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Ⅰ 展覧会概要 

 

展覧会名 町田市立博物館最終展 ―工芸美術の名品―  

 

会 場 町田市立博物館（町田市本町田 3562 番地） 

会 期 2019年 4月 20 日（土）～6月 16日（日） 

（前期）4月 20日（土）～5月 19日（日） 

（後期）5月 21日（火）～6月 16日（日） 

 

開館時間 午前 9時～午後 4時 30分 

 

休 館 日 月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館） 

 

入 館 料 無料 

 

主 催 町田市立博物館 

 

協 力 一般社団法人 町田市文化協会 

 

出展作品（資料１「出展作品リスト」参照） 

陶磁器 53 点 

ガラス作品 61 点 

懐中時計 10 点 

錦絵・大津絵 4 点 

染織品 3 点 

書籍 4 点 

※錦絵・大津絵、染織品、書籍は前期・後期で展示替えを実施 

 

開催趣旨  市立博物館の 45年間の《これまで》を振り返り、ご愛顧への感謝の気持ちを

お伝えするとともに、《これから》を（仮称）町田市立国際工芸美術館へとバト

ンタッチしようという企画です。小展示室では、市立博物館のコレクションの

あゆみを名品約 35点とともにたどり、大展示室では、市立博物館のコレクショ

ンの核となっている「ガラス」と「陶磁器」にスポットを当て、《赤》と《青》

という象徴的な色をテーマに選んだ古今東西の作品約 100 点によって、工芸美

術の魅力をたっぷりとご紹介しました。さらに近年所蔵となった世界初のガラ

ス技法書『ラルテ・ヴェトラリア（L’Arte Vetraria）』を初公開しました。 
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Ⅱ 開催状況 

 

（１） 月別入館者数 

単位：人 

月 
小学生 
以下 

中学生 高校生 大学生 一般 総計 市内 市外 
開館 
日数 

１日平均 

4 月 207 18 17 6 3,274 3,522 2,773 749 10 352.2 

5 月 427 30 12 6 4,083 4,558 3,175 1,383 27 168.8 

6 月 101 6 1 0 2,955 3,063 1,984 1,079 14 218.8 

計 735 54 30 12 10,312 11,143 7,932 3,211 51 218.5 

 

 

（２） 図録販売等 

 

種別 販売数 売上額 

図録 1,437  冊   666,080 円 

図録セット 53  セット 68,500 円 

絵葉書 3,391  枚   62,080 円 

絵葉書（ビーズ） 21  枚   4,200 円 

ポスター 4  枚   800 円 
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Ⅲ 展示 

（１） 展示の状況 

   

小展示室（全体）       小展示室（東南アジア陶器）      小展示室（懐中時計） 

 

   

大展示室（全体）       大展示室（ガラス製鼻煙壺）   大展示室（『ラルテ・ヴェトラリア』） 

 

（２） 特色 

 

①小展示室：コレクションのあゆみをたどる名品展 

 おおよそ収蔵年順に作品を展示し、市立博物館の 45年間のコレクションのあゆみを

作品とともにたどっていただけるような展示構成にしました。 

 ガラスや陶磁器、懐中時計、大津絵、浮世絵などのなかから選りすぐりの名品を展示

しました。 

 市立博物館の特色あるコレクションが形づくられた経緯についてパネルで分かりやす

く紹介しました。 

 

②大展示室：工芸美術の魅力を紹介するテーマ展 

 （仮称）町田市立国際工芸美術館への期待を高めていただけるよう、市立博物館の工

芸美術コレクションの核となっているガラスと陶磁器の優品を展示しました。 

 展示作品は《赤》と《青》という色をテーマに選び、色にこめられた意味や発色の方

法、地域ごとの特色などについてパネルで分かりやすく紹介しました。 

 『ラルテ・ヴェトラリア（L’Arte Vetraria）』などの新収蔵品を初公開しました。 
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Ⅳ 広報活動 

（１） 有料広告（ポスター掲示） 

 

掲載期間 掲載場所 

4 月 15日～5月 5日 小田急線 町田駅 

4 月 15日～4月 28 日 小田急線 鶴川駅 

4 月 15日～4月 28 日 小田急線 相模大野駅 

4 月 22日～5月 5日 JR 横浜線 町田駅 

4 月 22日～5月 2日 JR 横浜線 相模原駅 

 

 

（２） ポスター、チラシ等 

 

配布・掲載日等 配布・掲載機関 配布・掲載媒体および形態 

3 月 15日 町田市内の町内会・自治会 展覧会チラシ（1,900 箇所） 

3 月 20日 プレス・美術館・関係者等 
展覧会チラシ（15,389 枚） 

展覧会ポスター（439枚） 

4 月 2 日 町田市 町田市ホームページ 

4 月 8 日～6 月 16日 町田市 
町田市ホームページトップページ上、

ブランディングエリア 

4 月 8 日～6 月 17日 ペデストリアンデッキ 横断幕 

4 月 8 日～6 月 17日 博物館入口看板横 垂れ幕 

4 月 9 日～6 月 18日 
JR 成瀬駅・京王多摩境駅 

JR 相原駅・JR町田駅(掲示板) 
展覧会ポスター 

4 月 16日～4月 26 日 ペデストリアンデッキ（掲示板） 展覧会ポスター（ポスタージャック） 

4 月 19日 町田市内小学校 
園児・児童向けチラシ（116 園、42

校）30,000 枚 

4 月 20日 新聞折込 新聞折込チラシ（108,526 戸） 

4 月 30日 
町田市内幼稚園・保育園・ 

子どもクラブ 
児童向けチラシ（1,190 枚） 

5 月 1 日 町田市内デイサービス 展覧会チラシ（80箇所） 

6 月 1 日 町田市外デイサービス 展覧会チラシ（27箇所） 



6 

 

（３） 町田市立博物館公式ツイッター 

 

①投稿数 110 

 

②主な投稿 

投稿日 投稿内容 

4 月 15日 「町田市立博物館最終展」ご来場者先着 2,000 名様に江戸ガラスの一輪挿しをプレゼントし
ます（1 人 1 日 1 個限り）。5 色あるうち、どの色かは当日のお楽しみ！（無くなり次第終了
します）#町田市立博物館 

4 月 17日 20 日（土）・21 日（日）は、当館蔵の古壺へ町田茶道協会によるいけばな展示を行い、皆様
をお迎え致します。#町田市立博物館 

4 月 17日 町田駅ペデストリアンデッキにてポスタージャック中！#町田市立博物館 

4 月 19日 明日午後 2 時より「町田市立博物館最終展」オープニング・イベント（ミニコンサート）を
行います。どなたでもご参加いただけます！ご来館をお待ちしております。#町田市立博物館 

4 月 19日 「町田市立博物館最終展」初日の午後 2 時より、盛川奈々氏（東京シティ・フィルハーモニ
ック管弦楽団）によるヴァイオリンコンサートを行います（入場無料）。お問い合わせ多数の
ため、当日は午後 1時より整理券を配布致します。皆様お誘いあわせの上、ご来館ください。
#町田市立博物館 #ヴァイオリン #盛川奈々  

4 月 20日 町田市立博物館最終展 初日ご来館まことにありがとうございます。お天気にも恵まれ 1500
人近いお客様にご来館いただき、スタッフ一同大変驚いております。イベント盛りだくさん
の本展覧会はゴールデンウィークも休まず開館しております。#町田市立博物館 

4 月 24日 ご来館のお客様に絵はがきをプレゼントしています（1 人 1日 1枚）。#町田市立博物館 

4 月 24日 21 日（日）に体験講座「花をいけてみましょう」を行いました。同講座は 6 月 15 日（土）の
午前・午後にも開催します。#町田市立博物館 

4 月 25日 G.W.特別企画開催!!4月 27日（土）～5月 6 日（月）の期間中、ご来場者先着 50 名様に当館
オリジナル缶バッジをプレゼントします！（お一人様 1 日 1 個）#町田市立博物館 #缶バッジ 

4 月 28日 本日午後 2 時より、本年度より当館館長に就任した伊藤嘉章による講演会「ようこそ 工芸
KOGEI の世界へ」を行います（定員 60 名、無料、予約不要）。#町田市立博物館 

5 月 2 日 本日午後 1時 30分より、「響きの森 ハッピーフルートコンサート」（演奏：瀧澤直子氏）を
開催します。正午より整理券を配布します（参加無料）ご来館をお待ちしています。#町田市
立博物館 

5 月 5 日 本日 5 月 5 日（日）午前 10 時より、町田茶道協会による体験講座「お茶をたててみましょ
う」、町田民踊親和会による着物の着付け体験講座を行います。どなたでも無料でご参加いた
だけます（各先着 30名、着付けは小学校高学年以上対象）。#町田市立博物館 #お茶 #着物 

5 月 6 日 昨日 5 月 5 日（月）に開催した茶道体験と着付け体験には大変多くの方にご参加いただき、
ありがとうございました。ご協力いただいた町田茶道会、町田民踊親和会の先生方に感謝い
たします。今後のイベントにもご期待ください！#町田市立博物館 

5 月 8 日 母の日前日の 5 月 11 日（土）に、ご来場者先着 70 名様にお花の苗を差し上げます。お花は
パンジーとペチュニアを予定しています。#町田市立博物館 #母の日 

5 月 12日 本日 5月 12 日（日）は本町田遺跡公園周辺にて、「弥生ヶ丘 de まちだのへそまつり」が開催
中です！イベント盛りだくさん！ぜひご来場ください！#町田市立博物館 #へそまつり 

5 月 18日 明日 5月 19 日（日）午後は、町田市吟詠連盟による吟詠と、講演会「工芸がもつ高き価値―
日本美術の歴史から―」（講師：静嘉堂文庫美術館館長 河野元昭氏）を行います（定員 60名、
予約不要）。#町田市立博物館 #静嘉堂文庫美術館 
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投稿日 投稿内容 

5 月 21日 本日 5月 21 日より「町田市立博物館最終展」の後期が始まります。一部展示作品が入れ替わ
りました。皆様のご来館をお待ちしております！#町田市立博物館 #ファイナル 

5 月 21日 本日 5 月 21 日（火）より平日に限り、ご来場者先着 10 名様に当館で販売中のお好きな図録
を 1冊プレゼントします！#町田市立博物館 #ファイナル 

5 月 21日 町田市エコキャラクター「ハスのん」が博物館に遊びに来てくれました。町田市立博物館最
終展に展示中の蓮の花が表された作品をハスのんと一緒に探しましょう！ #町田市立博物館 
#最終展 #ハスのん #蓮 #工芸 #美術 

5 月 22日 18～20世紀の中国で作られたガラス作品です。黄色のうえに黒色のガラスを重ね、表面の黒
色の層をけずって蓮の花を表しています。 #町田市立博物館 #最終展 #ハスのん #蓮 #ガラ
ス #清時代 #被せガラス #撮影 OK 

5 月 23日 15 世紀のタイで作られた青磁（せいじ）という青緑色の鉢です。まるで水の中に蓮の花が浮
かんでいるようです。 #町田市立博物館 #最終展 #ハスのん #蓮 #陶磁器 #青磁 #タイ #東
南アジア #撮影 OK 

5 月 23日 今週 5月 21 日（火）から始まった後期展示では、当館の人気作品《みかけはこわいがとんだ
いい人だ》を展示しています。現在の建物でご覧いただける最後の機会、どうかお見逃しな
く！ #町田市立博物館 #歌川国芳 #寄せ絵 #浮世絵 

5 月 24日 かわいいガラスのたばこ入れにハスのんも興味津々！蓮の花はおめでたい文様として、中国
はじめアジア各地で愛されてきました。 #町田市立博物館 #最終展 #ハスのん #蓮 #ガラス 
#吉祥文 #撮影 OK 

5 月 25日 中国で作られた青い焼きものです。明るい白地に鮮やかな青色で表された蓮はとてもさわや
かです。#町田市立博物館 #最終展 #ハスのん #蓮 #陶磁器 #青花 #景徳鎮 #官窯 #撮影 OK 

5 月 26日 色鮮やかに描かれたたくさんの花のなかに、#蓮の花も表されています。美しい色をぜひ会場
でお楽しみください。 #町田市立博物館 #最終展 #ハスのん #蓮 #陶磁器 #豆彩 #景徳鎮 #
官窯 #撮影 OK 

5 月 28日 #町田市立博物館のとなりにある#本町田遺跡公園にも#ハスのんが遊びに来てくれました！ 
#縄文住居 #史跡 #お散歩 

5 月 28日 本日 5 月 28 日（火）午後 1 時 30 分より、町田楽友協会による「美しい日本の歌を楽しみま
しょう」を開催します。ピアノに合わせて一緒に歌いましょう！どなたでもご参加いただけ
ます。（先着 30 名・予約不要） #町田市立博物館 #最終展 #歌 

5 月 29日 #サントリー美術館で 6月 2 日（日）まで開催中の「information or inspiration?」展では、
#町田市立博物館で現在展示中の#薩摩切子と兄弟のような関係の作品が展示されています。
ぜひご来館の上、見比べてみて下さい。#ガラス #撮影 OK 

5 月 29日 明治 5年に宮内省からの要請を受けて、江戸時代の技法で製造された#薩摩切子の蓋物 3 組の
うちのひとつが現在#サントリー美術館所蔵の三段重、もうひとつが#町田市立博物館の蓋物
（もとは三段重）と考えられています。#ガラス #撮影 OK  

5 月 29日 広々とした#本町田遺跡公園で#ハスのんはかくれんぼを楽しんでいます。ハスのんはどこか
な？#町田 #縄文住居 #史跡 #お散歩 

5 月 30日 #本町田遺跡公園のガイダンスルームでは#土器などを展示しています。 #町田 #ハスのん #
縄文住居 #史跡 

5 月 31日 #ハスのんと一緒に#町田市立博物館と#本町田遺跡公園を楽しんでいただけたでしょうか？#
町田市立博物館最終展の会期は 6月 16 日（日）までです。皆様のご来館をお待ちしておりま
す！ #ファイナル #町田 #工芸 #美術 #撮影 OK 

6 月 1 日 #町田市立図書館 の非公式キャラクター「#ブックロー」が #町田市立博物館最終展 を見に
来てくれました！本展では、2018年に当館に寄贈された世界最古のガラス技法書『ラルテ・
ヴェトラリア』を初公開しています。 #工芸 #美術 #ガラス #古書 #初公開 #撮影 OK 



8 

投稿日 投稿内容 

6 月 1 日 明日 6 月 2 日（日）午後 2 時より、当館前館長田邉三郎助氏による講演会「町田市立博物館
45 年の歩み」を開催します（予約不要、定員 60名）。#町田市立博物館 

6 月 2 日 展示中の『ラルテ・ヴェトラリア』は 1612 年に初めて刊行されたイタリア語版の初版原書と
1668年刊行のラテン語訳版です。同書はイタリア語から様々な言語に翻訳されたことで、ガ
ラス製造技術の拡大に大きく貢献しました。 #町田市立博物館 #最終展 #ブックロー #工芸 
#美術 #ガラス #撮影 OK 

6 月 4 日 #ハスのんと#ブックローに続いて、#町田リス園のリスさんが博物館までお散歩に来てくれま
した！#町田市立博物館 #最終展 #工芸 #美術 #ガラス #陶磁器 

6 月 4 日 6 月 8 日（土）午前 10時～正午、博物館前に「スケルトンごみ収集車“みえるくん”がやっ
てきます！#ごみ収集車のうたや#３Ｒのうたを歌って、ごみと環境について学びましょう！ 
#町田市立博物館 #うたって学ぶ 

6 月 5 日 18～20世紀の中国で作られた#ガラス作品に#リスを発見！たくさんの実をつけるブドウと多
産とされるリスの組み合わせには、#子孫繁栄というおめでたい意味が込められています。 #
町田市立博物館 #最終展 #町田リス園 #清時代 #工芸 #吉祥文 #撮影 OK 

6 月 6 日 #町田リス園ではかわいい#ウサギさんと触れ合うことができますが、博物館にも自慢のウサ
ギがいます。まんまるの体やパッチリと開いた目が愛らしい、12～13 世紀の #カンボジア で
作られた焼きものです。#町田市立博物館 #陶磁器 #東南アジア #撮影 OK 

6 月 7 日 #懐中時計は#町田市立博物館最終展でとくに人気を集めている作品のひとつです。「どんな風
に動くのかな？」と、リスさんたちも楽しそうです。 #町田市立博物館 #最終展 #町田リス
園 #時計 #工芸 #美術 #撮影 OK 

6 月 7 日 明日 6月 8日（土）の天気は曇りのようなので、予定どおり午前 10時～正午に博物館前にて
「３Ｒ特別講座」を行います。あわせて開催中の#町田市立博物館最終展をご覧になった方に
はオリジナルみえるくん缶バッジをプレゼントします！ #町田市立博物館 #うたって学ぶ #
３Ｒのうた #ごみ収集車のうた 

6 月 8 日 現在、博物館前にて「３Ｒ特別講座」を行っています。あわせて開催中の #町田市立博物館
最終展 をご覧になった方にはオリジナルみえるくん缶バッジをプレゼントしています！ 
#町田市立博物館 #うたって学ぶ #３Ｒのうた #ごみ収集車のうた #みえるくん 

6 月 8 日 #松浦玉圃による #エナメル絵付けの施された#ガラス作品はお客様から大変ご好評をいただ
いています。日本画のような繊細な絵付けが大変美しく、担当学芸員もイチオシの作品です！ 
#町田市立博物館 #最終展 #工芸 #美術 #撮影 OK 

6 月 9 日 #町田市立博物館最終展で人気を集めている#薩摩焼の《色絵金彩人物文壺》は、蓋上にゆっ
たりと座る #唐子 が見どころです。リスさんも見とれてしまうような当館のニューアイドル
を、ぜひ見に来てください！ #町田市立博物館 #最終展 #陶磁器 #工芸 #美術 #撮影 OK 

6 月 11日 #町田市立博物館最終展 も最後の一週間を残すのみとなりました（会期は 6 月 16 日まで）。
現在の建物での最後の展覧会を、どうかお見逃しなく！ #町田市立博物館 #町田リス園 #工
芸 #美術 #ガラス #陶磁器 #撮影 OK 

6 月 13日 本日 6月 13 日（木）、ご来場者先着 50 名様にかわいい#反射板 付き #ストラップ を #プレ
ゼント します！お一人様 1 個限り。#町田市立博物館 

