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2021. 4
「国立民族学博物館友の会」は「みんぱく（国立民族学博物館）」の活動を
支援し、博物館を楽しく、積極的に活用するためにつくられました。

発行日 2021 年 4 月 1 日
編集・発行 公益財団法人千里文化財団

公益財団法人への移行のご挨拶

千里文化財団は、
２０２１年４月１日より、
公益財団法人に移行いたしました。
国立民族学博物館友の会は、
市民が国立民族学博物館を支援し、
活用するための組織です。
千里文化財団が運営しています。
千里文化財団は内閣府より公益認定を受け、
2021（令和3）
年4月1日より、公益財団法人に移
行いたしました。これに伴い、法人名称は「公
益財団法人 千里文化財団」となりました。
長年、実施してきた事業が「文化人類学・
民族学等の学術振興を目的とする事業」
、
「教育
及び生涯学習に貢献し豊かな人間性を涵養する
ことを目的とする事業」
、
「地域の文化活動に貢献
し地域社会の健全な発展を目的とする事業」を
おこなう公益目的事業として認められました。

公益財団法人 千里文化財団の
目的及び事業
（以下、
定款より抜粋）

文化人類学・民族学等の振興を図るため、関係諸機関と連携し
その普及に努める。それらの活動を通して人類の多様な社会や
文化に対する市民の理解と教養を培い、地域社会に根ざしつつ、
ひろく国際社会に貢献する。

2. 事業
（１）文化人類学・民族学等に関する普及事業
（２）国立民族学博物館及び各種機関の活動に対する支援及び
利用促進事業
（３）文化に関する各種事業の企画・運営及び各地域の文化振興
に対する協力事業
（４）第1号から第3号にかかわる各種調査・研究の推進事業
（５）この法人の目的にふさわしい諸活動に対する協力事業
（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

会員証について
1

公益財団法人 千里文化財団
理事長 中牧 弘允

具体的な事業の概要
◆文化人類学・民族学等の研究促進・普及、ならびに関連諸研究機関（大学・
研究所・博物館等）の利用促進を目的とした図書等、出版物の企画・編集・
発行及び編集・制作等協力事業
具体的な
事業

1. 設立の目的

公益財団法人として、今後とも各種事業を推
進し、さまざまな社会貢献活動に取り組んで参る
所存でございますので、引き続き、国立民族学
博物館友の会をはじめ各種事業に対するご支援
ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

家庭学術雑誌『季刊民族学』の企画・発行、国立民族学博物館広
報誌『月刊みんぱく』の作成支援、国立民族学博物館展示案内及
び特別展等の図録の編集協力 他

◆文化人類学・民族学等の普及・振興、
ならびに関連諸研究機関（大学・研究所・
博物館等）の利用促進とその知的資産の有効活用を目的とした各種講演
会（セミナー、シンポジウム、出前授業を含む）及び展覧会等の企画運営
具体的な
事業

国立民族学博物館友の会講演会の企画・開催。国内ならびに海外
の現地セミナー、研修の旅の企画・開催。他の文化施設等との連携
講演会の企画・開催。出前授業の開発・実施 他

◆国立民族学博物館等、関連諸研究機関（大学・研究所・博物館等）の活
動に対する協力事業
具体的な
事業

国立民族学博物館友の会及び国立民族学博物館ミュージアム・ショッ
プの運営。国立民族学博物館における来館者の展示案内学習支援
業務、研究資料整理・情報化及び利用管理業務、梅棹忠夫アーカ
イブズ資料の整理及びそれに基づく基礎データ整備ならびに支援
業務、民族学資料共同利用窓口業務 等

◆文化人類学・民族学的観点から、関連諸研究機関（大学・研究所・博物館等）
との協働をとおして、地域の文化活動を活性化させる事業
具体的な
事業

学会等事務局業務、展覧会事業、講演会・シンポジウム事業、出
版事業 等

「一般財団法人 千里文化財団」
と記載のある会員証は、有効期限内、変わらずご利用いただけます。
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友の会講演会のご案内
事前申込先着順です。友の会ホームページ内の受付フォームをご利用ください。
聴講は、維持会員、正会員、家族会員、ミュージアム会員、キャンパスメンバーズ、特別フリーパスをお持ちの方が対象です。
４月と５月は、会場とオンライン配信いずれかで聴講方法をお選びいただけます。

