
次の方々から貴重な資料をいただきました。ありがとうございました。

■3月・4月・5月・6月の休館日
3月30日　4月6日、13日、20日、 27日    5月7日、11日、18日、25日
6月1日、8日、15日、22日、29日　　

■ご利用のご案内

■あい愛バス

■交通

7
3

6

木漏れ日のさすような、半
日陰の少し湿り気のある所
に生えます。スミレの仲間
のように、後ろに距（きょ）
を持つ赤紫色の花が特徴。
写真は文化の森の北の森入
口で撮影しました。

ムラサキケマン（ケシ科）

第20 回「春・朗読の一日」 みのかも annual  2020

●日  時
●会  場

ミュージアムフォーラム
史料から読み解く明智光秀

ワークショップ

緑のホール
5月 10 日（日）

5月 31 日（日）

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

４ 19月 日 日 10：00 ～ 17：00
緑のホール

　みのかも文化の森は2000年10月に開館し、今年20周年を迎えます。そこで、美濃加茂市出身で当館のロゴマー
クを作成していただいた zoomic 森美佳さんを講師にお招きし「開館２０周年記念シンボルマーク作成ワーク
ショップ」を開催しました。参加いただいた、デザインやイラストに興味がある高校生は、森さんからデザイナー
の仕事やロゴマークを作成する上でのポイントを教えていただいた後、思い思いのロゴマークを作成しました。
今回、そのデザイン案を基にこのシンボルマークを作成しました。

入場無料

開館20周年記念シンボルマークが決まりました！

意見やアイデアを出し合います。 デザインが集まりました。

日

●会   場

●観覧料

企画展示室

200 円

4月 27日 ,５月７日 ,11 日 ,18 日 , 25 日 ,6 月 1日

かるちすとくらぶ会員
及び高校生以下は無料

25

　江戸時代まで書かれていた「古文書」（こもんじょ）というものは、崩した文
字が多く使われ、現代人にとっては、とても難解で縁遠いものです。むしろ外国
語である英語よりなじみのないものと言ってもいいでしょう。私たちの先人が書
いていたものを、今ほとんど読み解きができないというのは考えてみれば不思議
なことであり残念なことです。
　古文書は歴史研究を進める上での貴重な資料として大きな役割がありますが、
一方、より多くのみなさんに、古文書の世界を通して歴史のイメージを膨らませ
ていただくことが大事だと考えています。
　美濃加茂市民ミュージアムでは、森コレクションとして戦国時代から江戸時代
初めにかけての古文書を 30 点以上所蔵しています。今回はその中から、今話題
になっている明智光秀の史料の数点に絞って取り上げ、読み解く方法も紹介しな
がら古文書の面白さと光秀が生きた時代を楽しんでいただきます。

本能寺の変の解明に欠かせない館蔵の「天正 10 年・明智光秀書状」を中
心に、これまでの史料研究によって明らかになってきたこと、明らかに
なっていないことをお話いただきます。講師の渡邊氏は、『本能寺の変に
謎はあるのか？』『戦国古文書入門』など著書多数。　

定員：120 名 当日受付（開始 30 分前から先着順）

工芸室

参加無料

「かおうをかこう」
（花押を書こう）

戦国武将が自分の存在を強く示すために盛んに使うようになった花押（かおう）。
自己の署名で現在のサインのようなものです。光秀や有名武将の花押を参考に
しながらオリジナル花押をデザインし書いてみましょう。

定員：30 名（小学生以上）
当日受付（開始 30 分前から先着順）

参加料 200 円

渡辺  昇さん（本郷町）

渡辺俊一さん（森山町）

　片桐和也さん（山之上町）

加藤敏夫さん（下呂市）

糸魚川淳二さん（瑞浪市）

水谷武彦さん（太田町）
チョウの標本

高田るり子さん（東京都）
ヤマドリ剥製

棚橋源太郎著書（『博物館教育』
『世界の博物館』『博物館学綱要』（私製版）） 武運長久の国旗

佐野綾目さん（伊深町）

佐々木理衣さん（下米田町）

土びな

オゼン一式　

ホタルカゴ

薬局の看板　

カメラ

地下足袋

自転車鑑札
木澤  猛さん（伊深町）

座馬幸江さん（清水町）

渡辺貴美さん（下米田町）
せんたくかご

明智光秀書状 〈天正 10 年 (1582) ／土橋平尉 ( 重治）宛て〉

企画展示室 参加無料 ( ただし観覧料は必要です )ミュージアムトーク
4月 26日（日），5月 13日（水）
①11：00～11：30
②13：30～14：00 当日受付

展示解説：当館学芸員

『マイタウン北方』
本巣郡北方町立北方小学校（北方町）

河竹繁俊『日本演劇文化史話』
1964 年　新樹社

匿名

①

②

③

掛軸他 13 件
森　俊郎さん（古井町）

版画作品
堀江良一さん（加茂野町）

版画作品
舩坂芳助さん（東京都）

　主に東海地方を拠点とする 25
名の現代美術のアーティストたち
が、森を舞台に表現の実験を展開
します。爽やかな季節、森を散策
しながら先鋭的なアート作品をお
楽しみ下さい。展覧会の最終日に
は参加作家によるトークイベント
も行います。