6 月 14日 本日 6月 14 日（金）から 16 日（日）まで、博物館エントランスロビーにて#町田華道協会に
よるいけばな展示でお客様をお迎えします。#町田市立博物館 #いけばな 

6 月 16日 本日 6月 16 日（日）、午前 10 時より町田茶道会による添釜でお客様をお迎えしております。
展覧会とともに、おいしいお抹茶をお楽しみください！ #町田市立博物館 #最終展 #お茶会 

6 月 16日 本日 6 月 16 日（日）午後 1 時より先着 50 名様にイベント（式典・対談・コンサート）の整
理券を配布します。対談では石阪丈一市長と伊藤嘉章館長が工芸美術の魅力について語りま
す！#町田市立博物館 #最終展 #対談 
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投稿日 投稿内容 

6 月 16日 本日 6 月 16 日（日）、対談のあとにはハッピー☆マッキーSAX カルテットによるミニコンサ
ートを開催します！イベント整理券（式典・対談・コンサート）は午後 1時から配布します。
コンサートのみの入場はできませんのでご注意ください。#町田市立博物館 #コンサート 

6 月 16日 本日無事に「町田市立博物館最終展」は終了しました。沢山の皆様にご来館いただき、職員一
同厚くお礼を申し上げます。45 年間、町田市立博物館を応援頂き誠にありがとうございまし
た！#町田市立博物館 #最終展 

 

③主な投稿画像 

 

 
4月 15日               5月 24日             5月 25日 

 

 

       5月 29日              6月 1日               6月 2日  

 

 
       6月 5日              6月 9日              6月 11日     
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（４） 記事掲載 

 

掲載日等 発行・掲載機関 掲載媒体および形態 

3 月 25日 公益財団法人日本博物館協会 『博物館研究』通巻 610号 

3 月 30日 サンケイリビング新聞社まちだオフィス 『リビングまちだ・さがみ』2017号 

4 月 1 日 町田市 『生涯学習 NAVI』2019年度春号 

4 月 1 日 公益財団法人日本陶磁協会 『陶説』通巻 793 号 

4 月 11日 株式会社タウンニュース社 『タウンニュース』町田版 

4 月 12日 株式会社ぱど 『ぱど』4月 12 日号 

4 月 15日 町田市 『広報まちだ』4月 15 日号 

4 月 19日 
有限会社多摩ネットワークセンター 

週刊もしもし新聞編集部 
『週刊もしもし新聞』 

4 月 20日 ＭＩＲＡＩ ウェブニュース 

4 月 25日 株式会社タウンニュース社 『タウンニュース』町田版 

4 月 25日 株式会社毎日新聞社 『毎日新聞』 

4 月 26日 相模原町田経済新聞編集部 『相模原町田経済新聞』 

5 月 1 日 公益財団法人日本陶磁協会 『陶説』通巻 794 号 

5 月 1 日 町田市 『広報まちだ』5月 1日号 

5 月 13日 神奈川新聞 『神奈川新聞』 

5 月 16日 読売新聞社 『読売新聞』 

5 月 16日 株式会社タウンニュース社 『タウンニュース』町田版 

5 月 24日 株式会社都政新報社 『都政新報』 

5 月 29日 イッツコミュニケーションズ株式会社 イッツコム地モト NEWS 

6 月 6 日 株式会社タウンニュース社 『タウンニュース』町田版 

6 月 6～13日 株式会社多摩テレビ TTV-NOW 

6 月 11日 株式会社中日新聞社 『東京新聞』 

6 月 13日 株式会社毎日新聞社 『毎日新聞』 

6 月 14日 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 東京 MXテレビ 

6 月 14日 株式会社目の眼 『目の眼』7 月号（通巻 514 号） 

6 月 17日 株式会社中日新聞社 『東京新聞』 

4 月 20日 ＷＥＢ美術手帖 ウェブニュース 

5 月 25日 地域創造 『地域創造レター』No.278 

7 月 15日 町田ジャーナル社 『町田ジャーナル』 
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（５） 効果 

 

・ 新聞折込チラシによって町田市民の方に広く展覧会を周知することができ、初日には

1,450人の来館者がありました。 

・ 町田市内全小学校の児童にチラシを配布したことで、子ども向けのイベントが周知で

き、子どもおよび親子向け体験講座の参加はすべて定員に達しました。 

・ 赤と青を基調とした明快なポスター・チラシのデザインが目立ち、来館者の 3 割以上

がポスター・チラシを見て来館されるなど、集客に効果を発揮しました。 

・ 「最終」ということもあり、FAXでのプレスリリース直後から、多数の問合せをいただ

きました。 

・ 3 月末で 321 人だった博物館 Twitter のフォロワー数が、6 月末で 410 人に達しまし

た。（仮称）町田市立国際工芸美術館の開館に向けて、さらに多くの方に工芸や作品の

魅力を伝えていけるよう、引き続き工夫を凝らした情報発信に取り組みます。 

 

 

   
        展覧会チラシ          児童向けチラシ          新聞折込チラシ 
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Ⅴ イベント 

（１） 開催状況一覧 

★印は開幕後に追加開催したイベントです 

月 日（曜日） イベント 
定員

（人） 

延べ人数 

（人） 

4
月 

20（土） 

江戸ガラス一輪挿しプレゼント 2,000 2,000 

オープニングミニコンサート 60 130 

いけばな展示（～4/21） ― ― 

缶バッジ・デイ 20 20 

21（日） 
伝統文化体験イベント「花をいけてみましょう」 

午前・午後の 2 回開催 
各回 3 6 

27（土）～ 

5 月 6 日（月・祝） 

ゴールデンウィーク限定缶バッジプレゼント★ 

延べ日数 10 日間 
各日 50 500 

27（土） 工芸美術体験講座「My 茶碗 My 箸置を作ろう」 30 34 

28（日） 講演会「ようこそ 工芸 KOGEI の世界へ」 60 55 

29（月・祝） ギャラリー・トーク 20 程度 22 

30（火・祝） 缶バッジ・デイ 20 20 

5
月 

2（木・祝） 
伝統文化体験イベント 

「響きの森 ハッピーフルートコンサート」 
60 70 

3（金・祝） ギャラリー・トーク 20 程度 24 

4（土・祝） 
工芸美術体験講座「練り練りガラス」 

午前・午後の 2 回開催 
各回 16 32 

5（日・祝） 
伝統文化体験イベント「お茶をたててみましょう」 30 220 

伝統文化体験イベント「着付け体験講座」 30 30 

 

6（月・振休） ギャラリー・トーク 20 程度 25 

10（金） 缶バッジ・デイ 20 20 

11（土） 母の日「お花の苗プレゼント」★ 70 70 

12（日） 
地域関連イベント「弥生ヶ丘 de まちだのへそまつり

～本町田の歴史と文化を楽しむ～」 
― 850 

19（日） 

伝統文化体験イベント「吟詠」 60 50 

講演会「工芸がもつ高き価値―日本美術の歴史から

―」 
60 52 
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月 日（曜日） イベント 
定員

（人） 

延べ人数 

（人） 

21（火） 缶バッジ・デイ 20 20 

21（火）～ 

6 月 14日（金） 

平日限定！図録プレゼント★ 

延べ日数 16 日間 
各日 10 160 

25（土） ギャラリー・トーク  20 程度 15 

28（火） 
伝統文化体験イベント 

｢美しい日本の歌を楽しみましょう｣ 
30 30 

30（木） 缶バッジ・デイ 20 20 

6
月 

1（土） 
工芸美術体験講座「日本刺繡はじめの一歩」 

午前・午後の 2 回開催 
各回 6 12 

2（日） 講演会「町田市立博物館 45 年の歩み」 60 44 

5（水）～ 熱中症うちわプレゼント★ 50 50 

8（土） 3Ｒ公開講座★ ― 60 

９（日） ギャラリー・トーク 20 程度 40 

11（火） 缶バッジ・デイ 20 20 

13（木） 
弥生ヶ丘自治会ギャラリー・トーク★ 20 程度 20 

反射板付きストラッププレゼント★ 50 50 

14（金）～16（日） いけばな展示 ― ― 

15（土） 
伝統文化体験イベント「花をいけてみましょう」 各回 3 6 

弥生ヶ丘自治会ギャラリー・トーク★ 20 程度 15 

16（日） 添釜 ― 250 

  クロージング＆テイクオフ・イベント 60 65 

  ギャラリー・トーク★ 20 程度 40 

 

（２） オープニング・イベント                            

 

日時 4月 20日（土）午後 2時～3時 30分 

会場 町田市立博物館 2階講堂 

 ①館長挨拶 

就任のあいさつに続き、市立博物館の 45 年のあゆみ、展覧会のみどころなどを紹介

しました。 

 ②ミニコンサート 

出演：町田市在住のバイオリニスト・盛川奈々氏 
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主催者挨拶 伊藤館長               盛川奈々さんのヴァイオリン演奏 

 

（３） クロージング＆テイクオフ・イベント 

 ①添釜 

日時 6月 16日（日） 午前 10時～午後 4時 

会場 町田市立博物館 エントランスホール 

協力 町田茶道会 町田市議会議員茶道部 

来館者に抹茶とお菓子がふるまわれました。 

 

 ②クロージング＆テイクオフ イベント 

日時 6月 16日（日） 午後 2時～午後 4時 

会場 町田市立博物館 2階講堂 

 

・ 式典 

式典会場には、石阪市長が町田市立博物館所蔵のガラス花器（岩田藤七作）を使っ

て花を活けました。式典では石阪市長と伊藤館長の挨拶に続き、ご来賓からお言葉を

いただきました。 

 

・ 1万人目の入場者への記念品贈呈 

記念品として大小ペアのベトナム製「青花草花文皿」セットを贈呈しました。 

 

・ 市長・館長対談（詳細は資料 2「対談記録」参照） 

岩澤昌美氏の進行で、石阪市長と伊藤館長が工芸美術の魅力やこれからの展望など

について語りました。 

 

・ ミニコンサート 

出演：ハッピー☆マッキーSAXカルテット 
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（４） 主なイベント  

 

①江戸ガラス一輪挿しプレゼント 

4月 16日（土）～   配布数 2,000個 

【内容】 

先着 2,000人に江戸ガラスの一輪挿しをプ

レゼントしました。5色（青・緑・紫・ピン

ク・黄色）を年齢制限を設けずすべての来館

者に配布し、同封国際版画美術館の企画展招

待チケット及び博物館の所蔵品の絵葉書を同

封しました。4月 16 日（土） に 1,450人、4

月 17日（日）に 550 人が来館し、2日間で配

付終了しました。 

 

  

江戸ガラス一輪挿し（5色） 

町田茶道会による添釜 

 

見事なお点前 

 

ハッピー☆マッキーSAXカルテット 石阪市長と伊藤館長の対談 1万人目の入場者に記念品を贈呈 

石阪市長による生け花 
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②迎え花 

4月 20日（土）～21 日（日） 

6月 14日（金）～16 日（日） 

【内容】 

町田華道協会が、エントランスホールに設置した町田市立博物館所蔵 青磁六耳壺

（中国南部 宋時代 12～13世紀）に生け花作品を制作し、来館者を迎えました。 

 

 

草月流 中村桃波氏           一葉式いけ花 広瀬啓友氏 

 

 

③講演会                   

・ 「ようこそ 工芸 KOGEIの世界へ」 

  講師 伊藤嘉章（町田市立博物館 館長） 

  日時 4月 28日（日）午後 2時～3時 30分 

【内容】 

専門分野の日本陶磁史のなかから、織部、仁清、乾

山といった名工の作品を取り上げ、使うことを基に生

まれた意匠や意表をつくデザイン性を解説。美にあふ

れた暮らしの空間を創造することに長けた日本の工芸

の特異性を解き明かしました。 

 

  

伊藤館長講演会 
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・ 「工芸がもつ高き価値―日本美術の歴史から―」 

講師 河野元昭氏（公益財団法人静嘉堂文庫美術館 館長） 

日時 5月 19日（日）午後 2時～3時 30分 

【内容】 

日本美術は、絵画でさえも生活を豊かにする工

芸の一環として発展してきたことを、数々の日本

美術の名品のスライドでたどるとともに、静嘉堂

文庫美術館蔵「国宝 耀変天目」を一例に、外国産

であっても日本の鑑賞眼で選ばれ大切に伝えられ

てきた工芸や美術作品は日本美術といっても過言

ではないことを示されました。 

       

・ 「町田市立博物館 45年のあゆみ」 

    講師 田邉三郎助氏（町田市立博物館 前館長） 

    日時 6月 2日（日）午後 2時～3時 30分 

【内容】 

町田市立博物館開館や、その後の 45 年間の活動

の様子を、歴代館長や収蔵作品の紹介を交えてた

どりました。中でも特色ある工芸美術コレクショ

ンが形成されるようになった契機や経緯を振り返

り、実物資料を聴講者の前で陳列しながら、工芸

美術特有の楽しみ方、魅力について紹介しまし

た。 

  

 

④ギャラリー・トーク 

日時 4月 29日（月・祝） 

5月 3日（金・祝） 

5月 6日（月・振休） 

5月 25日（土）、 

6月 6日（日） 

いずれも午後 2時～3時 

 

★特別開催 

・ 弥生ヶ丘自治会向け 

日時  6月 13日（木）午前 10時～10 時 30分 

6月 15日（土）午後 １時～ 1 時 30分 

  

 河野元昭氏講演会 

 田邉三郎助氏講演会 
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・ 最終日特別 

日時 6月 16日（日）午後 4時～4時 30 分 

 

【内容】 

小展示室で町田市立博物館 45年の作品収集の歩みを説明した後、大展示室で赤と

青をテーマとしたガラスと陶磁器について、担当学芸員が解説しました。 

 

⑤工芸美術体験講座「My茶碗 My箸置を作ろう」 

日時  4月 27日（土）午後 1時～4時 

講師  アトリエ方丈庵 くつわだりえ氏 

対象  小中学生とその保護者 

定員  30人 

参加費  1,000円 

【内容】 

「自分だけが使う茶碗と箸を持つ」という日本の伝統的な食生活のスタイルを再

確認する体験講座で、小中学生とその保護者を対象としました。講師の指導の下、

様々な大きさの素焼きの茶碗から自分の手にあったものを選んで絵付をするととも

に、粘土から手びねりで箸置を作りました。作品は講師が持ち帰り釉掛けして焼成

し、完成品を博物館窓口で参加者に手渡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑥工芸美術体験講座「練り練りガラス」 

日時  5月 4日(土・祝) 

午前の回：9時 30分～正午 

午後の回：1時 30分～4時 

講師  ガラス作家 土井朋子氏 

対象  5歳以上 

定員  各回 16人 

参加費  3,000円（送料含む） 

  

完成した作品の数々 制作の様子 
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【内容】 

粘土細工のようにガラスの粉を手でこねて形にし、オブジェを制作しました。作

品は講師が持ち帰って焼成し、参加者に郵送しました。 

     

 

 

 

⑦工芸美術体験講座「日本刺繍はじめの一歩」 

日時  6月 1日(土)   

午前の回：10時 30分～12時 30 分 

午後の回：2時～4時 

講師  日本刺繡作家 桜井あや氏 

対象  高校生以上 

定員  各回 6人 

参加費  1,000円 

【内容】 

参加者が自分で撚った絹糸をつかい、モザイク縫

い技法でオリジナルのくるみボタンを 1 人 1個作り

ました。完成作品は当日お持ち帰りいただきまし

た。 

 

 

  

作品の数々 説明の様子 

制作の様子 

完成したくるみボタン 
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⑧伝統文化体験イベント「花をいけてみましょう」 

日時  4月 21日（日）、6月 15日（土） 

各日午前 10時～正午、午後 1時～3時 

講師  町田華道協会会員 

対象  高校生以上 

定員  各回 3人 

参加費  1,000円 

【内容】 

講師の指導の下、日本伝統の「華道」の理論に沿って花を生けました。 

 

⑨伝統文化体験イベント「響きの森 ハッピーフルートコンサート」 

講師  町田楽友協会 瀧澤直子氏 

日時  5月 2日（木・休）午後１時 30 分～2時 

参加費  無料 

【内容】 

「Send in the clowns」「ロンドンデリーエア」「小

さなワルツ」「日本の遊び唄メドレー」演奏のほか、

「見上げてごらん夜の星を」「涙そうそう」「花は咲

く」などをフルート伴奏で参加者全員が歌いました。 

 

⑩伝統文化体験イベント「お茶をたててみましょう」 

講師  町田茶道会 

日時  5月 5日（日・祝）午前 10時～午後 3時 

参加費  無料 

【内容】 

講師の指導の下、薄茶を点てて味わいました。 

  

⑪伝統文化体験イベント「着付け体験講座」 

講師  町田市民踊親和会 

日時  5月 5日（日・祝）午前 10時～午後 3時 

対象  小学校高学年以上 

参加費  無料 

【内容】 

講師の補助の下、用意された浴衣から 1着選び、

着てみました。金屏風の前で写真撮影も行いました。 
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  ⑫伝統文化体験イベント「吟詠」 

演者  町田市吟詠連盟 

日時  5月 16日（日）午後 1時 20分～1時 40分 

対象  講演会聴講者 

参加費  無料 

 【内容】 

河野元昭氏による講演会に先立ち、日本の伝統文

化の紹介として開催しました。吟詠連盟青少年一同をはじめ 9 人の吟者により、「平

家物語より祇園精舎」「王安石 梅花」「王之渙 涼州詩」等 5曲を吟じ、また参加者

の即興の俳句を全員で吟じる吟詠体験を行いました。 

 

 

⑬伝統文化体験イベント「美しい日本の歌を歌いましょう」 

講師 町田楽友協会 福井成子氏 

日時 5月 28日（火）午後 2時～3時 

参加費  無料 

【内容】 

講師の指導の下、「荒城の月」「茶摘」「ぞうさん」

など、日本のわらべ歌や童謡 12曲を参加者全員で歌

いました。 

 

※⑧～⑬の伝統文化体験イベントは、一般社団法人町田市文化協会の協力を得て開催

しました。 
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⑭弥生ヶ丘 deまちだのへそまつり ～本町田の歴史と文化を楽しむ～ 

主催  弥生ヶ丘 deまちだのへそまつり実行委員会 

共催  町田市立博物館  

協力  弥生ヶ丘自治会 

日時  5月 12日（日）午前 10時～午後 3時 

会場  本町田遺跡公園・弥生ヶ丘自治会館・町田市立博物館 

【内容】 

本町田遺跡公園や市立博物館など、歴史文化施設がある弥生ヶ丘地域の歴史・文

化・自然を広く知っていただくため、まちだ○ごと大作戦のひとつとして、音楽演

奏や昔の遊び、屋台での飲食販売など様々なイベントが催されました。町田市教育

委員会による遺跡ガイドウォーク、市立博物館でのギャラリートークも実施され、

終日多くの方で賑わいました。 

     

