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愛知の博物館 No.113 
 

 

 

設楽町奥三河郷土館 

 

設楽町奥三河郷土館は、昭和 35年開設の設楽町立郷土博物館を前身として昭和 52年に開館しまし

た。そして令和 3年 5月、道の駅したら開業に合わせて移転しました。 

「ふるさとのくらしとこころをつたえる」をテーマとして、「自然」「考古」「歴史」「民俗」「戦争中

のくらし」の分野ごとに奥三河にまつわる資料を展示しています。展示室には設楽町産の木材がふん

だんに使用され、心地よい木の香りがする空間となっています。また、屋外にはかつて本長篠駅(新

城市)と三河田口駅(設楽町)を結んだ旧豊橋鉄道田口線の車両モハ１４を静態保存、展示しています。 

 初めて設楽町を訪れた方々に、「今」の設楽町を紹介するだけでなく、「その時代」に生きた人々の

思いやくらしぶりを知っていただくきっかけになればと思います。 
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愛知県博物館協会 令和３年度総会のご報告 
 昨年同様、令和 3年度の総会も新型コロナウイルス感染症の状況を考慮して、理事館において書面で協議

し、総会については書面による開催とした。また、総会後に例年実施している記念講演会及び会員館同士の

情報交換会についても中止とした。総会概要は以下の通りである。 

 

１．総会の開催（書面表決） 

（１）実施日  令和 3年 6月 25日（金）〜 令和 3年 7月 1日（木） 

（令和 3年 7月 7日（水）まで延長） 

（２）出席（書面提出）数  101 館（会員数 119 館中） 

愛知県博物館協会規約第 13条第 4 項に定める出席定数（会員の過半数）を満たし、有効に成立。 

（３）表決結果 

議題１ 令和 2年度事業報告及び決算報告     承認 101館 不承認 0 館 

議題２ 令和 3年度事業計画（案）及び予算（案）    承認 101館 不承認 0 館 

議題３ ホームページのリニューアル及びＳＮＳの運用案について  承認 101館 不承認 0 館 

議題４ 愛知県博物館協会次期役員の選出について    承認 101館 不承認 0 館 

 

上記の通り全ての議題について原案通り出席会員の過半数の承認をもって決せられた。 

（議題の内容については、「2．議題」を参照。 

 

２．議題 

議題１ 令和 2年度事業報告及び決算報告 

１ 研修会の実施 

（１）愛知県博物館等職員研修会 

・「コロナ禍での博物館活動」 

日時 令和 3年 3月 12日（金） 13時～16時 30分 

会場  名古屋市美術館・名古屋市科学館 

名古屋市美術館講堂において事例発表、名古屋市科学館の視察 

参加者  39名 

事例報告 1 「『コロナ禍での博物館活動』愛知県陶磁美術館の事例報告」 

講師 愛知県美術館学芸員 田畑潤氏 

事例報告 2 「『贅沢な対話』開催顛末」 

講師 岡崎市美術博物館 学芸員 湯谷翔悟氏 

事例報告 3 「コロナ禍における INAX ライブミュージアムの取り組み」 

講師 INAX ライブミュージアム 館長 尾之内明美 氏 

事例報告４ 「コロナ禍での博物館活動」 

講師 名古屋市科学館 学芸員 小林修二 氏 

 

（２）東海地区博物館連絡協議会および日本博物館協会東海支部総会 

開催時期  令和 2年 8 月 21日（金) ＊当初予定：令和 2年 7月 10日(金) 

会場   書面にて開催 

 

（３）東海三県博物館協会研究交流会（担当：愛知県博物館協会） 

開催時期  新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止。 

会場   同上 

その他  本研修会は令和 3年度も愛知県博物館協会の担当とすることを、岐阜県・三重県の 
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両博物館協会と確認。 

 

（４）部門別研修会 

日時   新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため中止。 

会場  同上 

 

２ 表彰 

愛知県博物館協会表彰規程に基づく表彰（表彰者２名） 

＊書面総会において実施・記念品を郵送。 

 

３ 印刷物の作成・配布 

「おでかけガイド」 春号発行 

 

４ 協会報編集 

「愛知の博物館」を WEB上にて公開（PDF 版） （No.112) 

 

５ ホームページの運営 

 

６ 災害発生時における支援活動要領にもとづく災害対策訓練 

 (1)非常連絡訓練の実施 

日時 令和 3 年 3 月 26 日(金）16 時 30 分～17 時 

会場 名古屋市科学館 

検討中のシステムの無料トライアルを用いて実行委員会中の災害対策班のみ（9 館、うち 1 館 Zoom 

利用しオンライン参加））でメール・スマホ・ガラケーなどで連絡が取れるかどうかの確認を行った。 

被害状況調査の内容等を詰めるのは来年度以降とする。 

 