第511回

第51２回

「食」
を学問にする

講 師 朝倉 敏夫（民博名誉教授）
日 時 4月3日（土）13:30〜14:40
（開場13:00）
聴講方法 ①第5セミナー室にて聴講（定員40名）
		
②オンライン（ライブ配信）
での聴講（定員100名）
SDGs（持続可能な開発目標）
の17の目標には食とつながる課題がいくつ
もあります。
また、新型コロナウイルスの蔓延は食にかかわる産業や生活
様式に大きな影響を与えました。
これらを解決するには食を総合的に研究
することが重要です。いまから半世紀前、石毛直道は
「食は文化である」
と提唱し、食の総合的研究をすすめました。
いまではそれが、大学などで
も学ばれる学問分野に成長しました。
「食」
を学問とする道の
展開をみんぱくの歩みを中心にたどります。
受付フォーム

https://www.senri-f.or.jp/511tomo/

アジア鍵盤楽器考

講 師 岡田 恵美（民博准教授）
日 時 5月1日（土）13:30〜14:40（開場13:00）
聴講方法 ①
 第5セミナー室にて聴講（定員40名）
②オンライン（ライブ配信）での聴講
（定員100名）

1842年にフランスで発明された鍵盤楽器ハルモニウム。
その後、西欧で
ふいご
は圧縮型鞴のハルモニウム産業が、米国やアジアでは吸入型鞴のリー
ドオルガン産 業が興隆しました。本講演では、
19世紀後半以降の日本
のリードオルガン産業とインドのハルモニウム産業に着目し、楽器改良
や楽器の受容に伴う音楽文化の再編について考察します。

受付フォーム

https://www.senri-f.or.jp/512tomo/

研究公演、
みんぱくゼミナール 会員先行予約のご案内
研究公演やゼミナールには維持会員、正会員、家族会員のみなさまを対象に先行予約がございます。

会員先行予約は該当期間中に事務局までご連絡ください。会員先行予約が定員に達した場合は、一般受付をご利用ください。

研究公 演

みんぱくゼミナール

【特別展
「復興を支える地域の文化―3.11から10年」
関連】

第509回
関連】
【特別展
「復興を支える地域の文化―3.11から10年」

じゃんがら念仏踊りみんぱく公演

郷土芸能の持つ力

出演 久之浜大久自安我楽念仏踊継承会
解説 遠藤 諭
（久之浜大久自安我楽念仏踊継承会）
司会 日髙 真吾
（民博教授）
日時 5月8日
（土）
13：30～16：15
（開場13:00）
参加方法 ①
 国立民族学博物館 講堂にて参加
（定員160名）
②オンライン
（ライブ配信）
での参加
（定員300名）
申込期間
申込期間

■友の会電話先行受付（定員30名）
対象：維持会員、
正会員、
家族会員
期間：4月1日
（木）
～７日
（水）
※先行予約は会場参加が対象です。

■一般受付
・オンライン予約
・メール・電話予約（会場参加のみ）
期間：４月８日
（木）
～4月30日
（金）

研究公演とゼミナールの申込方法

友の会電話先行受付（会場参加のみ）
該当期間中に友の会事務局まで
お申し込みください。
【申込先】千里文化財団友の会事務局
電話 06-6877-8893
（9時～17時、
土日祝を除く）

講師 小
 谷 竜介
（東北歴史博物館主任研究員）
、
日髙 真吾
（民博教授）
日時 5月15日
（土）
13：30～15：00
（開場13：00）
聴講方法 ①
 国立民族学博物館 講堂にて聴講
（定員160名）
		
②オンライン
（ライブ配信）
での聴講
（定員300名）
申込期間

■友の会電話先行受付（定員30名）
対象：維持会員、正会員、家族会員
期間：4月12日
（月）～16日
（金）
※先行予約は会場参加が対象です。

■一般受付
・オンライン予約
期間：４月19日
（月）～5月12日
（水）
・当日受付（会場参加のみ、
定員30名）

★要事前申込先着順（会場参加は本人を含む2名まで）

研究公演一般受付

ゼミナール一般受付

該当期間中にいずれかの方法でお申し込みください。

該当期間中にいずれかの方法でお申し込みください。

オンライン予約			
みんぱくホームページ内の予約サイトをご利用ください。

オンライン予約			
みんぱくホームページ内の予約サイトをご利用ください。

メール・電話予約（会場参加のみ）			
【申込先】

千里文化財団イベント予約受付		
メール yoyaku-event@minpaku.ac.jp		
電話 06-6877-8894（9時～16時、土日祝を除く）

当日受付（会場参加のみ）			
当日11時より、本館2階講堂前にて受け付けます。

いずれの催しも参加無料。ただし、研究公演は会員証もしくは展示観覧券が必要です。
会場参加の方には入場整理券を当日 11 時より、本館2階講堂前にて配布します。

館内催しの詳細はこちら！
https://www.minpaku.ac.jp/event/
4月に実施する館内催しも予約受付中です。

本紙掲載の情報は、
2021年3月25日時点で決定している内容です。
新型コロナウイルス感染症の影響等により急遽予定を変更する場合があります。

友の会はいつでも、
どなたでもご入会いただけます。

公益財団法人 千里文化財団
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