弥生ヶ丘自治会館に隣接した屋台と飲食スペース        都立町田高校の和太鼓クラブによる演奏 
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  ⑮３Ｒ公開講座★ 

   協力  環境資源部３Ｒ推進課 

   日時  6月 8日（土）午前 10時～正午 

   会場  町田市立博物館前駐車場 

【内容】 

子どもに人気がある「ごみ収集車のうた」「３Ｒのうた」などを職員の演奏にのっ

て歌いながら、ゴミと環境について学びました。また中身が見えるごみ収集車「み

えるくん」が登場し、ごみ収集の仕事の様子を観察する親子で賑わいました。 

  

⑯缶バッジ・デイ 

・ マルがつく日は缶バッジ・デイ 

日時 毎月 10・20・30日開催、休館日の場合は翌日 

4月 20日（土）、4月 30日（火・祝）、 

5月 10日（金）、5月 21日（火）、 

5月 30日（木）、6月 11日（火） 

各日午前 9時から 

【内容】 

先着 20人に展覧会出品作品のオリジナル缶バッジをプ

レゼントしました。 

 

・ ゴールデンウィーク限定缶バッジプレゼント★ 

日時  4月 27日（土）～5月 6日（月・振休） 

  延べ 10日間 

各日午前 9時～ 

【内容】 

館蔵工芸美術品のオリジナル缶バッジを先着 50人にプレゼントしました。 

 

※4月 30日（火・祝）は、缶バッジ・デイとゴールデンウィーク限定企画が重なった

ので、先着順にお好きな方を選んでもらいました。 
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⑰母の日「お花の苗プレゼント」★ 

協力 都市づくり部公園緑地課 小山田苗圃 

日時  5月 11日（土）午前 9時～ 

【内容】 

先着 70人に 4種類のお花の苗をプレゼントしまし

た。 

 

⑱平日限定！図録プレゼント★ 

日時  5月 21日（火）～6月 14日（金）の間の平日

限定（延べ 16日間） 

各日午前 9時～ 

【内容】 

先着 20人に販売中のお好きな図録をプレゼントしま

した。 

 

⑲反射板付きストラッププレゼント★ 

協力 防災安全部市民生活安全課 

日時  6月 13日（木） 

午前 9時～ 

【内容】 

先着 50人に反射板付きストラップをプレゼントしました。 

 

⑳熱中症啓発うちわ配布 

協力  保健所健康推進課 

日時  6月 5日（水）～ 

【内容】 

エントランスに熱中症啓発うちわを 50 枚設置、来館者に

自由に使用・持ち帰っていただきました。 
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Ⅵ アンケート結果 

 

（１） 実施状況   

① 対象者数  11,143 人 

② 回答数      840 人 

③ 回収率     7.5％ 

 

（２） 調査項目 

Q1  この展覧会を何でお知りになりましたか？ 

□町田市からのお知ら

せ 

□広報まちだ   □町田市ホームページ □生涯学習 NAVI 

□ポスター・チラシ □駅のポスター（駅名：           線              駅）  

□その他の場所のポスター （場所：                   ） 

□学校で配られたチラシ （□小学校 □中学校） 

□新聞折り込みのチラシ 

□上記以外のチラシ（受け取った場所：                 ） 

□新聞・雑誌など 名称（                                            ） 

□インターネット・SNS □Webサイト（                                     ） 

□市立博物館のツイッター 

□その他の SNS （□ツイッター □インスタグラム □その他） 

□その他 □知人から        □その他（                       ） 

 

Q2  この展覧会を訪れた理由について教えてください。（複数選択可） 

□展示内容に興味があったから   □ファイナル展だから   

□無料だったから・記念品があったから □近くだったから・通りすがり 

□関連企画（講演会やイベント、体験講座、関連イベント等）に興味があったから 

□その他  

（                                       ） 

 

Q3  この展覧会の満足度を教えてください。 

□ とても満足     □ 満足    □ どちらでもない    □ 不満 

そのように感じた理由を教えてください。 
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Q4  特に印象に残った作品はどれでしたか？ 

 

 

Q5  この展覧会のご感想などありましたら、お聞かせください。 

 

町田市では、「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」というテーマのもとに、豊かな自然や四季を感じ

ることができる芹ヶ谷公園と、貴重なガラス・陶磁器のコレクションを市立博物館から引き

継ぐ（仮称）国際工芸美術館とを一体的に整備することで、より多くの方に町田らしい多様

なアート・カルチャーに親しんでいただく場を創出してくための準備を進めております。 

また、（仮称）国際工芸美術館の開館までの間は、市庁舎イベントスタジオなどで所蔵品

を展示することや、工芸美術の体験ができるイベントの実施など、より多くの人に気軽に、

身近に文化芸術に触れていただく機会を積極的に提供してまいります。 
 

Q6  「（仮称）国際工芸美術館」や「芹ヶ谷公園“芸術の杜“」に期待することは何ですか？ 

 

 

 

Q7  （仮称）国際工芸美術館への期待度を教えてください。 

□ 必ず行ってみたい  □ 興味がある展覧会やイベントに行ってみたい   

□ まだわからない 

そのように感じた理由を教えてください。 

 

Q8  （仮称）国際工芸美術館の開館までに行われる企画に参加するとしたら、どのようなも

のに興味がありますか？参加してみたいものを選んでください。（複数選択可） 

□ 作品の展示・解説 □ 講演会 □ 陶芸体験 □ ガラス工芸体験 

□ 工芸品に関連するワークショップ □ その他（                              ） 
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Q9  お客さまについて（差し支えない範囲でご記入ください） 

性別 □男   □女 

年代 □9歳以下 □10代  □20代  □30代  □40 代   

□50代    □60代  □70代  □80代以上 

学生の方のみ 

□小学生 □中学生 □高校生 □大学生 □専門学校 

お住まいの地域 □町田市    □多摩地域  □東京 23区 

□相模原市  □横浜市    □川崎市   □大和市 

□その他の地域  （                ） 

ご来館の交通手段 □電車     □バス     □タクシー 

□徒歩     □自転車   □バイク    □自家用車 

□その他 （                                       ） 

市立博物館に来た回数 □初めて  □2～5回目  □6～10回目  □10回目以上 

他によく訪れる美術館

や博物館など 

 

ご協力ありがとうございました。 

お寄せいただいた情報は、今後の活動の参考にさせていただく以外の目的では使用しません。 

  



（３） 集計結果 

 

Q1  この展覧会を何でお知りになりましたか？ 

・ 「広報まちだ」4月 1日号に特集を掲載したことで、多くの市民に周知されたと考えて

います。 

・ これまでの展覧会では行っていなかった、チラシの新聞折り込みや町田駅ペデストリ

アンデッキでのポスタージャックで展覧会の存在を知った方が多くいました。 

 

 

Q2  この展覧会を訪れた理由について教えて下さい。 （複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「展示内容に興味があったから」と「ファイナル展だから」という理由が 7 割を占め

ているので、この展覧会に期待して来館されたものと考えられます。 

Q1 回答数 ％ 

町田市からのお知らせ 412 39 

ポスター・チラシ 367 35 

新聞・雑誌 64 6 

インターネット・ＳＮＳ 98 9 

その他 116 11 

合計 1,057 ― 

Q2 回答数 

展示内容に興味があっ

たから 
488 

ファイナル展だから 532 

無料だったから・記念品

があったから 
154 

近くだったから・通りす

がり 
103 

関連企画に興味があっ

たから 
35 

その他 43 

合計 1,355 

町田市からの

お知らせ

39%

ポスター・チラシ

35%

新聞・雑誌

6%

インターネッ

ト・ＳＮＳ

9%

その他

11%

 

488

532

154

103

35

43

0 300 600

展示内容に興味があったから

ファイナル展だから

無料だったから・記念品があったから

近くだったから・通りすがり

関連企画に興味があったから

その他
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Q3  この展覧会の満足度を教えてください。 

 

・ 博物館所蔵作品を知ることができたという理由で、満足度が高く評価されました。 

・ 展示品数が適度で、説明文もわかりやすいとの意見が多く、満足感を得られた結果と

なりました。 

・ 「どちらでもない」または「不満」の意見には、展示品数が少ない、記念品が貰えなか

った等がありました。 

 

 

Q7  （仮称）国際工芸美術館への期待度を教えてください。 

 

・ 「必ず行ってみたい」と「興味がある展覧会やイベントに行ってみたい」の合計が 8割

を超えたことから、（仮称）国際工芸美術館への期待は大変高いことがわかりました。  

Q3 回答数 ％ 

とても満足 380 53 

満足 302 42 

どちらでもない 32 5 

不満 3 0 

合計 717 ― 

Q7 回答数 ％ 

必ず行ってみたい 282 46 

興味がある展覧会やイ

ベントに行ってみたい 
283 47 

まだわからない 41 7 

合計 606 ― 

とても満足

53%

満足

42%

どちらでもない

5%

不満

0%

必ず行ってみたい

46%

興味がある展覧

会やイベントに

行ってみたい

まだわからない

7%
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Q8  （仮称）国際工芸美術館の開館までに行われる企画に参加するとしたら、どのような

ものに興味がありますか？参加してみたいものを選んでください。（複数回答可） 

 

 

・ 「作品の展示・解説」と回答した方が最も多く、これは、これまでの展覧会アンケート

と同様の傾向でした。 

・ 各分野の工芸体験やワークショップなどに期待する回答も上がっており、物づくりへ

の興味があることがわかりました。 

 

Q9  年代  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ これまで開催した展覧会と同様、

50 代以上の方の来館者が多くあり

ました。 

・ 今回の広報手段として市内幼稚園・保育園および小学校にイベントチラシを配布した

ことで、親世代がそのチラシで展覧会を知り来館したという結果も見られました。 

  

 

Q8 回答数 

作品の展示・解説 322 

講演会 158 

陶芸体験 120 

ガラス工芸体験 132 

工芸品に関するワークシ

ョップ 151 

その他 18 

合計 901 

 

 

年代 回答数 ％ 

9歳以下 14 2 

10代 25 4 

20代 19 3 

30代 31 5 

40代 65 11 

50代 131 22 

60代 141 23 

70代 140 23 

80代以上 42 7 

合計 608 ― 

322

158

120

132

151

18

0 200 400

作品の展示・解説

講演会

陶芸体験

ガラス工芸体験

工芸品に関するワークショップ

その他

9歳以下

2%

10代

4% 20代

3%

30代

5%

40代

11%

50代

22%
60代

23%

70代

23%

80代以上

7%
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Q9  お住まいの地域 

 

 

・ 町田市在住の来館者が 63％を占めました。 

・ 「その他の地域」としては神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県からの来館者が

ありました。 

 

 

Q9  ご来館の交通手段  

 

・ 立地の関係から電車、バスを利用して来館される来館者が多く、また博物館の近所に

在住されている方がこれまでよりも多く来館されていました。 

  

お住まいの地域 回答数 ％ 

町田市 368 63 

多摩地域 43 8 

東京 23区 34 6 

相模原市 46 8 

横浜市 25 4 

川崎市 17 3 

大和市 8 1 

その他の地域 42 7 

合計 583 ― 

 

 

交通手段 回答数 ％ 

電車 114 15 

バス 196 26 

タクシー 4 1 

徒歩 182 25 

自転車 44 6 

バイク 8 1 

自家用車 184 25 

その他 2 0 

合計 737 ― 

電車

15%

バス

27%

タクシー

1%

徒歩

25%

自転車

6%

バイク

1%

自家用車

25%

その他

0%

町田市

63%多摩地域

8%

東京23区

6%

相模原市

8%

横浜市

4%

川崎市

3%

大和市

1%
その他の地域

7%
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Q9  市立博物館に来た回数   

 

・ これまでの展覧会でも、来館 2 回目以上のリピーターが多い傾向がありましたが、今

回は全体の 7割を占める結果となりました。 

 

Q9  他によく訪れる美術館や博物館など 

足立美術館、出光美術館、上野の森美術館、江戸東京博物館、太田記念美術館、大塚国

際美術館、大町山岳博物館、岡田美術館、オルセー美術館、神奈川県立金沢文庫、神奈

川県立近代美術館、神奈川県立生命の星地球博物館、神奈川県立文学館、鎌倉文学館、

川越市立美術館、川崎市岡本太郎美術館、川崎市市民ミュージアム、菊池寛実記念智美

術館、京都国立博物館、くにたち郷土文化館、久保田一竹美術館、国立科学博物館、国

立故宮博物院、国立新美術館、国立西洋美術館、五島美術館、埼玉県立近代美術館、相

模原市立博物館、サントリー美術館、静岡県立美術館、静嘉堂文庫美術館、承天閣美術

館、松涛美術館、女子美アートミュージアム、スパンアートギャラリー、すみだ北斎美

術館、世田谷美術館、そごう美術館、たばこと塩の博物館、多摩動物公園、多摩美術大

学美術館、茅ヶ崎市美術館、千葉市美術館、調布市郷土博物館、東京藝術大学大学美術

館、東京国立近代美術館、東京国立近代美術館工芸館、東京国立博物館、東京ステーシ

ョンギャラリー、東京都現代美術館、東京都写真美術館、東京都庭園美術館、東京都美

術館、東京富士美術館、戸栗美術館、東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館、トリ

ックアート美術館、成川美術館、名古屋市科学館、奈良国立博物館、西伊豆土肥金山、

西山美術館、日本工業大学工業技術博物館、日本民藝館、根津美術館、箱根ガラスの森

美術館、箱根美術館、箱根ラリック美術館、長谷川町子美術館、畠山美術館、八王子市

郷土資料館、八王子夢美術館、原美術館、パルテノン多摩、東村山ふるさと歴史館、平

来館回数 回答数 ％ 

初めて 166 30 

2～5回目 182 33 

6～10回目 68 12 

10回目以上 139 25 

合計 555 ― 

初めて

30%

2～5回目

33%

6～10回目

12%

10回目以上

25%
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塚市美術館、府中市美術館、府中の森博物館、ブリジストン美術館、ポーラ美術館、町

田市立自由民権資料館、町田市民文学館ことばらんど、町田市立国際版画美術館、松岡

美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、目黒区美術館、森美術館、山種美術館、

山梨県立美術館、弥生美術館、横須賀美術館、横浜市歴史博物館、横浜美術館、ルーブ

ル美術館、Bunkamura ザ・ミュージアム、JAXA、MOMA       （五十音順） 

 

（４） 自由記述のご意見 

 

①この展覧会の満足度を教えてください。そのように感じた理由を教えてください。 

 ＊Q3「この展覧会の満足度を教えてください」の自由記述欄に寄せられた意見です。 

 

【とても満足】 

《展示品について》 

・地域の博物館で歴史的かつ国際的なものに触れることが出来たから。 

・色々な美術館にいっぺんに行ったような気持ちになりました。国立近代美術館や箱根ガラ

スの森、日本民藝館、戸栗美術館にある似たものをこちらでも鑑賞できました。 

・知人から色々と聞いていて興味がありガラス等すばらしいものが沢山あることを知り、ぜ

ひ来てみたいと思っておりました。 

・様々な分野のよりすぐりを一度に鑑賞できたので。こんなにステキなものを町田市が持っ

ている事を再確認出来ました。 

・博物館が素晴しい陶磁器とガラスのコレクションをお持ちだということは知っていまし

たが、これだけまとめて（特に興味深い解説付きで）見せていただけて感無量です。 

・建物から展示の内容、民芸の品など好みのものがありました。 

・以前も何度か来館しましたが、ガラス、陶器が好きなので今回の作品もとてもよかったで

す。 

・展示品の内容 ――古さ、優美さ 

・今まで見たことのないガラス作品を見ることが出来た。 

・美しいガラスの作品を見る事が出来、満足でした。 

・めったに見られない高宝的でどれもすばらしく、又、以前伺って（何年か前）懐かしい高

貴なものばかりで感無量でした。 

・ポスターで興味を持った作品以外にもたくさん興味を持った作品があったから。 

・町田にこんなに工芸美術品があると思っていなかったので驚きました。 

・品ぞろえがいい。 

・以前から陶磁器関連の収集にすばらしい物があることを承知していましたし、学芸員さん

の取り組みも友人の間でも高い評価の声がありました。閉館と聞いてとても残念に思って

います。 
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・今まで見ていなかった展示物があった。 

・各国の名品が沢山ありとてもよかったです。 

・すばらしい作品をゆったりした空間で見ることができる。 

・展示品が多種多様。 

・今まで訪れた展示でも見たことのある作品が見られた。 

・中国、東南アジア、日本の古い時代を現在の眼で鑑賞できたこと。 

・色あいや模様など様々の品が多かった。 

・今まで観てきた色々な品に再び出会えたから。 

・充実した量。 

・名品の数々に目をうばわれました。ガラスの色のあざやかさが印象的でした。 

・きれいなさくひんがあったから。 

・ガラスの色やもようがとてもきれいだったから。 

・紀元前のものから近現代のものまでいろいろ見ることができました。 

・初期のガラス工芸品、作者がどんなに懸命に研究し制作したか、熱意を感じました。他の

展示品もよかった。 

・コレクションが充実。 

・未だ観たことのない作品があったから。 

・様々な文化のガラス、陶器や時計などを見られたから。 

・見応えのある収集品ばかりでとても興味深かった。 

・展示品の質と量が良いと思います。（バスを降りてから建物に至る径の花だんが美しかっ

た！） 

・展示されていた作品がすばらしかったから。 

・いつもテレビや写真でしか見れなかったけど、本物を見ることができた。 

・どの作品も味わい深いです。 

・展示物が素晴しかった。 

・ガラスや磁器を網羅的に見ることができて面白かった。 

・時計の貴重なコレクション。 

・興味の有る展示物が沢山でした。 

・明るい展示室で通路も広く大変見やすかったです。 

 展示してある品も大変美しく目の保養になりました。 

 説明も興味深く拝見しました。 

・無料でこのレベルの品が見られたので。記念品（カンバッチ）も。 

 ガラス、陶器などの説明書きもとてもよかった。 

・いろいろな作品、一度に見る（ジャンルが豊かでした）事が出来良かったです。 

・見ごたえがありました。こんなコレクションがあったのかと今更ながら知るものもありま

した。 

・様々な時代の様々な国の様々な美術品が見れたから。 

・外国の良い作品、古い作品が見られたから。中国・ベトナムの青磁が見れた。 
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・展示のジャンルが広く、見ごたえがあった。 

・それぞれ貴重な作品ばかりで驚きました!! 