(2)災害対策ミーティング 

＊実行委員会時以外に、非常連絡実施方法の再検討に係る候補システムの詳細について調査を行っ 

た。 

日時：令和 3年 1月 21日(木）14時〜14時 30分 

会場：名古屋市科学館（Zoom 利用しオンラインで実施） 

検討中のシステムについて概要、議論議題、今年度の災害対策訓練について、その他 

日時：令和 3年 3月 4日（木）14時〜14時 45分 

会場：名古屋市科学館（Zoom 利用しオンラインで実施） 

 

７ その他会議等 

・理事会 

日時  令和 2年 7月 30日（木）〜令和 2年 8月 11日（火） 

会場  書面開催 

出席館（書面提出）数 17 館 （理事数 17館中） 

備考  愛知県博物館協会規約第 13条第 4項に定める出席定数（理事の過半数）を満たし、 

有効に成立 
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・総会 

日時 令和 2年 8月 18日(火)〜令和 2年 8月 31日(月) (令和 2年 9月 8日(火)まで延長) 

会場 書面開催 

出席館（書面提出)数  90 館(会員数 121 館中) 

備考 愛知県博物館協会規約第 13条第 4 項に定める出席定数(会員の過半数)を満たし、 

有効に成立 

 

・実行委員会（3回開催） 

第１回 日時 令和 2年 10 月 16日（金）15時～17時 

会場 名古屋市科学館 

令和 2年度総会の結果報告、令和 2年度事業計画と役割分担、職員研修会、印刷物、 

ホームページ運営、災害対策、東海三県博物館協会研究交流会、 他 

第２回 日時 令和 3年 1月 26日（火）15時 59分～17時 14分 

会場 熱田神宮宝物館 

職員研修会、印刷物、HP、災害対策訓練、東海三県博物館協会研究交流会、他 

第３回 日時 令和 3年 3月 26日（金）15時～16時 30分 

会場 名古屋市科学館（Zoomによるオンライン併用） 

令和 2年度職員研修会（報告）、令和 2年度 HP（報告）、災害対策訓練、次期理事（R4～R5） 

の選出（報告）、令和 3年度の活動内容・会費、令和 2年度の活動計画・実施報告、令和 3年度 

の活動事務局案、令和 3年度総会の記念講演会、他 

 

議題２ 令和３年度事業計画（案）及び予算（案） 

 

★R3：令和 3年度に新型コロナウイルス感染症拡大（緊急事態宣言等発表）の場合の計画 

「→太字」：現在の状況  

１ 事 業 

（１）記念講演会の実施 

・開催日 令和 3年 6月（総会と同日開催）25（金） 

・会場  名古屋市科学館 生命館地下 2階 サイエンスホール で予定 

★R3：オンライン等で実施もしくは中止 →理事会・総会とも書面審議に変更のため講演会中止 

（２）職員研修会【担当：鳳来寺山自然科学博物館・博物館明治村・一宮市博物館】 

企画展などの見学会を実施＊東海三県博物館協会研究交流会と合同で実施予定 

・時期 10月～11月頃 

・会場 未定 

★R3：時期変更、オンライン等で実施もしくは回数減 

（３）部門別研修会 

【担当（研修 1）： 名古屋市博物館・トヨタ博物館・愛知県陶磁美術館】 

【担当（研修 2）： 豊田市郷土資料館・岡崎市美術博物館・豊橋市美術博物館】 

調査・研究、教育・普及、保存・修復の 3部門の内 2部門の研修会を実施 

・時期 令和 3年 12 月～令和 4年 2月で 2回開催 

・会場 未定（尾張地区・三河地区で１回ずつ開催予定） 
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★R3：時期変更もしくは中止、オンライン等で実施もしくは回数減 

（４）表彰 

愛知県博物館協会表彰規程に基づき、表彰を行う。（該当者：0名※） 

・実施日 当初予定：令和 3年 6月 25日（金）（総会において実施） 

（※令和２年度対象者の表彰を令和 3年度総会にて実施予定であったが総会が書面開催 

になったことで表彰を令和 4年度に再度変更もしくは令和 3年度の研修会等で実施） 

★R3：R2 と同様もしくは研修会等で実施 

（５）印刷物の編集・発行 

・協会報「愛知の博物館」２回 電子媒体発行 

【担当 秋期：愛知県美術館 春期：徳川美術館】 

★R3：休館状況等により内容、回数を変更 

・「おでかけガイド」2回発行 

【担当 秋期：知多市歴史民俗博物館 春期：熱田神宮宝物館】 

★R3：休館状況等により内容、回数を変更 

（６）ホームページ運営 

【担当：あま市美和歴史民俗資料館・昭和美術館・刈谷市歴史博物館】 

★R3：状況変化時も発信できる場として他のメディアから切り替え 

（７）災害発生時の対応 

【担当：会長館（名古屋市科学館）・副会長館（トヨタ博物館）・前会長館（愛知県美術館）・ 

次期会長館（愛知県陶磁美術館）・次々期会長館（名古屋市博物館）】 

★R3：状況変化時も対応できる方法への切り替え 

（８）その他 

・令和 3年度東海地区博物館連絡協議会及び日本博物館協会東海支部総会 

開催時期 未定 

会  場 未定（神奈川） 

・令和 3年度東海三県博物館協会研究交流会＊職員研修会と合同で実施予定 

開催時期 10～11月頃 

会  場 未定（愛知県）【担当：会長館（名古屋市科学館）】 

★R3：職員研修会の状況により変更 

 

