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▼講演会・シンポジウム等イベントの御案内 

１【歴博】歴博夜桜観賞の夕べ 

開館 30周年を記念して平成 25 年から始まった夜桜観賞会「歴博夜桜鑑賞の夕べ」を、ご好評

につき今年も開催することとなりました。これは、当館展示棟脇にあるサクラの木を期間限定

でライトアップするとともに、当館エントランスホールを時間延長開放して、夜陰に浮かび上

がった桜を愛でる催しです。 

ライトアップ期間：3月 29日（水）～4月 5日（水） 

http://www.nihu.jp/ja
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html


ライトアップ時間：18:00～20:00 

事前申込不要、参加無料(展示室をご覧の場合は、入館料が必要です) 

http://www.rekihaku.ac.jp/others/news/yozakura2017/index.html 

 

２【歴博】第 30回 歴博映画の会「沖縄の成巫儀礼―イザイホウ―」 

歴博には制作および収集してきた民俗と歴史の記録映画があります。これらの映像を通じて民

俗と歴史への知識と理解を深めていただくとともに、歴博の研究活動をひろく皆様に知ってい

ただきたいと思います。教員による作品解説も行います。 

日時：6月 3 日（土）13時 30 分～15時 30 分 

会場：歴博 講堂 

参加無料、申込不要（当日先着２６０名） 

http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html 

 

３【歴博】くらしの植物苑 観察会  

くらしの植物苑では、毎月講師を交えて｢観察会｣を実施しています。申し込み不要。 

入苑料 100円（高校生以下は無料）。集合場所はくらしの植物苑内の東屋の前。 

 

第 216回「草木染めの歴史と科学」 

日時：3月 25日（土）13：30～15：30  

講師：小瀬戸 恵美 

 

第 217回「ゲノムから見たサクラソウ園芸品種の歴史」 

日時：4月 29日（土）13：30～15：30 

講師：大澤 良 

 

詳細、今後のスケジュールは HP をご覧ください。 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html 

 

４【日文研】日文研フォーラム「着衣改造の近代――わが母の服装観から見る日中衣装変遷

史」 

 中国と比べ、明治日本の近代化は相対的に成功を収めました。その原因はどこにあったのか

――中国における一つの大きな問題は、旧時代の社会を改造し、近代的な文明を確立しようと

する理念のなかで、伝統文化と古い価値体系に対する批判が徹底的になされなかったというこ

とではないでしょうか。本講演では、歴史のなかでも最も身近な一分野である服装史を通じ

て、この問題を考えます。 

日時：4月 11日（火）14：00～16：00 

http://www.rekihaku.ac.jp/others/news/yozakura2017/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/events/movie/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/observation/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html
http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html


会場：ハートピア京都 ３階大会議室 

受講料無料、申込不要、先着 180名まで。 

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html 

 

５【地球研】第 71 回地球研市民セミナー 

地球環境問題の解決のための科学とは？－ひとびとと共に学ぶ超学際研究の探究－ 

日時：3月 24日（金）18：30～20：00 

会場：ハートピア京都 ３階大会議室 

講師：佐藤 哲 

要申込、聴講無料、先着２００名、手話通訳あり、You Tube同時配信有 

http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no71.html 

 

６【民博】みんぱく公開講演会「恵（めぐ）みの水、災（わざわ）いの水 ―川、湖、海―」 

津波、水害、干ばつなどの水にかかわる災害への人の対応を研究および政策実践されてこられ

た講演者が、恵（めぐ）みの水、災（わざわ）いの水という視点から、人と水との多様なかか

わりかたとこれからの課題を論じるものです。 

日時：3月 21日（火）18：30～20：45 

場所：オーバルホール（大阪市北区） 

参加無料、要事前申込、定員 480名（先着順）、手話通訳あり 

http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/170321 

 

７【民博】みんぱくゼミナール  

人間にとってビーズとは何か？―特別展「ビーズ―つなぐ・かざる・みせる」から 

わずか直径が数ミリのものからつくりだされるビーズの世界。これは、10万年前に生まれて現

在では世界中にひろがっています。美しさに秘められた世界各地の人びとの知恵を紹介しま

す。 

日時：3月 18日（土） 13：30～15：00（13：00 開場） 

場所：民博講堂 

講師：池谷和信（国立民族学博物館教授） 

参加費無料、申込不要、先着定員 450名 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/466 

 