・どの展示品も素晴しかったです。 

・ドラゴンステム・グラス、懐中時計がすばらしかった。 

・陶磁器が大好きなので。 

・普通では見れないような物が見れ、とても満足であり、勉強になった。 

・懐中時計がかわいかったです。 

・さくひんがきれいだったから。 

・作品すべてがすばらしい。町田市民として、市が所蔵していることに誇りに思う。 

・１つ１つていねいに飾られていたため。 

・珠玉品が揃っていてすばらしい。 

・美しいガラスをたくさん見ることができて大変満足です。 

・今までにも３回ほど（何年かの間に）来館しましたが、そのたびにガラス工芸の美しさに

魅了されます。 

・博物館の名品を見られたから。 

・どの作品もすばらしい。 

・ガラス、陶器など広い分野の優品を見ることができた。これまでに見させてもらったもの

もいくつかあるが、ジャンルの異なるものを一度に見ることが楽しかった。 

・展示品が良質である。講演の内容がわかりやすくて、詳しい。とても良かった。 

・デザインのおもしろさ。バラエティ。 

・ガラス・陶磁器が好きなので。展示品はすばらしかった。 

・展示内容が厳選されている。 

・展示品は選びぬかれていると思ったから。各技法の特徴が表れている。 

・収蔵品の多さに驚きました。閉館はもったいない！ 

・少しずつだが、様々なものが一堂に見られて良かった。 

・東南アジア陶磁に関心があり、様々な作品を見ることができて良かったです。 

・ガラスの美しさを知れたから。 

・初めて見た作品と以前にも見たことがある作品と、どちらも現在の感覚で楽しむことが出

来ました。赤と青の世界、素敵でした。 

・あまり見られないものがしっかりと残っていて、美しさに感動した。昔のことや、日本や

海外のことが良くわかりました。 

・収蔵品が多彩で珍しいものが多い。 

・とても物がきれいにのこされていたから。 

・良い作品がいっぱい。 

・最後に東南アジア陶磁の品を数多く見られたため。 

・素敵な器を沢山見せていただけました。 

・よりすぐりの町田市所有の財宝をたくさんみることが出来たので。 

・あまり見ることのできないものが見られたから。 
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・かねてからここの所蔵品のすごさが気になっていた（乾隆ガラス、東南アジア陶器）。そ

れがコレクターの寄贈によるところが大きいとわかって納得した。 

・いろんな種類のいろんな年代のものが見られたから。 

・量の多さ。 

・ガラスを見ることができてとても良かった。 

・美しいものに触れられてとても幸せです。美を追求した人は普通の人とは違うなという思

い。 

・古代から現代までの作品が一度に見られる。ガラス作品に興味が持てた。 

・過去の展示で見たものをもう一度見ることができたから。 

・きれいだった。 

・貴重な展示品をゆっくりと見ることができたので。 

・見ごたえのある展示でした。新旧、各国の作品が比較できました。 

・見事な作品ばかりと気付きました。 

・これだけの収蔵品があることがわかったので。 

・市立博物館の名品を一度に拝見することができる貴重な機会だったため。 

・飾ってあるほとんどの品物が素晴しい。 

・毎年 2～3 回博物館に来て、とてもなじみのある館であり、各展覧会とも満足をしたもの

でした。もう一度見たいと思っていた展示品があり、見にきました。 

・今まで市立博物館で大事に保管されていたものを見ることができたから。 

・普段、見られない物が見れた。 

・無料なのに、展示品数や説明など都心の美術館、博物館に近い充実感があったから。 

・自分の好みに合う展示品だったことと、ここはいつきても内容の濃い充実した作品が多い

から。 

・なかなか観ることのできない、工芸、美術品を地元町田市立博物館で観ることができた

ので。 

・古いガラスの作品を数多く観れたのには、とても良かったです。 

・珍しい刺しゅう作家などの作品もみることが出来ました。 

・普段見ることが難しいと思われる名品の数々を無料で目に出来ることが年金受給者には

ありがたい。目の保養と独り、心の安穏なる時間を持てたことに感謝いたします。 

・懐かしい見たことがある品々と初めてみる品、どちらも感慨深いです。もっと収蔵品を

多く見たいとも思います。有料になってからは数回来ただけでしたが、見ておけばよか

ったと思います。無料のとき子連れでよく来て、ガラスが好きでした。 

・普段見られないものを見られました。特にガラス。 

・様々な年代、国の作品を一つずつじっくり見ることが出来たので。 

・展示品尽く素敵でした。 

・入り口入ってすぐの日本刺繍のタペストリーに感激。技術、デザインの素晴しさに感

動。懐中時計の豪華さ。 

・からくり時計やカラフルな瓶などがあったから。 
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・多岐にわたる収蔵品に驚いた。 

・見ごたえのある作品ばかりでした。 

・珍しい古いガラスの作品が見られたこと。収蔵数に比してとても少なかったのは残念。 

・名品を多く見ることができ、感謝しています。 

・展示物がバラエティーに富んでいた。 

・初めて伺いましたが特にガラスのコレクションが充実していて楽しめました。 

・様々な美しい所蔵品が見られ満足した。 

・伝統的な作品ばかりでした。 

・中国、ベトナムなどの焼き物がすばらしかった。 

・記憶の中でもガラスのゴブレットが綺麗だったなあと思っていたのでガラスのものが多

く見ることが出来てとても嬉しかったです。 

・ガラスの魅力。 

・色々な時代のガラスや陶器が見れて満足でした。 

・また来たい。 

・大津絵、中国のガラス等等良いものと久しぶりに会えたから。 

・素晴しい作品に時間を忘れて楽しみました。ありがとうございました。 

・ガラスだけでなく陶器も興味深い作品があった。中国のガラス作品は見たことがなかっ

た。 

・色々な種類があり面白かった。 

・以前見たものもあって懐かしい。 

・珍しいガラスの製品が無事に残っていたことに感謝します。そして寄贈して下さった方

にも。 

・展示品に素敵なものがあった。ガラス、陶磁器。 

・時々来ていたが、申し訳ないが博物館にこんな素晴しい作品が多数あることを知らなか

った。 

・寄贈品の多さに驚きました。また多くのものを購入されておられました。 

・ガラス作品が素晴しかったから。 

・市立博物館オールスター！という感じでとても見ごたえがありました。 

・収蔵品の豊富さ、質の高さに驚きました。もっと早く来るようにすれば良かったです。 

・貴重なガラスの作品をまた観ることができたので。 

・展示品が素晴しい。説明も丁寧。 

・素晴しかった。 

・好きなガラスの作品をゆっくりと見ることができました。 

・ガラス製品、焼き物製品の歴史が良くわかりました。 

・古い時代の外国のガラス工芸品、陶器が見られたから。 

・普段拝見できないので。 

・古いものがあって素晴しい。 

・陶もガラスも他の物も、どれも大好きです。なぜかどれにも親しみを感じるものがある
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と思います。ステキなコレクションをありがとうございます。 

移転したらまた鑑賞に来たい（相模原市在住）。 

・町田市は比類のない宝物を持っています。これらの品を今後も大事にして保存してくだ

さい。 

・色々な時代の作品が見れ、面白かったです。通常の展示だとテーマが絞られますが、今

回は様々なものが見れて見てて飽きませんでした。 

・コレクションの目玉を色々見られて良かった。 

・貴重な物が見れて感動しました。 

・このように美しい工芸品の数々を無料で見学できてとても幸せに思いました。 

・ガラスが好きなのでとても満足です。陶磁器にも興味を持つようになりました。 

・美しい時計、美しいガラス等、その時代の方たちの情熱が伝わり心が豊かになりまし

た。 

・コレクションが多かった（タイ、ベトナム、ボヘミア、日本と）。 

・見たかった清朝のガラスがいくつも展示されていたから。 

・世界あちこちの素晴しい作品にうっとりです。 

・様々な作品を楽しめたから。 

・めったに見れない貴重なものが身近で見られてよかった。博物館の出し物は質が高いと

思っていました。 

・選りすぐりの品が展示されていた。 

・展示品が多岐に渡っている。各時代、各国々。 

・このような数多くの展示品を無料で見られる機会は滅多にないのでとても満足でした。 

・最終と云う事もあり数多くの（種類）の展示品があり多いに楽しめました。 

・収蔵品の多さに驚きました。多くの方々の寄贈によるものというのも。 

・古代の人々の手仕事をこのように間近で見られ、とても有意義でした。 

・鼻煙壺の興味がありますので、嬉しかったです。 

・古来からの作品を多種多量に展示してあった。 

・素晴しい貴重な作品をいろいろ見ることができたからです。 

・所蔵品の豊かさ、質の高さ、企画の理由のわかりやすさ。 

・もっと沢山見たかった。期間を長くして展示替えをもっとして欲しかった。 

・町田市の貴重な宝物。市民に見学機会を作って欲しい。 

・素敵な作品を思いがけずみることができよかったです。感動しました。 

・良い作品を見せてもらえたから。 

・収集、寄贈のタイミングに恵まれた。今では予算的にも収集不可が多数。 

・コレクターの方が一生けんめい集めたのを寄付され、その名品のすばらしさが感じられ

た。 

・見たことのないものばかりでとてもきれいだった。 

・きれいなのがあったから。 

・ガラスや陶磁器の発展の流れを追いつつ、時代時代の美麗な作品を見られて良かったで
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す。 

・近江絵（ﾏﾏ）や青磁、ガラスなど、いろいろな分野が展示されていて楽しく拝見いたし

ました。 

・中国や日本などの工芸品は多くの展覧会で見る機会がありますが、それらに加え、ベト

ナム、タイ、古代オリエントなど、他ではあまり見られないめずらしい工芸品を見るこ

とができたため。 

・むかしの物がたくさんみれたから。 

・町田市のステキな工芸品を一度によりすぐってみるコトが出来ました。 

・きれいだった。 

・良い物をテーマに沿って見れたから。 

・展示物が歴史的に素晴しく、なぜもっと多く展示しないのか。次なる展示館を期待して

います。 

 

《展示の内容について》 

・こんなすばらしい展示に感動。 

・説明と作品をじっくりと見る事ができました。 

・ファイナルという事で多方面の展示があり、それぞれ興味深くみられました。 

・以前にも何度か企画展を見に来たことがあったが、収蔵品の全体像や収集過程などがわか

ってよかった。 

・観光地の博物館で同じ規模の展覧会だったら有料まちがいないと思うくらいです。紀元前

から近代の古今東西のもとが見られて、わかりやすい説明があって、知らなかったことが

いろいろありました。 

・国柄が知れた。 

・ガラスや陶磁器の収集がなぜすすめられたのか、またどのように集められたのかがわかり、 

また作品自体もみなすばらしいものだったから。 

・①ガラスの歴史を興味深く知ることができた。②１７世紀のネリのガラス製造について。

人物をかいたこと。 

・ガラス工芸の歴史が少し勉強になりました。 

・きょうみがあるてんじだった。 

・丁寧に陳列されている、鑑賞できてとても嬉しい。 

・機会がなくやっと来館しましたが、充実した内容でした。展示品も興味深いし、展示の並

べ方も良かったです。説明も分かりやすくよかったですが、重複するところは省いてもっ

と書くべきことはないのかなと思いました。 

・収蔵物の入手の話が興味深かった。 

・ラピスラズリの青が素晴しかった。 

・こんな広かったけ！？といった感じです。鉱物と物との関係が感心しました。 

・ガラス陶磁器の移り変わりと注目すべき点が良くわかった。 

・ガラスの色の理由がわかりました。 
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・ガラスの歴史が短時間に要領良く理解出来たと思う。 

・ガラスについての説明もよかった。陶器もガラスも玉への憧れが底流にありそう。 

・大変美しい展示品、説明の文章のわかりやすさに勉強になりました。ラピスラズリは高

温では色が出なく、コバルトで出している青というのがとても興味深かったです。 

・展示物の歴史的な流れ、とくに色についての説明がとてもわかりよく、興味をひかれまし

た。 

・無料なのがスゴイ。ガラスの説明やうつわの説明文がわかりやすく勉強になりました。 

・磁器の発展と流行の歴史をわかりやすく学べた。 

・磁器やガラス細工などの作り方や歴史とともに展示してありとても勉強になりました。 

・美術工芸品の美と歴史に触れ、ガラスの技術も改めて学べた。 

・最近の貴館の展示が今までよりわかりやすく魅力的になったと感じていました。近くから

徒歩で来られていたので移設は残念ですが、今後のご発展をお祈りしています。 

・ガラスの歴史を学べたので。 

・色、製法等の説明で知らなかったことが分かりやすい。 

・博物館の歴史、購入年代順の配列も。 

・貴館のコレクションの流れが代表作品でたどれた（第１室）。ガラス・陶磁器の色に焦点

を当て丁寧でわかりやすい解説がなされていた（第２室）。 

・造形だけでなく発色の仕組みが学べた。 

・内容も解説も充実していたから。 

・ゆとりある展示がいい。 

・“愛”がありました。 

・バラエティに富んだ展示で面白かったです。 

・展示品がとても素晴しく、ガラスの魅力を発見しました。鉄や銅の力で色が出ること、

コバルトやラピスラズリのこと、青磁や白磁の魅力など新たに知ったことが沢山ありま

した。大昔からずっと人々を魅了してきたことを再発見しました。 

・今日は２回目でした。１回目より深く大きく作家たちの手や息を感じました。すごく良

かったです。数年前の無料だったとき、何回も来れて幸せだったことを思い出しまし

た。どんなにうれしかったことかと！ 

・展示物にバリエーションがあり、そのどれもが技術技巧に優れ、あるいは素朴な美を持

っていて素敵でした。解説の量・質にも満足です。 

・３回楽しませていただいた。回を重ねるにつれ多くのことが次々見えてきた気がする。 

・時代の古さ、アジア地域の違い。 

・古代からの息吹を感じた。 

・外国との友交、品物の取引、年代などずいぶん大昔からの交易があった。もっと歴史を勉

強するべきであろう。 

 

《展示の仕方や説明について》 

・解説がわかりやすかった。今までガラス工芸を見ているようであまり知らなかったかもと
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思い、奥が深いなと感じました。後期もまた見に来たいです。 

・説明が程よく分かりやすく、作品についてより理解できて楽しめました。写真を撮っても

よいのも嬉しかったです。思い出に残せます。 

・作品が多く、説明がよくなされている。 

・見やすかった。作品それぞれに付いている解説がわかりやすく、少し「印象」も書かれて

いたりして、作品を見るのにいっそう気持ちがはいった。 

・「ガラスの不思議」が面白かった。 

 解説文がとてもわかりやすく、また詳しく興味深かった。 

・解説がわかりやすい。作品が豊富。 

・すっきりとした説明と展示に感銘しました。 

・解説文が分かりやすく楽しめた。 

・展示の解説文が初心者にも大変分かりやすいやさしい表現で書かれていましたので、一層

展示に興味を持つことができました。 

・作品作りの工程など説明書きがとてもわかりやすかった。 

・展示品の説明書が非常に丁寧でわかりやすい。 

・説明がいきとどいていた。 

・説明員の方の紹介内容がとても良かった、展示品の解説がわかりやすい。 

・見やすい、解説が分かりやすい。 

・細かく説明されていて興味深い。 

・展示品の解説が非常に楽しかった。 

・展示がわかりやすく、非常に興味深かったです。 

・美術工芸品がゆったりと並べられており、必要最小限の解説があり、じっくり鑑賞でき

るからです。 

・いろいろな工芸をみることができてよかった。説明がていねいで、器の初期のものから

並んでいて順にわかりやすい説明があったため。より深く鑑賞できました。 

・「器からたどる美と技術の旅」解説が器の歴史をたどり、美の追求のありかたをわかりや

すく説明していた。また、その表現が文学的だった。 

・解説がすごく詳しくて判りやすい。学芸員さんの研究の賜物でしょう。 

・展示の仕方が面白かったです。 

・時代、地域の対象範囲が広く解説も丁寧にされていた。 

・解説が分かりやすい。 

・資料はもちろんですが、個々の作品のキャプション、すべてのキャプションの文章がわ

かりやすく簡潔でよかったです。 

・それぞれ作品の説明が丁寧で、分かりやすく面白かった。 

・作品が興味のあるものが数多く、説明が丁寧で分かりやすく、楽しめたので。 

・展示方法が良い、説明が良いと思いました。 

・陶器が好きなので展示品がとても興味深い内容で良かったです。陶磁器の歴史・発達の

中でこの作品は“イマココ”的な説明もわかりやすい短い説明で満足感がありました。 
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・色々と分からない私でも盛りだくさんで楽しめました。 

・バランスよく展示されていてかつコレクションの核とも言えるガラス器と陶磁器につい

て解りやすい説明でした。 

・懐かしいと思う作品がいくつか見られたこと。作品や技法などの説明もわかりやすく親 

しみが持てる文章でよかったです。 

・学芸員の方が説明してくださったので、一層関心、興味深く観覧することが出来まし

た。 

・説明書が語りかけるように書いてあってとても読みやすかった。又、係の人から疑問点

やら謂れやらを聞けてよかった。ありがとうございました。 

・展示の構成と学芸員さんの解説が大変分かりやすかったです。 

・説明文がとても分かりやすくキャッチしやすいものでした。学芸員さんの工夫が感じら

れます。 

・説明のパネル（キャプション）が読みやすい。文章も専門的でなく、あまり知識のない

私のような人にわかりやすく説明してくれている。 

・説明が分かりやすかった。読める字の大きさがよい（小さいのは読みにくい）。 

・展示方法やキャプション（説明？）が参考になりました。 

・解説がとても分かりやすかった。全く知識のない所から見ても楽しめた。美しい作品を

多く見られた。 

・展示と解説が大変分かり易かった。 

・説明も丁寧していただき、解りやすかった。 

・懐中時計の展示の仕方が面白かったです。昔ながらの、そのままの、内装が資料と調和

されていた気がします。 

・いつものことですが、学芸員の方の説明書きが興味深く。いろいろな museumに参ります

が、こちらほどノートを取らせて頂くことはありません、お蔭様で新しい事実（←私に

とって）を知ることが出来ました。ありがとうございました。 

 

