
 

平成 29 年 10 月 6 日 

報道関係者 

出版関係者 各位 

国立民族学博物館 

広報企画会議長  園田 直子 

 

開館四十周年記念式典・祝賀会のご案内 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は本館の広報活動に格別のご支援をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、本館はお蔭をもちまして、昭和 52 年 11 月の開館から 40 周年を迎えることとなりました。 

これもひとえに、皆さまのご支援とご協力の賜物と深く感謝いたしております。 

つきましては、開館 40 周年を記念し、下記のとおり式典・祝賀会を執り行いますので、ご多用のこととは存じ

ますが、当日の取材及びご紹介の程、何卒よろしくお願いいたします。なお、参加者は招待者のみとなります。 

また、本館の収蔵品、展示品の母体をつくりあげたフィールドワークや収集作業の様子を、当時の写真から

紹介する写真展「世界のフィールドからみんぱくへ」も開催いたしますので、別紙 2 のとおりご案内いたします。 

 ご不明な点は下記までお問い合わせください。 

敬具 

 

記 

 

日 時：平成 29 年 11 月 8 日（水）15:00～(受付開始 14:00) 

会 場：本館 講堂、エントランスホール 

受 付：本館 2 階 第 7 セミナー室 

次 第：15:00～16:10  記念式典(本館 講堂) 

     17:15～18:30  祝賀会(本館 エントランスホール) 

     ※式次第詳細は、別紙 1「国立民族学博物館 開館四十周年記念式典・祝賀会 日程」を 

ご覧ください。 

※当日は、開館 40 周年記念写真展「世界のフィールドからみんぱくへ」もご覧いただけます。 

 

※ご出席いただける場合は、お手数をおかけいたしますが、11 月 1 日（水）17 時までに別紙 3「取材申込書」を

ご記入のうえ、メールもしくは FAX にてご提出ください。 

 

 

 

 

お問い合わせ 国立民族学博物館 総務課 広報係 

電話:06-6878-8560(直通) Fax:06-6875-0401  Mail:koho@idc.minpaku.ac.jp  プレス向けウェブ http://www.minpaku.ac.jp/press 



国立民族学博物館 開館四十周年記念式典・祝賀会 日程 

開催日：平成２９年１１月８日（水） 

◆ 式典式次第 ◆ １５時～ 講堂（１４時５０分集合） 

１５：００ 開式の辞 

１５：０３ 式  辞  人間文化研究機構長  

１５：１０ 国立民族学博物館長 

１５：１７ 来賓祝辞  文部科学大臣 

１５：２４ 大阪府知事 

１５：３１ 総合研究大学院大学長 

１５：３８ ブリティッシュコロンビア大学 人類学博物館長 

１５：５８ 祝電披露 

１６：０５ 閉式の辞 

◆ 祝賀会次第 ◆  １７時１５分～ エントランスホール（１７時１０分集合） 

１７：１５ 開  会 

挨  拶  大阪大学総長 

乾  杯  日本文化人類学会会長 

演 奏 ガムラン演奏（インドネシア伝統芸能団 ハナジョス） 

１８：２０ 閉  会 人間文化研究機構監事 

◆ 本館展示場御案内 ◆     １３時～１５時、１５時４５分～１７時の間 

御見学できます。 

◆ その他御案内 ◆ 

◇ みんぱく図書室  １３時～１５時、１５時４５分～１７時の間

御見学できます。 
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国立民族学博物館  開館 40 周年記念写真展 

「世界のフィールドからみんぱくへ」 
2017 年 11 月 8 日（水）～1２月 26 日（火） 

 
国立民族学博物館（大阪府吹田市千里万博公

園 10-1）では、本館展示場全体を会場とする開館

40 周年記念写真展「世界のフィールドからみんぱく

へ」を 2017 年 11 月 8 日(水)から 12 月 26 日(火)ま

で開催する運びとなりました。 

 

11月8日(水)に開催する開館四十周年記念式典

にあわせて、本館の収蔵品、展示品の母体をつくり

あげたフィールドワークや収集作業の様子を、当時

の写真から紹介します。式典終了後も、12 月 26 日

(火)まで展示をおこないます。 

本館の各展示場に設置する写真パネルをご覧

いただき、世界各地に飛び出して行った、当時の 

研究者の思いを感じていただければ幸いです。 

 

開催概要 
展 示 名 開館 40 周年記念写真展「世界のフィールドからみんぱくへ」 

会 期 2017 年 11 月 8 日(水)～12 月 26 日(火) 

※11 月 8 日(水)は式典招待者のみへの公開です。一般公開は 11 月 9 日(木)から開始します。 

会 場 国立民族学博物館（大阪府吹田市千里万博公園 10－1）本館展示場 

開 館 時 間 10:00～17:00(入館は 16:30 まで) 

