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＜研究会
 
目⿊区美術館・展覧会⾒学

展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館
※
 

講 
目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について
 

研 
「負の遺産を考える場の形成」
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として
で考える。
 

■研究会参加費：会員無料／非会員
■参加申込期日と方法：

e
 ※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。
 ※
■お申込みの際、懇親会（会費
＜お問い合わせ＞

⽇本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術⼤学⽂化・芸術研究センター内
〒
Phone 053
e
事務局⻑

2016 年 2

13:00
14:00
15:00

 16:00
    17:00
  

研究会内容

⿊区美術館・展覧会⾒学
展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館
※展覧会担当学芸員が
 
 話 
目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について
 
 究 発 表

「負の遺産を考える場の形成」
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として
で考える。 

■研究会参加費：会員無料／非会員
■参加申込期日と方法：

-mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。
※15:00 からの途中参加も可能です。

■お申込みの際、懇親会（会費
＜お問い合わせ＞

⽇本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術⼤学⽂化・芸術研究センター内
〒430-8533
Phone 053-457
e-mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
事務局⻑ 石川緋名子

2 月 14 日（日

:00〜14:00
0〜15:00

15:00〜15:50
0〜16:40

:00〜   
  

内容＞ 

⿊区美術館・展覧会⾒学
展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館

展覧会担当学芸員がご案内します。

目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について

表 
「負の遺産を考える場の形成」
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

■研究会参加費：会員無料／非会員
■参加申込期日と方法：2

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

からの途中参加も可能です。
■お申込みの際、懇親会（会費
＜お問い合わせ＞ 

⽇本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術⼤学⽂化・芸術研究センター内

8533 静岡県浜松市中区中央
457-6138（センター直

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
石川緋名子 

日（日） 

0 目⿊区美術館・展覧会⾒学
15:00 めぐろパーシモンホール

0 講話「目⿊区芸術⽂化振興財団について」
:40 研究発表

   懇親会（希望者・会費
   パーシモンレストラン内

⿊区美術館・展覧会⾒学 
展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館

ご案内します。

目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について

「負の遺産を考える場の形成」 ⽊下朝美（東京学芸⼤学
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

■研究会参加費：会員無料／非会員 500
2 月 11 日（木

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

からの途中参加も可能です。
■お申込みの際、懇親会（会費 3,000

⽇本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術⼤学⽂化・芸術研究センター内

静岡県浜松市中区中央 2
（センター直通）、

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp

 目⿊区美術館
めぐろパーシモンホール

＊会場地図は別紙
 

目⿊区美術館・展覧会⾒学
めぐろパーシモンホール
講話「目⿊区芸術⽂化振興財団について」
研究発表 

懇親会（希望者・会費
パーシモンレストラン内

展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館
ご案内します。 

目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について

⽊下朝美（東京学芸⼤学
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

500 円 
日（木）までに事務局に

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

からの途中参加も可能です。 
,000 円）への参加希望も合わせて、お知らせください。

⽇本アートマネジメント学会関東部会 
静岡⽂化芸術⼤学⽂化・芸術研究センター内 

2-1-1 
通）、Fax 053

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp

 

目⿊区美術館（東京都目⿊区目⿊
めぐろパーシモンホール

＊会場地図は別紙を参照ください。

目⿊区美術館・展覧会⾒学 
めぐろパーシモンホール・会議室
講話「目⿊区芸術⽂化振興財団について」

懇親会（希望者・会費 3,000
パーシモンレストラン内 yakumo111

展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館

目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について

⽊下朝美（東京学芸⼤学 ⼤学院⽣）
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

）までに事務局に
mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp 

※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

円）への参加希望も合わせて、お知らせください。

Fax 053-457-6132(
mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp  

（東京都目⿊区目⿊
めぐろパーシモンホール（東京都目⿊区⼋雲

を参照ください。

 
・会議室へ移動

講話「目⿊区芸術⽂化振興財団について」

,000 円） 
yakumo111 

展覧会「気仙沼と、東⽇本⼤震災の記憶〜リアス・アーク美術館 東⽇本⼤震災の記録と津波の災害史」

目⿊区芸術⽂化振興財団の歴史・特徴・今後の展望について 

⼤学院⽣） 
「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

e-mail にてお申し込みください。
 

※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

円）への参加希望も合わせて、お知らせください。

6132(学部事務室

（東京都目⿊区目⿊ 2-4-36
（東京都目⿊区⼋雲

を参照ください。 

へ移動 
講話「目⿊区芸術⽂化振興財団について」 

 