《規模や雰囲気について》 

・小じんまりとしていて落ち付いて見られる。何度も行ったり来たりして見た。 

・展示品があまり多くなくてていねいに見れた。 

・のんびり静かな気分で時間をかけて拝見出来た事。 

・数もこのくらいで見せていただくと、ゆっくり見られるし、後々まで気持ちが残るのでと

ても好きな博物館でした。 

・静かな環境でゆっくり鑑賞できる。また、博物館の建築そのものが素晴しい。 

・ゆっくりと静かに見れたこと。 

・じっくり見ても疲れないくらいの数とゆったり見れる展示の仕方がよかった。 

・展示物が適度に飾られており、約１時間ほどで鑑賞することができました。 

・記念品はもらえなかったけれど、これだけの作品を無料で、混んでいない中でゆっくり見

られて、満足でした。大きな美術館だと疲れてしまいます。良いものをじっくり見るのに
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よい規模、内容でした。 

・見やすい、分かりやすい、居心地がよい。 

・説明文を読みながらゆっくり興味あるものを見て回れたので（展示数が丁度よかったと思

います）。 

・展示物の数が適度である（東京国立博物館のように多すぎることがないのが良い）。 

・値段も安く落ち着いて見られるので何回も来させていただきました。 

・展示空間（作品間の間隔）が良かった。 

・テーマを絞っていろいろな作品が鑑賞できた。博物館そのものが好きでした。特に内庭

の感じが落ち着いて心が安らぎます。 

・ゆっくりと見ることが出来、作品が素晴しいと思ったから。前期の作品を見ることが出

来ず残念でした。 

・シンプルでよい。 

・静かな環境でゆっくり拝見できました。 

・素朴なただずまいに良さを感じました。 

 

《イベントについて》 

・子供と一緒に参加できたから。 

・スタンプが置いてあったから。 

・子供がイベントに参加でき、満足です。 

・展示内容が面白かったから、お茶をたてるのが面白かったから。 

・きものきつけ教室やまっちゃをつくるのが楽しかったから。 

・みんなが興味を持てるようなものがたくさん飾ってある。缶バッチなどをもらって探すの

も楽しい。竹にも興味を持った。 

・今日は前館長田邊三郎助氏のお話を聴くことができました。最後にこうして貴重な体験

談を聞いて知ることができて良かったです。 

・なくなるのがもったいない。 

・講演会でお話を聞かせていただき、色々なご苦労があったのだなあと思いました。こち

らでしか聞くことの出来ないお話でとても良かったと思います。 

・市立博物館の収蔵品の来歴等を一括して知ることが出来た。ギャラリー・トークが分か

りやすく面白かった。 

・偶然、ギャラリー・トーク（解説）の日だった。 

・ギャラリー・トークで学芸員の方から直接お話を聞けたことです。博物館の規模はそれ

ほど大きくなかったのですが、限られた中で素晴しい展示でした。 

・最後の３０分、先生の工芸についてのお話よくわかりました。遅く到着したので。 

・館長のおはなしがとても参考になりました。 

・お茶もイベント、何より展示品がすばらしい。 

・ここの収蔵品に関連のある講演会や催しなどとても興味あるもので楽しみでした。ギャラ

リー・トークでも専門的なことをやさしく説明して下さり、とても勉強になりました。 
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《博物館の歴史や町田市について》 

・町田市民になり１６年、犬のサンポコースにこんなに立派な博物館があるとは…もう何度

来たことでしょう。今回の展示の作品、なつかしいものもありうれしかったです。リニュ

ーアルされる貴館をたのしみにしております。ありがとうございました。今迄伺い、途中

から有料になりましたが、本当にただでみせてもらうには申し訳なく、有料にしたら…と

アンケートに書いたら有料になり、市民の声が届いたって思いました。 

・様々な作品と共に当館の歴史を感じることができたから。 

・町田に住んで来た時は何も収蔵がなかったのに、３０年間でいろんな方々からの寄贈を受

けて、立派なコレクションになっていることを初めて知り感動した。 

・色々な種類の作品を一気に見る事ができ、博物館の歴史を感じる事ができてよかったです。 

・博物館の歴史を感じることができました。 

・町田市立博物館のこれまでとこれからを感じる展示でした。 

・以前に２、３回来た事が有りましたが、良く知らなかったけれどこの機会に見ておきたい

と思った。 

・町田市内で展覧会が見られることはとてもうれしく思っています。遠出は大変ですので。 

・私は日本に来て長いです。私は娘が３人もいます。美術、博物館に行くのが大好きです。

町田市はいいところです。 

・ジオパノラマが自分の住んでいる町なので親しみが湧き楽しかった。 

・町田に住んでいながらこのように素晴しい展示に出会えるとはおもっていなかったから

です。 

 

《ガラスや陶磁器等に対する関心について》 

・ガラスや焼き物がもともと好きで、体系的に歴史をたどって見られて楽しかった。 

・ガラス工芸品が大好き。 

・工芸品はとても好きなので。 

・ガラスが大好きです。くわしくわかりました。 

・ガラスの歴史。 

・ガラス作品が好きなので、ゆっくり見られて写真も撮れるのがよかったです。帰って写

真を PCに取り込んで、細部をじっくり見てみます。 

・ガラス作品が好きでたびたび訪れていましたが、古い作り方の本や他にもきれいな器な

どあったため。 

・私はガラスが好きなので、決して大きくはない展示スペースですが貴重な薩摩切子など

拝見できましたし、キャプションの内容も初心者にも分かりやすく良かったと思いま

す。 

・ガラス・陶器好きなので見ているだけで楽しい。分かりやすいキャプションだった。 

・ガラス作品の色のふしぎさ。 
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《初めての来館について》 

・町田市にこのような博物館があったことを初めて知ったから。 

・町田のような田舎の博物館にこんな立派なものがあって、それもタダで見る事ができたこ

と。 

・そんなに遠いところに住んでいたわけでもないのに初めて知り、最後の出かける場所にな

るのは残念に思ったが、いい工芸品を見られ満足しました。 

・ガラス、磁器に興味関心あった。この博物館の存在を知らなくて残念でした。芹ヶ谷に

移転したらまた鑑賞に来たい（相模原市在住）。 

・始めての訪問でしたが、コレクションの充実に驚きました！ 

・この場所に初めて来ましたが、もっと早く来たかった。 

・今まで見ることがなかったため新鮮でした。 

・以前、サントリー美術館でガラスの展示があった際、町田市立博物館所蔵の品が多々あ

り驚きました。もっと拝見にくればよかったです。 

・失礼ながらまさかこんなすごいコレクションをお持ちとは知らなかった。 

 

《展示事業終了について》 

・最後（６月）になってしまうので、近くに住んでいてもなかなか来る機会がなく思い切っ

て来ました。とてもさみしいです。 

・近くなのでたびたび来館しており、閉館と知り足を運びました。 

・何回訪れたかわからない。ここの博物館はいつもレベルが高く、ファイナルは寂しい。 

・博物館最終展といわれたので、昔住んでいた近くだったし懐かしくぜひ見たいと思いま

した。 

・しばらく休館になるので最後に拝見したかった。 

・寂しい気持ちでしたが…。 

 

《展示品の写真撮影について》 

・写真撮影 OKなこと。 

・展示も見やすく解説も的確であった。 

 写真撮影可能であったことも大変うれしく思います。 

・ファイナル展、写真撮影 OK。 

・写真を撮らせてくださってありがとうございました。 

 

《記念品について》 

・きねんひんがもらえたこととちいさなびんをみれたから。 

・色んなものが見れたし、特に缶バッジがとてもかわいかった！ 

・展示品と記念のバッジ。 
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《館員の対応について》 

・コンサートは無理だと思ったが、どうぞの一言で入れて大好きなバイオリンが聞け良かっ

た。 

・館員の方の熱意。 

 

《そのほか》 

・満足。 

・活気もあり、心配していたが良かった。 

・すごい。 

・おもしろかったから。 

・市民が多く訪れていたから。 

・最後で無料という事で今回は４回目です。１回目より２回目、２回目より３回目…と胸

があったかくなります。 

・結局、二週続けてきた。 

・建替え。 

 

【満足】 

《展示品について》 

・立派な作品が数あるのに感心しました。 

・ガラス作品がすばらしい。 

・中国・東南アジアの様々な陶磁器、ガラスなど、沢山の品々が展示されてその豊富さにび

っくり。来て良かったと思います。 

・展示品良かった。 

・展示品が独特で興味深い。仕方ないが、展示室は狭く、展示品は少ない。 

・キレイだったから。 

・多くの展示品を見ることができた。 

・とても美しい物やめずらしいガラス器など、みてきょうみがわきました。 

来てよかったです。 

・自分がそのものについて解らないがすごい等。 

・かつて見た名品をもう一度見ることができました。 

・以前も何度か来させていただいたが、目新しいものもあった。 

・種類が多方面でおもしろかった。照明？ 

・良い作品があった。 

・今まで見てきた展示の色々なものが一堂にあったので。 

・ミャンマーの陶器の美しさをみれたこと。博物館のコレクションについて知ることができ

た。 

・中国の陶磁器が多く見られたから。 

・非常にガラスコレクションがあったのにビックリしました。 
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・コレクションの幅広さがわかる。 

・様々な美しい選ばれた品物に気持ちよく感じた。 

・あまり美術品などのかんしょうがないので、よいものにふれてとてもよかったです 

・きれいな工芸品が多くよかった。 

・以前来館時には今回のような展示品は見られなかった。 

・展示物の状態がどれもよく、見やすい配置となっていた。 

・すばらしかったです。貴重な品々、目と心のごちそう。解説も分かりやすく、ありがたか

った。 

・他では見られないものが多くあった。 

・展示の点数が多く、色々の分野のものが見られた（大津絵ははじめて）。 

・今まで見たのもあり、なつかしく感じた。 

・色々なタイプの品（時計、ガラス、刺繍など）を見ることができた。 

・貴重な品を鑑賞できました。 

・ガラス切子が良かった。 

・焼き物に興味があり、昔の中国、ベトナムの焼き物を一同に揃えてあり楽しめました。 

・作品が美しかった。特に松浦玉圃が素晴しく、感動した。 

・価値あるものが見られたから。 

・普段見れない作品を見れた。 

・町田の博物館にこんなに素晴しいものが一杯あったんだあ！来て良かった。 

・普段見る機会のないガラス工芸品を見られてよかった。 

・素晴しい展示物大切にしたいと願っています。 

・きれいなやつがあったから。 

・色々なガラスや器をゆっくり見ることができた。 

・綺麗なものを見ることができた。 

・めずらしいもの、美しいものがあったから。 

・良品が揃っていることがわかった。展示の解説も良かった。 

・作品の量が多い。 

・それぞれの分野での代表的なものを集められたと感じました。 

・貴重な作品を観ることが叶いありがたいことでございました。 

・陶器の美を観せてもらいました。 

・きれいな感じ。 

・珍しい物を見せて頂きました。鼻煙壺なる物を初めてみました。 

・思いがけないガラスの工芸品が見られとても良かった。 

・美しい器を見ることが出来ました。 

・もう一度見たかったものを見ることが出来た。 

・思ったよりよかった。 

・貴重な作品。タイ、ベトナム、中国、ミャンマーなど拝見できて保存してくださりあり

がたいことです。 
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・ガラスの器も懐中時計も美しかった。 

・いろいろなものがあったから楽しかったです。 

・ガラスの工芸品が沢山あって面白かった。 

・展示物が素晴しいと思いました。 

・興味は特になかったが、見てみると素晴しい作品が多くあった。 

・なかなか密度の濃いものが展示されていた。 

・サントリー美術館で、ガラス展があり町田博物館にも立派なものがあると感じました。 

・いろいろ見れて良かった。 

・美しかった。 

・以前見たものもあったが初めての品も展示されておりよくぞ、と思った。 

・昔の工芸品が見れて満足。 

・珍しいものが多くありました。 

・時計のコレクションは初めて見ました。ガラスも焼き物も素晴しかったです。 

・とてもきれいな作品だったから。 

・コレクションの充実にいつも感服しています。 

・市立博物館の所蔵品を多く拝見できた。 

・市立博物館の特色（コレクション）が良いとおもう。 

・日頃見ないものが多く見応えがあった。 

・代表作が並べられていて秀逸だった。 

・懐かしい（気に入った）作品を見られた。 

・とてもではないのは以前見て気に入った作品ではなかったから。 

・収蔵品が多いのだなと思いました。 

・久しく来ていなかったが、日本他国の焼物が特に良かった。 

・鼻煙壺がすばらしかった。 

・思っていたよりも良いものが集められていると感じました。 

・展示数は少ないが、なかなか良い物があった。 

・貴館コレクションの名品を拝見でき良かったです。しかも無料で。 

・興味のある品が沢山展示されていた。 

・すばらしい作品を見ることができたから。 

・てんじしているものがよかったからです。 

・色々な作品（？）があり興味深かった。 

・多数の作家の作品が見られたこと（種類別）。 

・縄文土器に出会えると思った。昨年１０月パリが日本文化会館で縄文展にいきました。 

・絵画なども見たかった。 

 

《展示の内容について》 

・展示内容が充実していたので。 

・身辺のガラス器、陶磁器に目が行くようになり、生活の中でも機能性ばかりでなく、美を
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感じられる器等に気持ちが向きようになったから。 

・ビーズなども見たかった。 

・おもしろかったです。 

・ガラス工芸についての知識が深まった。 

・ガラスの器にあまりくわしくなかったのでとても参考になった。 

・ガラスの持つ、さまざまな可能性をみることができた。 

・勉強になった。もう少し、あと１割程度展示物が多いと良いなとも思った。 

・コンパクトにいろいろなものが鑑賞できたこと。絵画がもうちょっと展示してほしかった。 

・今までとは違う文化を感じた。 

・ガラスの奥深さを見ることによって感激しました。 

・チェコのボヘミアングラス。ガラスの色づけの技法と東洋・西洋・東南アジアの取っ手の

付け方、龍、赤色・青色とても多彩で、今の現代人ではできない技法だと思った。 

・いつもここの展覧会で勉強させていただきました。 

・色々な移り変わりを興味深く拝見しました。 

・しっかりテーマをもって展示されていること。地味ですが、しっかりしていて、私は好き

です。 

・一つのテーマに絞った展示ももちろん面白いですが、懐中時計やガラスなどいろいろバラ

エティに富んだ展示も良かったです。 

・ガラス製品がどのようにして現在のようなものにまで作り上げられてきたか良くわかっ

た。 

・芸術に触れることが全くない生活を送っていますが新鮮な感じで楽しかった。 

・色彩の歴史を知り感心した。 

・展示品（収蔵品）がどのように拡充されて来たかが詳しく紹介されていた。 

・収蔵品を満遍なく見ることができた。 

・種類が沢山ありました。 

・展示してあるのを見るのが楽しかった。 

・いろんなものを一度に見ることができた。 

・以前見た展覧会を思い出した。 

・ガラス、陶品の年代別の説明がわかりやすく勉強になった。 

・コレクションの歴史を知ることができたのと、ガラスについての知識が深まりました。 

・陶磁器の歴史と名品の紹介。 

・様々なジャンルの作品が見れた。 

・ガラス、陶磁器の透明又は白色を出す苦労、技術がわかって良かった。 

・ガラス本来の色は透明ではない、ということ。 

・ガラスについて良くわかった。 

・BC年代にもガラス工芸品があったのを知った。 

・ガラス器の製作技法に興味が持てたので。 

・陶磁器の歴史を理解できました。 
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・陶磁器、特に色の歴史について実物をみながら分かりやすく理解することが出来た。 

・中国の影響が東南アジアに波及しているのがわかり興味深い。 

・新しい作家と１９ｃ頃のものと両方一緒に目にすることが出来た。 

・所蔵品ダイジェストを見られてありがたいです。反面、どうしても以前見たあの作品も

見たかった、となり。 

・種類が多岐にわたり豊富。 

・狭い博物館ながら工芸品、ガラス、陶器、時計など見所があった点。 

・内容が良かった（特に多方面）。 

・古い時代のガラスの歴史が見られた。 

・地道なこれまでのご活動に敬意を感じる。 

・さまざまな工芸品がセレクト展示されて、程の良い量で、ゆっくり鑑賞することができま

した。ありがとうございました。 

・ガラス作品が多く楽しかった。 

・ガラスの成り立ちがわかりました。薄緑色だったんですね。 

・ガラス工芸について無知だったので有益だった。 

・ガラス工芸が充実していて良かったが、他のジャンルももっと見たかった。 

 

《展示の仕方や説明について》 

・数少なく、丁ねいな解説が OK。 

・説明文かわかりやすくていねい。 

・ひとつひとつ詳しい説明があり、よくわかった。 

・単眼鏡の貸し出しによりゆっくりと細部までじっくり見れた。 

・焼き物の解説が丁寧でわかりやすかった。 

・幅広い展示品があり、説明も分かりやすく楽しめました。 

・説明が面白かったから。 

・説明文がよかった。 

・展示物の説明が詳しかったので（寄贈品、購入品、年など）。 

・購入年が表示されていたから「この時期だったら結構高かったんじゃないかしら…」と

思いながら見ていました。・良質、高い質のものをゆったり拝見。内容、解説文も分かり

やすかった。 

・丁寧な解説、系統立てた展示物。 

・解説が大変良かった。 

・解説が勉強になりました。 

・説明が適当。 

・品数がちょうどよい。 

・何気なく使っている又みたりしているガラス製品の歴史を知り、これからは文様等。 

・骨董品の名付け方の勉強になった。 

・ファイナルで盛り上がっていた。 
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・様々な作品が一堂に会していて見ごたえがあった。 

・説明の簡潔さ、昔見た作品に再びまみえた喜び。 

・キャプションからとても古いものだと分かってよかった（美しいのはもちろん）。 

・興味深いものが色々ありました。キャプションも良かった。 

・作品と解説がわかりやすい。鑑賞しやすい。 

・説明文の量が丁度良く、内容もわかりやすかった。 

・歴史的な解説がよかった。 

・工芸品が美しく展示されており、キャプションもわかりやすかったです。磁器については

淡い色合いをよりひきだすために、台を黒いシートなどで覆うとより良いのではないかと

思いました。 

・ガラス作品の展示に工夫が欲しい。例えば濃い青や赤の作品が黒の台に乗っていたりし

て文様などが見にくいので、明るい上に置くなど（大へんだとは思いますが…）。各時代

のガラス、陶器などの説明はとてもわかりやすくて良かったです。 

・もっと沢山見たかった。期間を長くして展示替えをもっとして欲しかった。 

・展示の質はよい。見せ方がとても残念。例えば文様入りのガラスなら、文様が見えるよう

に展示すべき。しゃがんでも見えないのでは意味がない。高さ、照明など工夫が足りない。 

・もっと沢山の作品が見たかった。 

・作品は満足しましたが、やっぱり少し寂しいので一つ下の満足にチェックしました。 

・新しい博物館はスケールをもっと大きくして展示品目を増やして欲しい。 

 