８【民博】研究公演 城山虎舞 in みんぱく 

今年度の震災支援プロジェクトの企画として、岩手県の三陸沿岸部を代表する郷土芸能「虎

舞」の公演を行います。本公演では、岩手県の三陸沿岸部で広く分布する虎舞のなかでも、同

時期に開催する企画展「津波を越えて生きる－大槌町の奮闘の記録」で協力いただく城山虎舞

http://events.nichibun.ac.jp/ja/archives/cal/2017/04/11/index.html
http://www.chikyu.ac.jp/publicity/events/public-seminars/no71.html
http://www.minpaku.ac.jp/research/activity/news/alp/170321
http://www.minpaku.ac.jp/museum/showcase/staff/ikeya/index
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/seminar/466


を招へいします。また、城山虎舞の出演者や岩手の芸能支援に尽力した協力者とともに、芸能

の継承のあり方をテーマとしたディスカッションを開催し、地域文化の重要性について考えま

す。 

日時：3月 19日（日）14:00～16:10 

場所：民博講堂 

要展示観覧券、要事前申込、定員 450名 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/slp/20170319toramai 

 

９【民博】遠足・校外学習 事前見学＆ガイダンス 

遠足や校外学習など、博物館見学の準備や事前の学習に役立つツールをご紹介します。 

開催日：4月 4日（火）／4 月 6 日（木） 

時間：14：00～16：30 

会場：民博第５セミナー室（２階） 

事前申込で自然文化園（有料区域）の通行および、みんぱく展示場のご見学が無料。（郵送での

お申し込みは 3 月 21日（金）必着）※お申し込みなしでも、当日参加可能です。 

http://www.minpaku.ac.jp/research/sc/teacher/guidance 

 

１０【民博】音楽の祭日２０１７ in みんぱく 

「音楽の祭日」は、プロ・アマを問わずにみんなで音楽を楽しむイベントです。 

みんなで世界の楽器を持ち寄って みんぱくに世界 の音をひびかせましょう ! 

日時：6月 18日（日）10：30～16：30 

会場：民博 特別展示館等 

参加無料、出演者の申込締め切りは 3月 31日（金）必着 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fetedelamusique/2017/index 

 

▼ NIHU Magazine vol.9 

「北東アジアにおける資源の持続可能な利用」を公開しました。 

http://www.nihu.jp/publication/nihu_magazine 

 

▼展示情報 休館日、開館時間などは、HP から御確認ください。 

【歴博・予告】くらしの植物苑 特別企画「伝統の桜草」（4月 11 日～5月 7日・佐倉) 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/index.html 

 

【歴博】特集展示「見世物大博覧会」1月 17日(火)～ 3月 20日(月祝) 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html 

 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/slp/20170319toramai
http://www.minpaku.ac.jp/research/sc/teacher/guidance
http://www.minpaku.ac.jp/museum/event/fetedelamusique/2017/index
http://www.nihu.jp/publication/nihu_magazine
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/plant/project/index.html
http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/special/index.html


【歴博】企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」3 月 14 日（火）～5 月 7 日（日） 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html 

 

【国文研】通常展示 「和書のさまざま」1月 16 日(月)～5月 27 日(土) 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2016/washosama201701.html 

 

【国文研】特設コーナー『新古今和歌集』とその周辺 1月 26 日(木)～3月 21日（火） 

《『新古今和歌集』の成立》、《後鳥羽院と藤原定家・家隆》 

http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2016/shinkokinshu.html 

 

【民博】企画展「津波を越えて生きる──大槌町の奮闘の記録」 

1 月 19日(木)～4月 11日(火) 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/tsunami20170119/index 

 

【民博】特別展 開館 40周年記念特別展「ビーズ‐つなぐ・かざる・みせる」 

3 月 9 日（木）～6 月 6日（火） 

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170309beads/index 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本メールにつきましては、配信専用となっております。 

ご返信いただきましても対応しかねますので、あらかじめご了承願います。 

 

－－－－－－ 

《発行について》 

「人文機構ニューズレター」は、メールマガジン配信サービス『まぐまぐ！』を利用して発行

しています。 

<http://www.mag2.com/>（マガジン ID：0001674003） 

登録・解除はこちらから 

http://www.mag2.com/m/0001674003.html 

－－－－－－ 

《編集・発行元》 

 編集：大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 総合情報発信センター 

 発行元：大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  

     http://www.nihu.jp/ 

 

◎このメルマガに返信すると発行者さんにメッセージを届けられます 

http://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/project/index.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2016/washosama201701.html
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2016/shinkokinshu.html
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/thematic/tsunami20170119/index
http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20170309beads/index
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http://www.mag2.com/m/0001674003.html
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※発行者さんに届く内容は、メッセージ、メールアドレスです 

 

◎人文機構ニューズレター 

  のバックナンバーはこちら 

⇒ http://archives.mag2.com/0001674003/index.html?l=fry15cf011 

 

◎人文機構ニューズレター 

  の配信停止はこちら 

⇒ http://www.mag2.com/m/0001674003.html?l=fry15cf011 
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