東⽇本⼤震災の記録と津波の災害史」

「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として

にてお申し込みください。

※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

円）への参加希望も合わせて、お知らせください。

学部事務室) 

36） 
（東京都目⿊区⼋雲 1-1

東⽇本⼤震災の記録と津波の災害史」

「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など
も含めて、東京の負の遺産をのこす場をどのように保障するのかを、芸術施設として何ができるのかを会場全体

にてお申し込みください。

※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

円）への参加希望も合わせて、お知らせください。 

1-1） 

東⽇本⼤震災の記録と津波の災害史」

「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など

何ができるのかを会場全体

にてお申し込みください。 

※非会員の方は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。 

 

東⽇本⼤震災の記録と津波の災害史」 

「産業・教育資料室きねがわ」は、廃校となった⽊下川⼩学校（東京都墨⽥区）にある。学校教員と⽣徒たちと
地域の⼈々の⼿作りの資料室である。⽪なめしのまちであった⽊下川の産業の記憶と、同和問題に⽴ち向かった
こどもたちの記憶をのこす資料が収集・展⽰されている。現在廃校は福祉施設に建て替えられ、同資料室は近隣
⾃治会館に設置されているが、存続は安定したものではない。⽊下川の事例をきっかけとして、災害の記憶など

何ができるのかを会場全体





 

 
 
 
 めぐろパーシモンホール
 東京都目⿊区⼋雲

東急東横線【都⽴⼤学駅】より徒歩

■渋谷方面より【所要時間：約
■横浜方面より【所要時間：約

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ

■渋谷駅方面より
■多摩川駅方面より
■目⿊駅方面より
■成城学園前駅方面より

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

 

 

 

めぐろパーシモンホール
東京都目⿊区⼋雲

東急東横線【都⽴⼤学駅】より徒歩

渋谷方面より【所要時間：約
横浜方面より【所要時間：約

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ

渋谷駅方面より
多摩川駅方面より
目⿊駅方面より
成城学園前駅方面より

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

 

 

 

めぐろパーシモンホール
東京都目⿊区⼋雲 1-1-1

東急東横線【都⽴⼤学駅】より徒歩

渋谷方面より【所要時間：約
横浜方面より【所要時間：約

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ

渋谷駅方面より    【渋
多摩川駅方面より   【多摩
目⿊駅方面より    【⿊
成城学園前駅方面より 【都⽴

 
東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

めぐろパーシモンホール 
1 

東急東横線【都⽴⼤学駅】より徒歩 7

渋谷方面より【所要時間：約 10 分】
横浜方面より【所要時間：約 20 分】

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ

【渋 34】渋谷駅→東京医療センター
【多摩 01】多摩川駅→東京医療センター
【⿊ 07】目⿊駅→弦巻営業所
【都⽴ 01】成城学園前駅→都⽴⼤学駅北⼝

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

7 分 

分】 東急東横線：渋谷駅（各停）→都⽴⼤学駅
分】 東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ

】渋谷駅→東京医療センター
】多摩川駅→東京医療センター

】目⿊駅→弦巻営業所
】成城学園前駅→都⽴⼤学駅北⼝

 

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

 

東急東横線：渋谷駅（各停）→都⽴⼤学駅
東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅

東急バス【めぐろ区⺠キャンパス】バス停を下⾞してすぐ 

】渋谷駅→東京医療センター
】多摩川駅→東京医療センター

】目⿊駅→弦巻営業所 
】成城学園前駅→都⽴⼤学駅北⼝

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

東急東横線：渋谷駅（各停）→都⽴⼤学駅
東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅

】渋谷駅→東京医療センター 
】多摩川駅→東京医療センター 

】成城学園前駅→都⽴⼤学駅北⼝ 
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そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

東急東横線：渋谷駅（各停）→都⽴⼤学駅 
東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。

 
東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、
そのまま柿の⽊坂通りを直進します。天神坂を登ると、めぐろパーシモンホールに到着します。 

東急東横線：横浜駅（特急）→⾃由が丘駅（各停）→都⽴⼤学駅 

東急東横線の都⽴⼤学駅改札を出て、左へ進むと目⿊通りに出ます。目⿊通りの都⽴⼤学駅前交差点を渡り、 

 