《規模や雰囲気について》 

・あまり広くないのでゆっくり見て回ることができた・この様な小さい美術館多く欲しい。 

・広すぎず、展示物も良いものがある。 

・来館３度目です。小さい博物館で疲れないで十分に鑑賞できることが嬉しいです。作品が

多すぎず、じっくりと見られる。 

・コンパクトで見やすい展示、適度な来館者数でストレスなく鑑賞できた。 

・落ち着いてゆっくり見られる配置が良い。 

・静かで見学しやすい。 

・水の音が BGM、慣れ親しんだお気に入りの空間でした。 

・とても静かだから。 

・落ち着いて見ることが出来た。 

・ディスプレィ、数が適当、雰囲気が落着いている。 

・小さな展示で短時間で見て回れてちょうどよい。 

・ゆったりと過ごせたから。 

・静かに見られて良かった。 

・作品数はそれほど多くないが、ゆっくりじっくり見れるのが良い。 

・落ち着いてゆっくりと鑑賞できました。 

・狭いスペースで充分な展示。ご苦労されたと思います。 
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《ガラスや陶磁器等に対する関心について》 

・ガラスが好きなので良かった。 

・陶磁器、ガラスは大好きな展示です。多くの分野の作品がありよかったです。 

・ガラス製品。 

・有料時以降久しぶりに来た。ガラス工芸品に感心し、感動した。 

・ガラスの作品が好きだから。解説が分かりやすい。 

・ガラスと陶器が好きなので楽しかったです。 

・陶芸、ガラス製品が好きなのだが、チラシに載っている写真は映りが悪く、あまり期待し

ていなかった。来館すると、想像以上に多くの幅広い作品がゆっくり見れて、良かった。 

・ガラス作品も陶磁器も様々な物をまとめて見られた。 

・ガラスの美術品、他。 

・ガラス展示が好きなので。 

・好きなガラスを多く展示しているため。 

・陶器に関心があったから。 

・古い焼物などに興味が有った。 

・陶器が美しい。 

・町田博物館のガラス容器は有名です。他美術館にも出展していました。 

・様々なガラスの美しさに触れられた。 

・陶磁器に興味があり、２５年以上製作しているので興味深く眺めた。 

・ガラスが美しかった。 

 

《初めての来館について》 

・町田市に約４０年間住んでおりますが、出あるかないと地域内のことも良く知らず、はず

かしい次第です。 

・１２年もこの地に住んでいながら、今まで来たことがなくてもったいないことをしました。 

・ずっと町田に住んでいるのに、初めて来ました。サントリー美術館にガラスコレクション

を貸しているのを見てびっくりしたので再会できて嬉しい。 

・はじめての来館でした。ファイナルと聞いたので。 

・初めて来館できたことが大きい。 

・とてもきれいな展示室で４０年以上一度も来訪してなかったのがもったいなかったです。 

・普段このような展示会に来る機会がなかったのですがずいぶん収集品が多いのだ、とびっ

くりしました。 

 

《展示事業終了について》 

・市立博物館最終展なくなると名残り惜しいですネ。 

・ここがはじまってからずっときていたので、残念です。 

・きれいな品が多くてとてもよかったです。終わってしまうのが残念です。 

・今更のように貴重な作品が沢山ある博物館の閉館を残念に思う。 
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・久しぶりなので満足した。 

・久しぶりに古きよき時代にめぐり合った気持ち。 

・満足だがファイナルなのが寂しい。発展のためには仕方ないかな…。 

・色々な事が思い出として残っているものが有って長い年月を振りかえさせてもらいまし

た。 

・最後はとても残念。どこかに又作ってほしい。 

 

《展示品の写真撮影について》 

・素晴しい貴重な品々を撮影できて良かった。 

・展示物を写真に撮って良いこと。ミニコンサートもあって良かった。 

・貴重な作品が撮影 OKだったこと、明治のガラス工芸品があったこと。 

・写真撮影 OKとう器に興味があった。貴重な作品を多く見られた。 

・中国のガラスだけでなくヨーロッパもまんべんなく見れたから。写真もとれたこと。 

 

《立地について》 

・やはり不便だから来れない。展示配置がバラバラで魅力的ではない。もったいないと感じ

ました。 

・鮮やかな歴史の品をたくさんみられた。立地的に不便なことだけ疲れました。 

・美しい作品を手軽に見ることが出来る。 

・こんなに近場で作品をじっくり鑑賞できたから。解説も分かりやすかった。 

・近所に文化施設があり所蔵品を見ることが出来た。 

 

《記念品について》 

・展示品と記念のバッジ。 

・ミニガラス瓶がなかった。 

 

《混雑について》 

・入るまで待ったけど、待ってよかった。 

・初日なので人が多かったけれど、会期中に再び来ると思います。 

 

《イベントについて》 

・ギャラリー・トークで、この博物館の収蔵品のことを知ることができた。企画展（過去）

では、見ていなかった古いものを見ることが出来た。 
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《そのほか》 

・すばらしい。 

・両親がいつも楽しみにしていた。 

・近所でもあるので、提示してあるものに数回の親しみが！ 

・すべて８作品で全部の作業。 

・無料という点では。 

・よかった。 

・以前に来た時の収蔵品を再び目にする事が出来て「又会ったね」と云う心持ちはとても優

しく豊かであると思う為。 

 

 

【どちらでもない】 

《作品について》 

・もっととくしゅな構造のものが見れたらと思う。 

・色々なガラスや器をゆっくり見ることができた。 

・綺麗なものを見ることができた。 

・めずらしいもの、美しいものがあったから。 

・良品が揃っていることがわかった。展示の解説も良かった。 

・作品の数が多く、特にガラスについて興味深く見ました。 

・薩摩切子のグラスがとてもきれいでした。 

 

《展示の内容について》 

・アジアの歴史にからめてもう少し工夫がある展示だと面白いと思いました。 

・民俗資料を見たかったので。 

・狭いので 1人の作家などに絞った展覧会のほうが満足度は高い。 

・説明が面白かったから。 

・いろんなものを一度に見ることができた。 

・以前見た展覧会を思い出した。 

・ガラス、陶品の年代別の説明がわかりやすく勉強になった。 

・今まで何度も来ているし絵ハガキも沢山もっているので同じものなので。 

・西暦を昭和に変えて見るのに手間。昭和も併せて記入して欲しかった。今展示の最大の

失敗ではないか。場所は狭くても日本の名誉を以って展示してほしかった。  

・もっと違った（普段見ることのない）展示物があればよかった。 

 

《作品の数について》 

・出展数が少なめだったのが少し物足りない感じがしました。 

・点数が思ったより少なかった。 

・もう少し色々展示して欲しかった気がします。 
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・もう少しぎっしり出しても良いのでは。最後ですし。 

・もう少し展示物が欲しいがスペースから見て仕方ないであろう。 

・作品数が少なかったけれど、綺麗でした。 

・あまりに展示が少ない。 

・大津絵、もっと見たかった。 

・前半、後半の入れ替え作品がもうひとつ…でした。 

・いけばな展示を目的にきたが、いけばなの数が少なく残念。 

・作品の量が多い。 

 

《閉館について》 

・内容は「とても満足」なのですが、幼いころから身近に知っていたこの博物館の閉館はと

ても残念です。立地や建物も無くすには惜しい価値があると思います。補修を続けて使っ  

ていけるほど豊かな時代ではなくなってしまったということかもしれませんが、新しいも

のの味気なさはもう沢山です。古いもの、またこれまであったものを育て慈しむ文化がな

くなっていくことが悲しいです。 

・子ども達が小さい頃から何度となく見学に訪れた市立博物館が無くなってしまうことに

なりとても残念です。老朽化しているという点は解りますが、身近な施設という点を忘

れないでください。 

・どのような収蔵品があるかが分かった点では参考になったが、今後このような展覧会が開

催される保障がないと思うと複雑。 

 

《規模や雰囲気について》 

・静かで見学しやすい。 

・とてもきれいな展示室で４０年以上一度も来訪してなかったのがもったいなかったです。 

・せまめの展示場でのガイドさんの声が大きく、他の人（私）には集中して鑑賞できなかっ

た。 

 

《記念品について》 

・無料のガラスがなかったことは残念だったけど沢山の展示物をみれてよかった。 

・ミニガラス瓶がなかった。 

 

《混雑について》 

・コンサートがあると書いてあったが満員できかれなかった。 
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【不満】 

・記念品のせいか混雑してみるのも大変。並ぶのもズルしていつの間に前列にまぎれている

人もいて、正直者はバカを見るようです。 

・町田市とのつながりがよく解らない。寄贈品はともかく、何で中国からチマチマと購入し

たのか分からない。 

・１人なのに券をくれなかった。最後にしては展示品が少ないなと思いました。 

・展示の仕方が工夫がなく？よく見られない。 

 

【チェックなし】 

・多彩にかざって下さったから。 

・静かで落ちついて拝見できました。 

 

②特に印象に残った作品 

 ＊Q4「特に印象に残った作品はどれでしたか？」に挙げられた中から、特に多かったも

のを集計しました。( )内はコメントの数です。 

 

・ 鼻煙壺（60） 

・ 懐中時計（52） 

・ 松浦玉圃（30） 

・ 色絵金彩人物文壺（30） 

・ ゴブレット（30） 

・ 白磁（24） 

・ 青磁（18） 

・ コンポート（17） 

 

③展覧会の感想 

 ＊Q5「この展覧会のご感想などありましたら、お聞かせください。」の自由記述欄に寄せ

られた感想です。 

◆は判読できなかった文字、＊＊は個人情報を含むので伏せた文字です。 

 

《展覧会の内容について》 

・とてもよかったです。 

・おうちのちかくですてきなものをいっぱいみれてよかった。 

・他の所蔵品もあることを知り残念に思いました（見たかった）。 

・満足 

・数々の作品を無料で見られたうえ、記念品までいただけてよかったです。 

・平日のすいていそうなときに友人や家族とまた来館したいです。 

・ロケーションも良いですね！初めて来たのです。スクーターもとめやすくてありがたかっ
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た。 

・ガラスにしろ食器類等、きれいに保存されていてすごいなあと思いました。 

・また後期に来ます！ 

・市立博物館最終展のせいか活気があって良かった。 

・近くに住みながら坂がきついため何回もきたいのですが８４歳にて足もあるくのに限か

いです。最終にせめてと思い本日参加しました。 

・会期を区切って陶器、ガラス、布、ビーズとそれぞれ特集して見せていただけたらより素

晴しかったと思います。 

・わりにお年寄りが多い。若い人の入場を望む。 

・コンパクトなのでつかれず、印象に残る作品をそのまま持ち帰られて嬉しいです。 

・普段目にすることがないため「無料」「記念品」「ファイナル展」はじっくりみれてよかっ

たです。イスもあって休めて。 

・もう１回は来ます。 

・親しみが有りました！ 

・コンパクトにまとめられていてとても見やすかった。 

・幅広い作品が良いと思います。 

・とても良かった。次回新しい工芸美術館の展示を期待し、楽しみに致しております。 

・先着のプレゼントがなくてざんねんだったけど、てんじされたものがよかったのでうれし 

 かったです。 

・いろいろなてんじぶつをみれてよかった。中国のものが多かった。 

・後半も楽しみにしています。 

・とても良かったです。 

・人間の素晴しい才能を改めて再確認しました。 

・ガラス、陶磁器の日本への伝播の流れがわかる。 

・ガラス、磁器、絵画などをテーマにしたコンセプトが良かった。 

・良く調べてあり楽しめました。 

・知識欲が満たされました。 

・どれもすばらしい。 

・大変良かったです。 

・最後の展覧会で、人出も多く町田市民も博物館が六月で閉館してしまうのを惜しんでいる

ことが良くわかりました。 

・大変素晴しく再訪したくなりました。ガラスと東洋陶磁器という貴館の特長が良く表われ

ておりました。 

・来て良かったです。 

・説明も分かりやすく面白かったです。知らないことが知れて良かった。古いガラス製品を

見れたのがよかった。 

・良い企画だと思います。 

・ファイナルにするのは惜しいと思う。 
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・全部の作品でした。 

・とても良い展覧会でした。 

・とても良かった。 

・すばらしかったです。 

・最後なので何回かまた沢山ある美術品を期間ごとにかえてもっともっと見せてほしい 

・こういったことに触れる機会はほとんどなかったが、ガラスにも色々な種類があることを

理解した。 

・歴史を感じることができ、とても勉強になった。様々な文化を知れた。 

・よかった。友人にもすすめたい。 

・たのしかった。 

・展示内容がとても良かったです。 

・なかなか目にする機会がないので、近くで催されるのでありがたい。 

・コンパクトな展示できが、個性的な作品などを見ることができ、十分楽しめました。 

・きょうみをもった。 

・ゆったりした時間が流れている。博物館がしまることを惜しんでいる人が多くいる様子だ

った。 

・前期、後期で作品が入れ替わるとの事だったので、後期にもぜひ来てみたい。 

・ていねいな展示で興味をそそられました。 

・入れ替えしたらまた来たいです。 

・大変いい企画だと思います。 

・ファイナルということで、様々な分野の作品が同時に見られて楽しいひとときをもつこと

ができた。 

・来るのに時間がかかったが来て良かった。 

・静かに鑑賞できました。解説もわかりやすかったです。 

・楽しかった。 

・会期中にまた来たいと思います。 

・後半も見に来たいです。市の博物館で制約も多いかとは思いますががんばっているなと思

いました。 

・40 年前近所に住んでいたのでたまに来ましたが、子供だったので価値もわかっていませ

んでした。ファイナルということで来てみましたが、素晴しい展示でした。 

・製法の説明があるのはさすが博物館、美術館とは違いますね。 

・とても興味深かったです、ありがとう！ 

・大変面白かったです、ありがとう！ 

・こじんまりとした感じですが一通りのものが揃っており、興味深いものでした。 

・すばらしい！感動した！ 

・展示替後、再度来館したい。 

・華美なプロモーションをせず、内容が充実しているので楽しみでした。 

・すごいきれい。 
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・とてもよかった。 

・特に興味のあるものでなかったが、色々の参考になりました。刺繍が良かったかな～。 

・とても良かったのでまた機会がありましたら来たいと思いました。 

・ぜひ友人に教えて見に来させたい、実に素晴しいと思いました。コンパクトで見やすいの

も良かった。 

・作品の歴史をお調べいただき、いつもながら勉強させていただきました。 

・後半展にも来てみたい。 

・市外に住んでいるため、なかなか情報を知る機会がなかったことが残念！と思わせる展覧

会です。 

・年間、いろいろな作品が鑑賞できること。 

・バラエティに富んでいてよかった。 

・面白かった。小中学生に興味を持たせる考えはもっとあったと思う。専門過ぎる面があ

る一方、説明の足りない（ガラスの科学、陶磁器の歴史的観点）部分もあったと思う。 

・ときどき色々の展覧会をこちらで見ていたが、最終展ということでしっかりみせていた

だいた。すごく楽しかった。 

・混みすぎず、見て回るのにはよかったが、ファイナル展と思うと落ち着かない気持ちで

した。 

・器、時計など日用品に対してこんなに手をかけお金もかけ時間もたっぷり使って贅沢に

作られてきた時代に思いをはせて豊かな気分になりました。いまの時代では大量・簡

単・便利で格安にもなりましたがかえって貧しくなったようにも思えました（笑）。 

・ファイナルだからすごく楽しかったです。 

・長い博物館での歴史を思い起こしながら、満足しました。 

・会期中に来れたらまた来たいと思います。 

・中国等歴史のある陶磁器も素晴しいし、薩摩焼は日本人の細やかな作業がとても素晴し

いなと改めて思いました。 

・各分野から見ごたえのある作品が集まり、ファイナルにふさわしいと思いました。 

・ガラスは本来薄緑色とは初めて知った。 

・懐かしい容器が見られました。 

・またこのような展覧会があったらぜひ観に来たいです。 

・新宿ガラス博物館で開催された「日本ガラス工芸史における岩田藤七、久利（２０１８）」

にてガラスコレクションのことを知りました。閉館前に来ることができました。駐車場が

あり助かりました。 

・ガラスは透明じゃないとこの年になって初めて知った！ 

・近くで良い作品に会えてよかった。 

・久しぶりに…アア、中庭に竹があったっけ…と思いました。坂はこんなに長く急だった

っけと思いました。良かったです、作品などなど。 

・とても良かったです。前期気付いていればよかったです、残念。最後まで入館方法（チケ

ットの渡し方など）良くわからなかったです（今回は無料でしたが）。 
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・良かったです。 

