみ博物館」
基調講演者： 川口良仁氏（平野・町ぐるみ博物館コーディネーター、全興寺住職）
└14:30-14:50
休憩（茶・コーヒー）
└14:50-16:10
セッション１： 座長 Jane LEGGET（ICR 理事／オークランド工科大学ニュージーラ
ンド観光学研究所）
テーマ： エコミュージアム、エコロジー、文化・自然環境（ICR、SMNJ）
└14:50-15:03
Glenn C. SUTTER, Tobias SPERLICH, Leah O’MALLEY（カナダ）
└15:03-15:16
Olga BUROVA（ロシア）
└15:16-15:29
Safoura KALANTARI（イラン）
└15:29-15:42
Zhen-Hui (Dennis) LIU, Chin-Liang HO, Yu-Ching LAI（台湾）
└15:42-16:03
小さいとこリレートーク（小規模ミュージアムネットワーク）
はじめに: Michiyo TAKADA（高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川））
Kenji SAOTOME（吹田市立博物館）
事例１:
Tomoyuki NAKAO（大阪府立弥生文化博物館）
事例２:
Kazuhiro FUKUDA（八尾市立しおんじやま古墳学習館）
事例３:
Akiko KAWASHIMA（吹田市立博物館）
事例４:
Yumiko KINOSHITA（堺自然ふれあいの森）
事例５:
Keizo KAKIUCHI（篠山チルドレンズミュージアム）
おわりに: Kenji SAOTOME（吹田市立博物館）
└16:03-16:10
ディスカッション
└16:10-17:05
セッション２： 座長 井上敏（桃山学院大学）
テーマ： エコミュージアム、エコロジー、文化・自然環境（JECOMS）
13:30

└16:10-16:25
└16:25-16:40
└16:40-16:55
└16:55-17:05

Hideo YOSHIKANE（日本）
TBD
TBD

ディスカッション
総括、閉会の挨拶
オフサイト・セッション 終了

17:05-17:15

17:15
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17:30

夕食（地元住民が無料で提供）

平野夏祭りフェスティバル（大念佛寺）
平野吹奏楽団とだんじり囃子の共演
西脇組だんじり出演
「平野の映像」上映
19:30 フェスティバル 終了
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20:00 平野・町ぐるみ博物館（大念佛寺 駐車場） 発 ※ICOM 京都大会参加者のみ対象
20:00 バス移動（約 1 時間 30 分）
21:30 堀川通（ホテルユニゾ京都四条烏丸 付近） 着
18:00

ICR 年次大会 in 京都オフサイト・ミーティング登録方法
以下の情報を下記メールアドレスにお送りください（どなたでも参加可能です）
。
1. 氏名
2. 所属先
3. 所属する国際委員会名と ICOM 会員番号（該当者のみ）
4. 京都⇔大阪間のバスを使用しますか？Yes/No ※ICOM 京都大会参加者のみ対象
5. 口頭発表の同時通訳機器を希望しますか？Yes/No（英→日） ※80 名（申込先着順）
6. E-mail アドレス
 登録締切日：8 月 20 日（火）
 五月女 賢司（ICR 理事・事務局長／ICOM 京都大会運営委員会委員）まで
saotome_kenji@hotmail.com / saotome.kenji@gmail.com
 参加費は現地で徴収予定（ICR 非会員：3,000 円、ICR 会員：無料）
 バス乗車の最大催行人員は 48 名（申込先着順）

参考：ICR の全体プログラム
ICR プレ・カンファレンス（大阪）
・2019 年 8 月 31 日 吹田市立博物館、茨木市立キリシタン遺物史料館、高雲寺
※ICR 会員のみ対象
ICR セッション・プログラム
・2019 年 9 月 1 日
諮問協議会会議、国内委員長・国際委員長会議
・2019 年 9 月 2-4 日 ICR 年次大会（セッション、総会、理事選等）
※9/4 は同時通訳付き（30 名分）
・2019 年 9 月 5 日
ICR 年次大会 in 京都 オフサイト・ミーティング（平野・町ぐるみ博物館）
※9/5 は同時通訳付き（80 名分）
・2019 年 9 月 6 日
エクスカーション
・2019 年 9 月 7 日
全体総会、諮問協議会会議
ICOM ポスト・カンファレンス（北海道）
・2019 年 9 月 8-10 日 北海道伊達市、洞爺湖町、白老町、平取町
ICR 理事会
・2019 年 8 月 31 日
・2019 年 9 月 1 日
・2019 年 9 月 4 日
・2019 年 9 月 7 日

吹田市立博物館
国立京都国際会館
国立京都国際会館
国立京都国際会館
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