渡邊大門氏（歴史学者）

「春・朗読の一日」は
自分たちのスタイルで
表現する朗読を行い、
参加者全員で楽しむ催
しです。文化の森で朗
読三昧の一日を味わっ
てください。

自然に囲まれた館であることから、葉っ
ぱで時の流れや成長を、そして子どもか
ら大人まで憩う様を表現しました。

色は青い空、緑の芝生から自然を存分に
楽しむことが出来る空間であることを表
しています。

みのかも文化の森の象徴でもある、三
角屋根の塔のように、いつも向上心を
持って更に上を目指したいと願います。

●会 場 敷地内野外・美術工芸展示室 他

●会 期 5 2 5 4月 日 月 日～土土 土月 土祝

観覧無料

栗原光　cast a shadow 2019 年

タバコ入れ
匿名



イベントインフォメーション みのかも文化の森
minokamo city museum2020年 4月～2020年 6月 講座にお申し込みいただいた個人情報は、以下の項目のみに使用します。

1.お申し込みに関する問合せ　2.講座開催に関する連絡　3.抽選結果の通知

事前申し込みについて はがき（住所、氏名、電話番号、希望講座を記入）、ご来館、文化の森ホームページ講座申込専用フォームのいずれかの方法でお申し込みください。    ■電話、FAXによる受付は行いません。    ■応募者多数の場合は抽選となります。   ■右のQRコードからもお申込みできます。→

イベント
●日時 ●会場 ●参加料 ●内容●名称 ●定員

自由観覧

ていねいな暮らし講座

●日時 ●内容 ●申し込み方法 ●会場 ●参加料●名称 ●定員

生活体験ボランティアと一緒に、昔の暮らしを体験する講座です。生活体験館「まゆの家」で、ゆったりのんびり過ごしてみませんか。

●日時 ●名称 ●内容 ●申し込み方法 ●会場 ●参加料 ●定員

緑のホール 無料 120名

●日時
ボランティア「伝承料理の会」と一緒にこの地域に伝わる料理を作ります。料理にまつわる楽しいお話も聞けます。    【持ち物：エプロン、三角巾】

●内容 ●申し込み方法 ●参加料●名称 ●定員●会場

市民による朗読です。

 6/20（土）
14：00 - 15：00  

市民による朗読です。
   4/18（土）
14：00 - 15：00 第204回 森の朗読会 緑のホール 無料 120名

作品：｢エンディングノート」　谷口雅美/作
　　　　　　　　　　　　   『99のなみだ・旅』より
作品：「銀のデート」　石田衣良/作
　　　　　　　　　  『再生』より

作品：｢電話家族」　加藤元/作
　　　　　　　　   『ごめん』より　　
　　　　　　　　　他

市民による朗読です。
作品：｢雨傘」　  川端康成/作
　　　　　　　『掌の小説』より
　　　　　　　他

2019年度に新たに収蔵した舩坂芳助、堀江良一の版画を展
示いたします。美術工芸展示室 無料

4/ 7 （火）
10：00 - 11：00   

文化の森で活動するボランティアを募集します。
「歴史やアートに関心がある」「子どもたちと一緒に活動したい」
「新しく何かを始めてみたい」
そんな皆さんをお待ちしています。
直接ご来館の上、お申し込みください。（18才以上）

ボランティア室ボランティア説明会

第205回 森の朗読会 緑のホール 無料 120名

15名

この地域は、古くより養蚕が盛んでした。蚕とまゆの生育とその
道具の使われ方を紹介します。

生活体験館
民具展示館

収蔵品展
蚕とまゆ展

新収蔵品展
舩坂芳助 ・堀江良一

の版画 

無料

収蔵品展 美濃加茂市民ミュージアムの収蔵美術品を展示いたします。美術工芸展示室 無料

無料

   5/16（土）
14：00 - 15：00

   5/10（日）
     6/ 6 （土）  
10：00 - 11：30

5/17（日）
9：00～ 企画展示室

国際博物館の日
企画展入場無料＆
記念品配布

第206回 森の朗読会

お茶の葉をつんで、番茶を作ります。
（雨天中止）お茶摘み5/ 3（日）

9：30 - 12：00
当日受付

（９：00より）

当日受付
（９：30より）

カイコのまゆから真綿を作ります。
真綿の用途を知ります。真綿づくり6/20（土）

10：00 - 12：00 20名

20名100円

200円

生活体験館
「まゆの家」

5/18の「国際博物館の日」にちなみ、企画展「楽しくなる古文書
～明智光秀史料を中心に～」展を入場無料といたします。
また、入場された先着20名様に記念品をお渡しします。
国際博物館の日は、博物館が社会に果たす役割を広く普及啓発する
ため、国際博物館会議が1977年に制定した記念日です。