・一度うかがいたいと思いながら、やっと今日うかがいました（６月１６日までですよね）。

もう一度ゆっくりみせていただきに来たいと思います。 

・インターネットで調べたら閉館になるということを知ったので今日来て良かったです。 

・最後に良い企画があった。 

・小品が多かったので意外と早く見ることが出来た。 

・いつもこの位で見れるとよいですね。 

・ガラスの歴史が古いのを初めて知った（良かった）。 

・市外に引っ越してからなかなか伺えませんでしたが、とても好きな博物館の一つでした。 

・勉強といやしになりました。 

・近くに住んでいるのにもっと前から来てみればと良かった、と思いました。 

・コレクションの幅広さに地味な苦労をされていたことを知り、心強い。 

・ガラス工芸の歩みが順序だてて述べられているのが逆に新鮮でした。親切でした。 

・こじんまりとしていても優品ぞろいで、キャプションも丁寧で分かりやすく楽しめました。 

・（項目３に同じく）色々な時代の作品が見れ、面白かったです。通常の展示だとテーマが

絞られますが、今回は様々なものが見れて見てて飽きませんでした。 

・名古屋から来た甲斐がありました。愛知県陶磁美術館へも貸出中らしいので行けたらいい

な。 

・至れり尽くせりのサービスと心遣いに感動しました（３月に最終展と知って twitterに挙

げたところ反響が大きく今回訪れて来場者の多さを知っていささかなりとも周知に貢献

できたのならと嬉しく思います。＊＊＊と申します）。良質の展示にしばらく触れられな

いことは淋しいですが、リニューアルを楽しみにお待ちしております。 

・説明、案内してもらえたので良く知ることが出来た。ガラスや焼き物の歴史が知れてよい。 

・小さいながらも興味深い企画でいつも楽しかったです。 

・陶磁史、ガラス史の流れがざっくり分かって大変勉強になりました。 

・皆様の努力感じます。 

・入館したときは団体の人がうるさくって見る気になりませんでしたがその人たちが帰っ

た後は静かでゆっくり鑑賞できました。説明の文字版も適切で、色々勉強になりました（例、

青磁と白磁の誕生など）。 

・最高です！ 

・前期に来られず残念！それほど内容よかった。 

・前半の展覧会も見られたら良かったですが良いものを少しずつ沢山鑑賞できて良かった。 

・楽しめました。ベトナムの作品の素晴しさに出会えてよかったです。４３番の展示の下に

線（台の堺）がとても気になりました。線の上は意図的な？展示なのかなぁ？と。 

・貴館の活動内容が分かり、今まできた事がなかったのが悔やまれました。始めてを発見す

ることも沢山あってとても面白い体験が出来ました。 

・何度もやってほしい青磁、白磁、緑（出るたびに新しいもの）。 

・わざわざ来て良かったです。駅からは大変でしたが。 
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・地味だけど素敵な展示でした。ありがとうございました。 

・国により青の色合いが異なる、中国・ベトナム。国による違いや時代で広く作品を収集し

ていておもしろく観させていただきました。また、異なるものも見る機会がきますように

望みます。 

・もっと早くこの展覧会に来て前半だけに展示されていたものも見たかったと思いました。

又、次回、新しい場所できっと見れることを楽しみにしています。無料にしては素晴しく

何度も足を運びたくなりますね。 

・1部の名品も見てみたかった。 

・遠方なのでなかなか機会が持てず、期末ぎりぎりでの◆◆となりましたが、何とか来られ

て良かったです。迎花的ではありませんが、過去に拝見した企画を思い出しつつ楽しくな

がめました。 

・実家が本町田にありました。この地にこの博物館がなくなるのが寂しい気がします。いつ

も興味深い作品と丁寧な解説で大好きな博物館の企画でした。 

・以前に来た時はいつも少ない来場者であったが、今回は多くの人が来ているのがビックリ

した。やはり閉館である事への最後を見届けたい心理が働いているのかも？ 

・来てよかったです。いいものを見せていただいてありがとうございました。 

・展示品とても美しいパンフレットも作られていた、大変見応えのある展覧会だったと感じ

る。 

・町田に住んで４０数年ですが、時々伺っていましたが、高齢になり坂がきつくなりましが、

閉館と聞いてがんばって来ました。 

・ファイルなので見に来る事ができて良かったです。落ち着いたこの博物館がなくなるのは

残念ですが、新しくできる博物館を楽しみにしています。 

・ファイナルということは知っていましたが、なかなか当地方面へ来る事がなくて、最後に

見られて良かったです。 

・後期、ガラスの発達にまつわる美術品の変化がわかりやすくまとめられていたが、時系列

が少し混沌としていた。楽しませていただきました。前期も来たかった…！ 

・歴史的変せんを知りました。 

・世界各地のものがありオモシロカッた。 

・感無量です。 

・ふだん興味をもたないジャンルの作品をみることができて勉強になりました。 

・工芸美術の理解が深まったと思います。 

・様々な作品がどれも興味をひかれ面白かったです。ポストカードもいただけて嬉しかった

です。 

・町田市に遺跡がたくさんあるのに、縄文土器展示がないのが不思議です。 

・たのしかった。 

・とてもステキでした。また見れる日を楽しみにしています！ 

・てんじしてあるものがきれいでした。 

・よかった。 
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・１見事な作品群でした。館の購入への意欲、◆◆は貴重な文化活動です。２コレクターの

多くの寄贈で展に彩りをそえています。個人の寄付がこのような所で公共の文化財になっ

ていくのはうれしいことです。３作品解説はより広いスペースでかつもっと大きな活字で

入力する必要があります。作成した（おそらく）若いスタッフは観覧者の広い小売者のこ

とを考えていません。４これらの展示はさらに新設の工芸美術館に引き継がれるという夢

を語ることで、観覧者に期待を持たせるのではないでしょうか。この実現はゼロ。 

・もう少し詳しい解説や背景の深堀りがあっても面白いと思いました。ガラス工芸は様々な

みせ方、切り口ができると思うので、新しい工芸美術館がどのような展示になるのか楽し

みです。 

・テーマがいまひとつ分からなかった。収蔵の足跡を伝えたかったのでしょうか？ 

・作品の年代別に揃えもっと沢山見たい。 

・前期と後期２回訪れたが出展内容が重複するところが多かったように思う。 

 

《感謝について》 

・閉館とのこと残念です。立派な作品がありましたこと。楽しく見せていただきました。あ

りがとうございました。 

・小学校（藤の台小学校）以来の来館でした。おつかれ様です。 

・子どもと江戸切子展を観。又、体験もできたのは本当に良い思い出になりました。大事に

していると共に、銀座の展覧会にも足を運んでいます。ありがとうございました。 

・展覧会が最後になることが大変残念です。長い間ありがとうございました。 

・長い間家族連れで通いました。本当にありがとうございました。今後共御活躍を心よりお

祈り致します。 

・やはりファイナル展で来場者が多く、係員の皆様も大変だったと思いますが、とてもてい

ねいに優しく案内をしていただき、ありがとうございました。 

・来てよかったです。ありがとうございました。この地からなくなるのはもったいないです

ね。いろいろ見ることができ、家にある器も大事にしつつ使おうと思いました。 

・ありがとうございました。 

・コンサート人数いっぱいで聴けないとがっかりしていたら、立ち見席を作ってくださり、

聴くことができてすばらしい演奏で本当によかったです。対応してくださった職員の皆様

に感謝です！小さい頃、よく父につれてきてもらい、大人になってからは何回かしか来て

いませんでしたが、歴史ある博物館がなくなってしまうのは残念です。スタッフのみなさ

ま、本当にありがとうございました。 

・長い間有がとうございました。今後はどの様な施設になるのか楽しみにしております。 

・今まで博物館には何回も来ています。閉館は本当にさびしいです。ありがとうございまし

た。本会は良い催しだと思います。 

・コンパクトにまとめられていて見学しやすかったです。身近な場所で世界の文化に触れる

ことができ、来た甲斐がありました。ありがとうございました。 

・２０年の介護で今まで３回くらいしか来れなかったが、今日は来れて良かった。 
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・２０年以上前になりますが博物館実習でお世話になりました。博物館がなくなってしまう

のはさみしいですが、今までの博物館の活動のあゆみが今回の展示でよくわかりました。

ありがとうございました。 

・最後ということで伺いました。さみしい気持ちですが、これも一つの区切りですよね。 

 おつかれさまでした。 

・町田市に住んでいながら、この博物館を知らなかったので、もっとはやく知っていればと 

 残念に思いました。とても楽しめました。ありがとうございました。 

・先人の美を求めるたゆまぬ努力に感動しました。有り難うございました。 

・子供のころより親しんだ施設がなくなってしまうのはさびしいですが新しい施設に期待

しています。２０数年前に博物館実習で矢島先生にお世話になりました！ 

・スタッフの方々の熱い思いを感じました。今後ともどうぞ頑張ってください。期待してい

ます、ありがとうございました。 

・長い間有り難うございました。昭和５０年代小学生のころに手紙で質問したところ、とて

も親切に学芸員さんからお返事をいただいたのは大切な思い出です。友の会でもお世話に

なりました。『町田の鰐口』は今でも好きな図録です。 

・当館の展示はほとんど毎回みてきましたが、キュレーターの方の実力のほどがうかがえる

質の高いものばかりだったと記憶します。ありがとうございました。 

・親しみやすさと質の高い作品、講演会のお話もいろいろ思い出します。ありがとうござい

ました。 

・長い間ありがとうございました。 

・大変ありがとうございます。 

・絵葉書有り難うございました。 

・長い間楽しませていただき有り難うございました。町田在住７０年。 

・これまでも数回来ていますが、主力の所蔵品をまとめてみることができて有意義でした。

バッジや絵はがきもありがとうございました。 

・展示品の選択など幅広く、また選んでいる作品にセンスの良さを感じました。ありがとう

ございます。 

・もう少し和ガラスを見たかったです。 

・新しいものは海外に行けばよく見れますが、昔のものを見せていただいて本当に良かった

です。歴史を感じました、ありがとうございました。 

・次回からいろいろ見せていただきました、ありがとうございました。 

・東南アジアのやきもの、大津絵など町田市立博物館がきっかけでそのジャンルに興味を持

ったものが多々ありました。不思議と◆の美的思覚？◆したコレクションでした。ありが

とうございました。 

・今日はきてよかったでした。ありがとうございました。 

・おつかれさまでした。 

・ありがとうございました。長年楽しませていただきました。 

・次に続く一区切りでとても良かった。ありがとう。 
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・第一部を見られなかったのが残念です。ありがとうございました。 

・美しくすばらしいものを見せてくださりありがとうございました。 

・幼少の頃から訪れていたこの博物館が閉館と聞き、さみしいです。子供のときは特にガラ

スの展示が好きで、近所に住んでいるため同じ展覧会に何度も見に行った記憶があります。

ありがとうございました。 

・ありがとうございました。 

・数度訪れたことがあるのですが。丁寧で心のこもった展示が試みられている、親しみのあ

るミュージアムと思っています。古いながらもぬくもりのあるこうした展示室が失われる

のはせつないです。今までありがとうございました！ 

・こちらの博物館では大津絵のときに始めて来てそれから珍しく興味深い展示を色々見せ

てもらいました。岩田ガラス、鼻煙壺、鳥の絵、懐中時計、着物…などなど！丘の上のち

ょっとレトロな博物館、この立地が好きでした。はっきり言ってちょっと建物とか古いな

あ～と思いましたが、なかなか隠れ家的な雰囲気が好きでした。閉館は残念ですが時の流

れは仕方ありません。市立博物館と言うことでしたが、なかなか充実した展示でした。今

度はまた感じが違った施設に一体化するそうですね。今後も期待しています。長い間、あ

りがとうございました。 

・ファイナルということで無料開催はなかなか太っ腹というか有り難かったです。新しい形

での開催を楽しみにしております。有り難うございました。 

・２０００年１０月に引っ越してきて、３回しか来場できませんでしたが（印象に残ってい

たのは平山郁夫展）、誇りに思っていたので最終展ガラス見られて良かったです。長い間、

警備など含めありがとうございました。 

・素敵な作品を見せていただきありがとうございました。駅から遠いので…でも、又どこか

でお会いしたいです（作品に）。 

・普段なかなか目にする事が出来ない素晴しいものを見させていただきありがとうござい

ます。近くでちょっとの時間を利用して来られたのもありがたいことでした。 

・町田市に住んで５０年近く、歩いて３０分くらいなので、ガラスが大好きなので、数日足

を運びました。長い間ありがとうございました。 

・ありがとうございました。 

・展示品、説明はもとより、学芸員の方の親切丁寧なお心遣いに感謝いたします。拝見して

豊かな時間を過ごすことができました。ありがとうございました。 

・展示説明の文章がよみやすいいし、わかりやすかった。知らない人に知ってほしい。理解

を手助けてくれる学芸員さんお気持ちが現れています。ありがとうございます。 

・３０年程前、博物館実習でお世話になりました。当時は郷土資料館のような印象を持ちま

した。展示替え等の手伝いをした記憶があります。大津絵の事を始めて知ったきっかけは

ここの学芸員さんのお話でした。 

・小学生のときに１度だけ社会科見学で来た事のある市立博物館でしたが、最後に来られて

展示も素晴しくよかったです。大変お疲れ様でした。新美術館でもがんばって下さい。 

・一番良く訪れていた子供時代を思い出しながら、変わらぬ居心地の良さと寂しさに浸れま
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した。こじんまりとしたサイズながら、多種多様な展示で楽しめました。大人になってか

らももっと来られたら良かったとおもいましたが、今までありがとうございました。 

・ありがとうございました。この博物館の建物がとても好きでした。中に入れなくなるのが

淋しいです。 

 

《今後について》 

・またぜひ手軽に来れる博物館として見せてほしい。 

・ぜひ続けて欲しい、新しい博物館を楽しみにしています。４５年間有り難うございました。 

・またこれからも見に行きたいです。 

・今後も存続願いたし。 

・初めて来ましたが、もっと早くに来れば良かったと思いました。後期の作品もぜひ見に来

たいです！頂いた記念品は家宝にします！すばらしい展示ありがとうございました！ 

・やっぱり良い作品がたくさんあって良かった。（立地のせいで敬遠しがちだったけど）来

て良かった。 

・本日は満員でしたが、こんな素晴しいところにありますが地元で知らない人が多かったの

で大へんもったいないといつも昔から思っていました。有難うございました。再建ぜひし

てください！！楽しみに待ってます！！ 

・職員、学芸員の皆様、４５年間ありがとうございました。博物館の“これから”に期待し

ております。工芸が大好きなのでこれからも素敵な企画をどうぞどうぞよろしくお願いい

たします。 

・芹ヶ谷公園の方に移るのがいつかわかりませんが、今回の展示をみてガラスの世界など知

らない世界が広がったので、新しくなっても足を運びたいと思いました。 

・今回の展示がすばらしかったので、さらに充実した展示や企画を期待しています。 

・建設予定の新美術館もたのしみにしています。こぢんまりとしたフンイキが落ちついて好

きでした。 

・今後の発展へのしめくくりとしてよかった。 

・後の予定をはっきりしてほしい。 

・再開する時が楽しみです。 

・博物館の閉館は残念です。新しい美術館の展示に期待します。 

・とても良かった。いつか行こうと思いながら機会がなく、今回最終ではあったが来られて

良かった。統合されてもコレクションが残るとよい。 

・４／２０コンサートとてもよかったです。本町田地区から博物館が移転するのは残念です。

一ヶ所に集中するのは良いと思います。 

・又ぜひ拝見したい。 

・小学校のころ、学校の先生にクラスで連れてきて頂いたころからの思い出がよみがえりま

した。工芸というより農機具などの展示に興味を引かれたものですがああいうものは今後

どうなるのだろう、見る機会がなくなってしまうのだろうかと思いました。 

・このまま此の場所で作品が拝見出来たらと感じました。 
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・もっと観たいです。ここで。 

・これだけのコレクションを閉館されるのにはさびしさがあります。しかし近々博物館が移

って再開されることを祈っています。 

・移転したら交通の便がよくなるので、もっと見に来られるようになりますが、この空気の

よい環境での展覧もよかったです。 

・もっと、身近に、作品を鑑賞できるとよい。多くの人の目に触れてこそ価値がある。この

よさを知らしめるための啓蒙活動を盛んにしてほしい。 

・終わるのは惜しいです。新館や鶴川駅前の神蔵邸等で再度見られたら幸いです。 

・新しい博物館でまた拝見したいと思いました。 

・新しく開館する日を期待しています。 

・これからも、さらに多くの作品を見て感じたいと思っております。 

・久々の無料で、申し訳ない気持ち。様々なガラス作品が所蔵されているのを改めてみられ

てよかった。場所が変わっても又来たい。 

・一日も早い展示の再開を望む。 

・立派な博物館の建築は保存してください。金銭には代えられません。 

・閉館になると伺いましたが近傍の住民のためにも開館を維持していただきたい。 

・これがラストなのは残念なので、どこでもいいから特別展でまた見せてください。 

・町田市立博物館で工芸品を沢山所蔵しておられたのを初めて知りました。移転後も楽しみ

にしています！ 

・テーマごと（懐中時計、中国ガラス、青磁など）の展覧会を再開して欲しい。 

・最後の展覧会、区切りをつけるのも一考。今後どうする。 

・ユニークな建物で適切な段階の展示がこれで終わるのは惜しまれますが、新しい場所でコ

レクションが新たな視点の研究から展示される日を楽しみにしております。 

・市立博物館は町田市関連の展示との思い込みがありました。また、新たな施設が出来る際

は東京、町田、関東関連のものも見たいです。 

・この１０年くらいは足が遠のいていたのですが。又リニューアルしたらみたていただきた

いと願います。 

・つづけてほしい。 

・今後共定期的開館を希望します。 

・この博物館とさようならするのはさびしいですが、新たな一歩を楽しみにしています。今

までの展示を思い出すこともあり、心に残る展示でした。 

・これからの再生の場で又、よいものが見れるのを楽しみにしています。 

・町田市民に愛されていくことを願います。 

・博物館の再興を早く実現させるように期待しています。長い間良い環境と知識を与えて

くださって感謝しています。 

・再開するのが待ち遠しいです。 

・新しく移転した後もうかがいたいと思います。 

・町田市に貴重なものがあることに関心が一段と高まりました。移転先での展示を期待して
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います。 

・ファイナル展はいいが、ここに所属されている職員特に学芸員の方々がどのような進路を

有しているのか心配です。ご希望するような場所が得られると良いですね。 

・この地に博物館が末永く。 

・新博物館の完成をお祈りしています。 

・現博物館を利用、展示しつつ次の候補地に。４～５年先ではやることが遅い！ 

・閉館されますが、展示品文化財として末永く見せられるよう願っています。 

・もう少し規模が大きいといいかなと感じました。 

・少なくとも、次に移るまでは数ヶ月、役所仕事だといわれてもしょうがない！ 

・４月２７日（土）陶芸体験に参加したかったのですが、気付いたときは終了していまし

た…。体験型の博物館講座は新しい未知の世界を知ることが出来るので大好きです。駅

から遠い博物館なので気軽に通う気力も体力もないのですが、数時間の体験型もよおし

には行ってみたいと思っておりますのでどうぞ引き続き新しい博物館開館の際にはよろ

しくご検討ください。 

・こうして沢山の良いものを持っている博物館ですので、ぜひ新しい工芸館を立派に完成さ

せて、色々な人に観ていただけることを祈ります。 

・ファイナル展で残念です。再開館を楽しみにしています。 

・ぜひキャプションをベースとして焼物に関する入門書を作ってください。 

・これらのものはまた見る機会があるだろうか？ 

・最後になり残念ですが、版画館でも展示してください。見に行きます。様々なときに佳い

物を沢山見せて戴き感謝をしています。 

・新設の計画（版画博物館の横？）の内容を知りたい。 

・今後も続けてほしい。 

・とても良かったです。新しい博物館を望んでいます。 

・機会があればどこかで展示をして欲しい。 

・企画展は勉強になり、今後も宜しくお願いします。 

・４５年間お疲れ様でした。いつも坂を登って向かうときの感覚、見学後に坂を下るときの

余韻が良く、とても充実した気分で楽しめました。新しい施設になっても博物館の良さや

収蔵品が活かされるとよいと思います。 

・長い間ご苦労様でした。施設の老朽化は感じましたが、コレクションの収集の経緯などが

分かり、あらためて素晴しいコレクションが町田市にあることを誇りに思いました。新し

い施設、設備を得てコレクションにより一層輝きが増すでしょう。とても楽しみにしてお

ります。 

・全ての作品を展示出来るような建物にしてください。又寄贈して頂いた人たちに感謝しま

す。 

・またこのような展示を出来る場所を作ってほしい。芹ヶ谷公園の工芸美術館を充実させて

ください。駐車場のある「芸術の杜」としていつでも鑑賞できる場所があると嬉しいです。 

・展示品がもっと“はえる”展示を。これまで、博物館の運営など大変だったと思います。
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ありがとうございました。国際工芸美術館開館まで皆様がんばってください。 