２ 会議 

（１） 総会  

令和 3年 6月 25日(金) 於：名古屋市科学館 サイエンスホール で予定 

★R3：状況変化に応じ書面審議→6/25（金）～7/1(木）に書面審議を実施予定 

（２） 理事会 令和３年６月２５日(金) 於：名古屋市科学館 学習室 or 多目的室 で予定 

★R3：状況変化に応じ書面審議→6/15(火）～6/21(月）に書面審議を実施予定 

（３） 実行委員会 随時 年間８回程度 

★R3：状況変化に応じ時期変更、オンラインも活用 

議題２に対する意見及び事務局回答 

意見 ［ ］内は館名 事務局回答 
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研修会開催費のオンライン研修会運営委託

料について、研修会の内容によってオンラ

イン実施が不向きなものも想定されるた

め、再考いただきたい。[安城市歴史博物

館 ] 

研修会の開催方法については、今後の新型

コロナウイルス感染症の状況等を踏まえな

がら、実行委員会で検討してまいります。 

 

議題３ ホームページのリニューアル及びＳＮＳの運用案について 

 

議題３に対する意見及び事務局回答 

意見 ［ ］内は館名 事務局回答 

加盟館情報の RTは、HP担当者が能動的に行

うのか、加盟館側が依頼して行うのかにつ

いて疑問に思いました。また、館の公式ア

カウントではない担当者が非公式で行って

いる SNS（展覧会ごとにつくったアカウント

で半公式のようなもの）についても RTなど

してもらえるか知りたいです。運用の細か

い部分になるかと思いますので今後の実行

委員会などでお伺いできればと思います[岡

崎市美術博物館 ] 

運用の詳細については、今後の実行委員会

で検討してまいります。 

 

意見 ［ ］内は館名 事務局回答 

Twitter運用ポリシーにおいて、「転載等」

が定義されていないため、何が禁止されて

いるか不明確です。これでは Twitterの公

式機能であるリツイートやウェブへの埋め

込み機能による転載も禁止のように思われ

かねませんので「リツイートや埋め込み機

能については無断転載ではなくコンテンツ

の共有にあたるので禁止されるものではあ

りません」等の文言があるとわかりやすい

と思います。[豊橋市自然史博物館 ] 

Twitter運用ポリシーの「転載等」の禁止

は、Twitterの公式機能であるリツイートや

ウェブへの埋め込み機能による転載を禁止

するものではないと考えます。文言を修正

するかは、今後の実行委員会で検討してま

いります。 

 

議題４ 愛知県博物館協会次期役員の選出について 

 

３．報告 

 ・愛知県博物館協会加盟館の動向について 

令和 2年度末で退会 大一美術館、あいち健康の森健康科学総合センター健康科学館 

加盟館数：119館（令和 3年 8月 31日現在） 

 

 ・東海三県博物館協会研究交流会当番地区について 
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  令和３年度、研究交流会は愛知県博物館協会職員研修会と合同で開催予定 

 

（加藤多美、名古屋市科学館総務課庶務係／愛知県博物館協会 事務局） 

 

 

愛知県博物館協会 公式 Twitterについて 

 愛知県博物館協会の公式 Twitter（@aihakukyo）を始めました。是非、フォローをお願いします。 
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表紙館のご紹介 

 

 

■設楽町奥三河郷土館 

 

【開館時間】 

9:00～17：00(有料展示室受付は 16：30まで) 

 

【休館日】 

火曜日(祝日の場合は翌平日) 

年末年始(12月 29日～1月 3日) 

 

【入館料】 

大人 300円 小中学生 150 円 未就学児無料 

 団体割引、障がい者割引あり 

 穂の国こどもパスポート対象施設 

【所在地】 

〒441-2302 北設楽郡設楽町清崎字中田 17-7 

TEL 0536-62-1440 

http://www. kankoshitara.jp/michinoekishitara/ 

 

【交通手段】 

・車 

［東名高速］豊川 IC→151 号線→257 号線（60 分） 

 ［新東名高速］新城 IC→151 号線→257 号線 (30 分) 

・公共交通 

  JR本長篠駅より豊鉄バス田口行き、田内バス停下車、徒歩 5分 

 

 

 

 

 
「愛知の博物館」 No.113 
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