4/ 2 （木）

4/26（日）
〜

4/ 2５（土）

8/23（日）
〜

5/ 14（木）

6/  7 （日）
〜

 土びなを飾り、野山の花をそなえます。ひなかざり  ～ 4/ 3（金）

鯉のぼりを立て、ショウブとヨモギを屋根にふきます。鯉のぼり立て 4/18（土）～5/ 5 （火・祝）

七夕を飾り、畑のなりもの（野菜）をそなえます。七夕かざり 6/ 20（土）～7/ 7 （火）

エントランス
ホール集合

ミュージアム
バックヤードツアー

スタッフ「こだわり」のみどころをご案内するツアーです。歴史
や自然、美術作品などの「本物」と関わる体験などもあります。 
当日受付 （10時 )　5/10：文化の森の自然　6/6：古文書

（高校生
以上）

記念品
配布は
  先着
 20名              

年

中

行

事

生活体験館
「まゆの家」

れんが

れんが

4/12（日）
13：00 - 16：00 版画でブックカバー 工芸室 20名

文庫本のカバーを作ります。何かを
押し付けたり、線を彫って絵柄を作り
ます。しおりもお揃いにしましょう。
持ち物：エプロン、タオル

6/ 14（日）
①10:00 - 11:30
②13:30 - 15:00

林武史ワークショップ②
日干し煉瓦を作ろう

500円

5/16（土）
①10:00 - 11:30
②13:30 - 15:00

林武史ワークショップ①

日干し煉瓦を作ろう
９月に開催する現代アートの企画展
「林武史　石の記憶、泥の声」のワー
クショップ作品として森に巨大な土
の山を出現させます。その材料にす
るため、泥をカップに詰め込んで日
干し煉瓦を作ります。
泥遊びができる格好でご参加下さい！

民具展示館
東の石畳

各回20名

当日受付
（12：30より）

事前申し込み
【 4/4（土）～ 4/18（土）】 

アートな1日講座

定期講座

  ( 6/ 21のみ）
18：00 - 20：00

 10名程度
年長以上、大人
だけも可。
（年長、小学校
4年生以下の方
は親子で参加
ください。）

2021.

   5/ 9（土）、 6/13（土） 
　9/ 26（土）、11/14（土）

　 3/27（土)
10：00 - 13：00

20名程度
（高校生以上）

●日時 ●申し込み方法 ●会場 ●受講料など ●定員

5/ 8（金）、14（木）、21（木）
28（木）、 6/ 4（木）
10：00 - 15：00

5名

事前一括申し込み
【 3/10（火）～ 4/12（日）】

事前一括申し込み
【 3/10（火）～ 4/12（日）】

事前一括申し込み
【 4/ 1（水）～ 4/15（水）】

市内外各所 各回100円

各回100円
※別途各回
材料費必要

4,500円

四季を食べる講座

春香るぶんたこと、お餅で作るオヘギ
でゆっくりお茶にしましょう。

ぶんたことオヘギ

託児付き
手作り豆腐

大豆から作る絶品豆腐です。調理途中
の豆乳も、味見しましょう。 20名

20名

20名

20名600円

600円

梅干し 本当の梅干しって、こんな味です。

朴葉の葉で包んだお寿司は、お弁当
にもおもてなしにもいいですよ。

6/ 4（木）
10：00 - 13：00

4/18（土）
10：00 - 13：00

6/20（土）
10：00 - 13：00

5/16（土）
10：00 - 13：00

当日受付
（9：30より）

当日受付
（9：30より）

おとなのための
植物観察会

大人を対象にした植物観察会。市内
外をゆっくりと歩きながら四季折々の
表情を観察していきます。※内容が変
更となる場合があります。
持ち物：おにぎりなどの軽食、飲み物、
筆記用具、 帽子、動きやすい服装で。

2021.
   5/24（日）、 6/ 21（日）、
12/ 13（日）、　 3/14（日)
10：00 - 15：00

自然探検発見
わくわくクラブ

はたおり講座
（初級）

初心者を対象にしたはたおり入門講
座です。美しい布を織り上げます。
持ち物：弁当

●名称 ●内容

身の周りの植物や動物などを観察した
り、比べたり一緒に調べたりしながら、
自然を楽しむ会です。　
持ち物：お弁当、飲み物、筆記用具、帽
子、動きやすい服装で。

文化の森
ほか

朴葉寿司

無料

事前申し込み
【 4/23(木)～5/8（金）】 
託児（6か月～未就学児・参加者1人
につき子ども2人まで）申込みの際
は、お子様のお名前と生年月日を必
ずお書き添え下さい。

600円
＋

託児は1人に
つき500円。

600円

生活体験館
「まゆの家」

生活体験館
「まゆの家」
　（受付も）

事前申し込みの受付
【 4/10(金)～ 開催日前日】

定員に満たない場合は当
日受付も可能です。　
（30分前より）

参加希望日と時間をご記
入ください。