休 館 日 水曜日 

観 覧 料 一般 420 円（350 円）、高校・大学生 250 円（200 円）、中学生以下無料 

※（ ）は 20 名以上の団体料金／リピーターは団体料金を適用 

※本館展示もご覧いただけます 

 

企画総括 

飯田 卓（国立民族学博物館 学術資源研究開発センター・准教授） 
専門は漁民研究、生態人類学、視覚コミュニケーション論、文化遺産の人類学。 

京都大学大学院人間・環境学研究科 博士後期課程 研究指導認定退学。 

2000 年より民博。著書に、『身をもって知る技法―マダガスカルの漁師に学ぶ』 

（2014 年、臨川書店）などがある。 

 

お問い合わせ 国立民族学博物館 総務課 広報係 

電話:06-6878-8560(直通) Fax:06-6875-0401  Mail:koho@idc.minpaku.ac.jp  プレス向けウェブ http://www.minpaku.ac.jp/press 
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申込先 メール koho@idc.minpaku.ac.jp FAX 06-6875-0401

参加の有無

　記念式典 出席　・　欠席　

　祝賀会　　　　　　　　   　 出席　・　欠席

「出席」もしくは「欠席」を「○」で囲んでください。

撮影予定の有無

　写真撮影 有　　・　　無

　映像撮影 有　　・　　無

「有」もしくは「無」を「○」で囲んでください。

来館方法

　自動車　・　モノレール　・　タクシー　・　その他（　　　　　　　　）
来館方法に該当するところを「○」で囲んでください。

自動車での来館の場合は、以下の表に車両情報を記入してください。

※自社車両で来館の方は、事前登録がないと迎賓館入口を通れませんので、必ず記入してください。

備考

取材申込締切日

開館四十周年記念式典・祝賀会　取材申込書

平成２９年１１月１日（水）１７時まで

(例)　12:00 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ

区分 車番車種来館予定時間

その他（中継車など）

自社車両

大阪00あ0000
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＜記念式典及び祝賀会にお越しの報道・出版関係者の皆様へのご案内＞ 

 
●駐車場について 

・迎賓館口よりお入りいただき、「職員駐車場」をご利用ください（下部地図参照）。 

 

●受付等について  

・来館されましたら、必ず本館 2階第 7セミナー室入口にて受付をお願いいたします。 

なお、第 7セミナー室は報道・出版関係者向け控室としてご利用ください。 

・喫煙は、くつろぎスペース（講堂地下休憩所）にてお願いいたします。 

 

●取材撮影の際のお願い 

・記念式典につきましては、講堂内に報道・出版関係者席をご用意しておりますので、そちらに 

ご着席ください。 

 撮影の際は移動いただけますが、記念式典の進行の妨げにならないようご留意ください。 

・腕章をお渡ししますので必ず着用してください。  

 
 
 
 

 

EXPOCITY 



送迎バスのご案内

記念式典の当日、国立民族学博物館と最寄り駅との間に、次のとおり、

送迎バスを運行いたしますので、ご利用ください。

送迎バス運行表

【行　き】

阪急 茨木市駅
発

JR茨木駅
発

国立民族学
博物館 着

千里中央駅
発

国立民族学
博物館 着

12：30 12：40 13：00 12：40 13：00

13：20 13：30 13：50 13：30 13：50

14：10 14：20 14：40 14：20 14：40

【帰　り】

国立民族学
博物館 発

JR茨木駅
発

阪急 茨木市駅 
着

国立民族学
博物館 発

千里中央駅
着

16：20 16：45 16：55 16：20 16：40

17：15 17：40 17：50 17：15 17：35

18：45 19：10 19：20 18：45 19：05

※道路状況により、遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

送迎バスのりば

阪急 茨木市駅
西口前

千里中央駅
セルシー東側　阪急バス10番のりば横

送迎バス
のりば
●

セルシー

阪急
百貨店

大阪モノレール
千里中央駅

北
大
阪
急
行

千
里
中
央
駅

千里阪急南

北新田橋北

千里中央南

千里阪急
ホテル

送迎バス
のりば
●

永代町
交番

茨木東
阪急ビル

西
口

阪
急
 茨
木
市
駅

茨木東
阪急ビル

送迎バス
のりば
●

ソシオ-1
茨木ビル

ソシオ-2
永代ビル

永代町南

西
口

JR 茨木駅
西駅前東交差点　りそな銀行隣

JR
茨
木
駅

りそな
銀行

スーパー

西駅前東

　●
送迎
バス
のりば

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

西
口
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