・新しい博物館が出来た際には全コレクション一般公開を又展示してください。 

・工芸館の完成前にも機会があったら収集品の定期的な展示を市民ホール等を借りても展

示してほしい。 

・又早くリニューアルして楽しい作品をたくさんみせて下さい。 

・再開を楽しみにしてます。 

・さびしい思いがありますが、新しい展開を期待しています。 

・今後の展開にも期待しております。もっと来ればよかった！ 

・また！ 

・この博物館と共に歩んできました。４０年以上。我が家の歴史を思い出し、なつかしい気

持ちです。リニューアル応援しています。 

・市立博物館として町田市関連、作家をもっと際立つ企画展示に活かしてください。存在意

義が弱い気がします。オンリーワンの存在として、新しくなってもその部分が弱いと公開、

地方のミュージアムは生き残れません。キュレーターがんばれ。 

・今日で終わりとは何と残念！また新たな地（？）方法（？）でお目に掛かれますように！！

横浜市緑区よりいつも来させて頂いておりました。 

・また開催され、にぎわうとよいですね。駐車場に難ギした。 

・学校行事としてこどもたちにも鑑賞の機会を沢山つくって欲しい。 

・今日のお話もそうですが、展示解説以外にもテーマを設けて、シリーズで学んでいけたら

嬉しいです。カルチャーセンターや大学で生涯学習として講座がありますが、そういった

かんじで･･･。￥も６～３回で３０００円くらいなら良いですね。 

 

《閉館について》 

・もの知らずで７９才になりましたが、閉館になってしまうのがさみしいです。 

・この建物が好きでしたので、残念です。 

・市立博物館を残してほしい。 

・今後どうなるのでしょうか。 

・郷土資料、発掘品の展示施設がなくなるのは残念。インターネットなどデジタル画像で見

てもつまらない。 

・閉館とのこと、残念でなりません。この場所で再掲されることを切に希望します。 

・市立博物館は市民にとって、安く、ゆったりとした空間で作品を見る事ができる貴重な場

所なので閉館はとても残念です。建物自体、遺跡公園の住居とあわせて作ったすばらしい

ものと聞いています。せめて建物だけでも、ずっと残して別のかたちで遺跡公園とあわせ

て活用してほしいです。絶対にとりこわすなどしないでください。 

・整形外科受診の帰りみちに寄りました。この博物館のたたづまいが好きなので、是非この

建物を活かしてください。 

・私は此の建物の近くに住む。いつでも散歩の途中で寄れると安心していたが――何故閉め

られるのか。建物の故だけではないと思うが？ 
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・これだけのものを何故この時点でなくすのか、今までの努力が０になる 

・ファイナルという事で大勢の来場があったけれど、普段から多ければ・・・と思いました。

閉館はとても残念です。 

・この博物館が「無し」になることは今日はじめて知りました。残念でたまりません。集ま

った品々はこれからどこで展示されるのでしょうか。 

・何度も来ました。閉館するのはとてもさびしいです。 

・昨年越して来てお近くにこんなすばらしい夢のような建物があり、博物館と知って嬉しか

ったのですが、こんな早々と他の企画に移るとは！？発展の為・・・ 

・これが最後というのはもったいない。 

・博物館の近くだから住むことにしたのに残念。 

・子供の頃から変わらない博物館がなつかしかった。展覧会よりも建物を見に来た（見おさ

め）。 

・最後なのが残念です。 

・近くに遺跡公園もあり、気晴らしに最適な施設だと思う。是非（ファイナルにせず）今後

残せないものかと思います。 

・寄贈も多く博物館が閉鎖されるのは悲しい。 

・近くてよく寄らせていただきました。無くなるのは残念です。 

・町田市へ 町田市の文化・歴史を残してほしい。地方都市へ行っても、歴史博物館等がん

ばって展示している。 

・博物館の静かな雰囲気が気に入っていてよく来ました。最終回とは残念！会の作品はバラ

エティに富んでいてよかった。 

・最後かと思うと感慨深い。折にふれ来ていたので。 

・近いのになかなか来ないうちにファイナルになってしまい残念です。バス通りから登って

くる道の右手に花壇が四箇所、どれも博物館への感謝に見えました。作られたのは自治会

の皆さんでしょうか。 

・この地で５０年、博物館がなくなる事とってもとっても残念です。市の所蔵の物や海外の

物、たくさん見せていただき（近隣であった故）残念に思います。藤の台近隣の自然や、

芸術を楽しむ環境は町田市在住の方にも羨ましがられたほどでした。市で決めたこととは

いえ、この建物を地域の為に使える物として残していただける事を望みます。図書館等と

して。 

・小さい博物館ながら、良質な展示をしていらっしゃるので、年に１～２度来ていました（が

んばれば歩ける範囲だったので）。閉館はとても残念です。 

・博物館がなくなるとのこと。残念です。 

・ここが閉館はとても残念です。 

・ファイナル展になったことは大変残念。町田市の文化施策に一考を求める。文化施設の一

極集中には反対、色々な場所に市民が気軽に出かけられる場所を作るべきで、文化施設の

分散によって市民が文化に接する機会が増えると思う。サッカー競技場などにばかり注力

せず、南町田の市民の憩いの場である公園をつぶしてモールを建設するなどは時代錯誤の
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やり方。 

・最終というのがとても残念です。 

・周囲の知人に話してもほとんど来館しない人が多く残念です。 

・子供のころから来ていた博物館が閉じるとの事で久しぶりに見にきました。建物が無くな

るのは残念です。 

・どうしてファイナルか判らない。これからも美しいものを見せ続けて欲しい。 

・楽しいのになぜやめるのだろうとぎもんに思う。 

・昔ここで見たものがいくつかあり懐かしく思いました。 

・滅多に見ることのできないガラス工芸品や時計などを充分に見ることができてとても満

足しています。この建物での展示が終わってしまうのはとても残念です。何かの形で残し

ていただけたらと思いました。 

・なじみある博物館の閉館はしみじみさみしいものがあります。収蔵品の数々に今後とも活

躍の場が与えられますよう、切に願ってやみません。民俗資料にも何卒寛大なご処分を・・・。 

・近くで働いていながらなかなか機会を作れず来れなかったのが残念。 

・入場料を無料にして頂き、誰でも入りやすくして下さりありがとうございます。幼いころ

から来ていた博物館なので、これで終わりなのはとてもさびしいです。 

・小さいころから親しんだこの建物での最後の展覧会だと思うと寂しいですが、とても楽し

めました。 

・いつまでもあって欲しかった。 

・この場所で最後なのは寂しいものですが、良い作品を観させていただきました。ありが

とうございました。 

・最終展はショックです。残念で寂しいです。 

・この博物館がなくなることはさびしい限りです。この建物は何らかの形で残していただ

きたい。ただ「こわす」には惜しい！ 

・これでファイナルとは残念です。 

・町田の誇りであった。市立博物館がなくなるのはとても残念。この場所でひっそりであっ

ても息づいていたので、とても貴重な存在でした。 

・いつも静かな雰囲気で見ることが出来ました。最終展とは残念です。 

・終わってしまうのが残念です。 

・これで最後だと思うととても寂しいです。新たな場所でまた作品と出あえるのを楽しみに

待っております。有り難うございました。 

・博物館がなくなるのは非常に残念です！ 

・毎回楽しませていただきました。遠くなるので残念です。 

・閉館になるのは残念だ。地味だが、もっと情報発信していれば来館者も増えていたと思

う。 

・というより、この場所が認知されないうちに閉館されるのが非常に残念。 

・博物館が閉館されることをとても寂しく思います。うかがう度に、「もっと PRをして、人

が入れるように努力して欲しい」とアンケートに書いてきました。宣伝の仕方がとても足
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りなかったと思い、もったいないという思いが強いです。 

・しばらく見れなくなるのは残念です。早く次の博物館を見せてください。 

・六月十六日を持ち閉館との事で来館しました。大変寂しいです。 

・ファイナルになるのは大変残念。大勢の人がそう思ってもファイナルが強行されてしまっ

て残念。せめて跡地、館を残し有効に使えるよう配慮してほしいと思います。 

・この博物館がなくなるのは大変残念です。 

・何度か訪れています。最後と思うととても残念です。近かったので子供を連れ散歩がてら、

子育てが終わってからは自分の趣味の陶芸で来ました。ガラスの切子もここでお教えして

もらいました。 

・続けるべき。この建物で何故だめなのですか。 

・もう一度このような展覧会があればなと思いました。この博物館がなくなるのが残念です。

学芸員の皆様、ありがとうございました。 

・落ち着いてゆっくりと拝見できました。この博物館には幼い頃からなじみがあります。と

ても淋しいです。建物もよい造形です。残らないのでしょうか、ありがとうございました。 

・ここが最後となるのが残念です。 

・閉館は残念です。 

・閉館となりとてもざんねんです。 

・博物館がなくなることが残念であり、また郷土資料館が独立してしっかりしたものがない

ことも残念である。 

・おしまいになるのはさみしいですね。 

・町田市立博物館には平成１５年３月まで近くに在住していましたから本当によく来まし

た。そして素晴しい作品を見せて頂きました。今回４５年を持って閉館と聞き残念でなり

ません。相模原市に転居しても何回も訪れていましたので悲しい思いです。 

・最後と思うとさみしかったです。ここの独特のにおいが好きでした。入口の町田市の模型

はなくさないでほしい。 

・ファイナル展と聞き、伺いました。４５年くらいこちらでとのこと。閉館が淋しいです。 

・本当に残念です。伊藤館長は是非工芸館の館長に迎えて下さい！ 

・閉館は残念。役所仕事はこんなものか！宣伝も交通のそっちのけ！こんな素晴しいムダに

した市役所の仕事ぶりに◆◆しきり！ 

・閉館は残念です。 

・なくなるのは残念。 

・なくなるのはさみしい。 

・この建物を今後しっかり生かしていってほしい。本当は博物館として残してほしかった。 

・このたてもの今後の活用を期待します。 

 

《収蔵品について》 

・これでファイナル展示となると残念です。それにしても、時期にもよると思いますが、購

入された作品の多いことに驚きました。その予算の出所を考えるとムダにして欲しくあり
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ません。町田市の財産です！ 

・なぜ町田市でこうしたコレクションをお持ちなのか興味深い。 

・所蔵トーキのあては公売もあるのかしらと？ 

・刺繡をはじめてみたように思いました（ここで）。 

・こぢんまりとしているが、とてもステキな作品ばかりで良かったです。 

・所蔵品が多く、ぜいたくな展示だと思いました。 

・思ったより充実したコレクションでした。 

・いい物を見せていただき有り難うございます。身近なところに素晴しい作品があることに

気付かせてくれました。 

・展示品が美しく残っていて驚きです。これからも、このようなものは続けていってもらい

たいです。 

・素晴しい作品本当に有り難うございました。 

・岩田硝子の作品が面白かった。 

・ガラス工芸品について、イタリアの書物の紹介や博物館で収集に力を入れてきた作品など

の説明で、注力して収集されてきたことがわかった。東南アジアの工芸品は他の美術の工

芸展で目にする機会が少ないが、良品が多く印象に残った。 

・どの作品も美しくて、「特に印象に残った作品」を選ぶのに悩んだほどでした。 

・ガラスの作品が細かく繊細で気を引きました。一緒におこなわれていた着付けやお抹茶体

験など、子供たちも日本文化に興味を持つきっかけになるので良いと思いました。 

・ありすぎる。 

・３０００点以上の収蔵品をすべて見てみたかったです。 

・展示してるやつがきれいだった。 

・ガラスがきれいだった。 

・当博物館にはもっと所蔵品があるのでは？ 

・所蔵品が多くて素晴しい。 

・すごくきれいでした。またきたいです。 

・貴重な品を拝見で来て良かった。 

すごくカラフルな色ばかりできれい。 

・焼成して発色させる共通項で、焼物、ガラスを見ることが出来て楽しかった。良い物を見

られ、ベトナムの焼物も新鮮だった。松浦玉圃を拝見できて良かった。 

・素晴しい収集品です。当博物館開館した当時の市長の判断大変よし。新しい場所で再度見

られることを願っている。 

・２５、６年前だったでしょうか。年に何回か小林先生、松浦先生、後関先生の講座があ

りました。何回か参加させていただき、小林先生の江戸切子に魅せられ、先生にお願い

して横浜の教室に通い始めました。それ以来先生がお亡くなりになられるまでお世話に

なり未だに三代目の小林淑郎先生の＊＊の＊＊＊工房に毎週通っています。１０年ほど

前自分の集大成の個展を銀座でやった時も江戸切子を数点展示しました。近い将来ガラ

ス展を計画していて今製作中です。私の人生が豊かになるきっかけを作ってくださった
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博物館に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

・長い間有り難うございました。工芸館での展示を楽しみにしています。 

・小学生の頃、毎日のように来ていて、ガラスの器やお皿などを綺麗！と目を輝かせていた

気持ちが蘇りました。（遊びに来ていただけで、きっと迷惑なお客だったと思います…大

変お世話になりました）。今も博物館やガラスが好きなのは、きっと町田市立博物館のお

かげだと思います。ありがとうございました。 

・寄贈されている作品が多いことに驚きました。寄贈された方々にも感謝です。ファイナル

ということで淋しさもありますが、新しい美術館に期待しています！ 

・ガラスや陶磁器の印象が強く、大津絵や錦絵のコレクションは存じませんでした。 

・色々なものが見れてすごく満喫しました。懐中時計も素敵でした。ガラスが好きなので

色々見れてうれしかったです。 

・ガラスのコレクションが素晴しかった。 

・”名品”と銘うっただけとてもステキな作品が沢山あり、見る側の気持ちも思わず興奮し

てエネルギーを頂きました。これから気軽にこれないのが残念（住まいが近くなので）。 

・青磁もいろんな色があるのだと思いました。色に対する憧れからその色を作り出すまでの

流れが分かり、良かったです。日本・中国以外の陶磁器はあまり見た事がなかったのでタ

イやミャンマーなどの作品も見られて良かったです。また時計の細い細工もすごかったで

す。どうもありがとうございました。 

・よく作品を集めましたね。 

・紀元前のものから現代に至るまで様々な珠玉の工芸作品に目を奪われました。素晴しいの

一言に尽きます。 

・珍しい懐中時計のコレクション、他数々の美しい作品に触れることができ望外の幸せを感

じました。 

・ここで薩摩焼が薩摩切子を見られるとは！うれしいことでした！ 

・永年の宝庫今後も大切に市の宝、国の宝です。 

・見やすく、わかりやすい展示でした。コレクションがたくさんあるのがよくわかりました

（時計の展示のとき来たことがあります）。 

・所蔵品が思っていたより素敵だった。 

・色々多彩な分野の所蔵品が、それぞれ優れて豊かであることに驚きました。来たい来たい

と思っていました。来たかいがありました。もっと早く来ればよかった。再開の日を楽し

みにしています。 

 

《展示法について》 

・展示品のバランスが良く、非常に興味深く拝見した。 

・展示物の解説も人による説明も分かりやすかった。 

・説明文などを読みながら観察して見ていると心が穏やかになります。記憶の財産になりま

す。 

・ガラスはなんとなく好きなくらいの関心でも楽しく見れるのでとても良かった。展示品の
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情報以外のパネルに書いてあるガラスについてのワンポイント解説が面白くてわかりや

すく、押し付けがましくなくてとても良かった。他の展示も見てみたかった。 

・バランスよく展示及び表記、説明がされていると思いました。 

・解説が分かりやすくて勉強になりました。 

・展示説明の仕方がわかりやすく、目の高さに合わせた位置にあって見易かったのが印象的

でした。また、それぞれに出所や年代など詳しく解説があるのが好ましい。 

・陶磁器の成分までキャプションを入れない館が多い中で、ここの説明は丁寧で分かりやす

い。ラピスラズリは高温に対応できないというのにびっくり。 

・解説もわかりやすく、知らなかったことが解ったりと賢くなりました。 

・分かりやすい解説文ですごくよくってびっくりしました。 

・素敵なガラスの作品が見られて良かったです。解説も時代順に分かりやすかった。タウン

ニュースのコラムをずっと読んでいました。わかりやすく楽しかったです。 

・キャプションがとてもわかりやすくて良いです。 

・展示物の一部に細かい模様があるのに、近くで見られない作品があって、「もっと近くで

見たいのに！」とか、ガラスのゴブレットの「裏も見たいのに！」とか、「時計の裏（フ

タ）の模様も見たいのに！」とか、照明が暗くて良く見えないとか、悔しい思いはあった。

作品が素晴しいので、余計にそう思ってしまったのかもしれないが…。 

・１つ１つはすばらしいから、展示の仕方を考えていただきたい。 

・展示品の中には置かれた位置が低くて模様が見づらいものがあった。解説文も楽しく、小

さい子どもにもよかったのでは？ 

・４６と４７の赤色と青色の宣伝に対し全く模様が見えなかったのが残念でした。模様が

見えるよう展示に工夫をお願いします。 

・もっと展示物と町田市とのかかわりが分かるような説明が欲しい。 

・６５番の狩猟文ゴブレットは３６０°見たかったです。犬とイノシシの部分が見えなかっ

たので残念でした。 

・１１１、９２、１２３、１２４、１２６、１２１ 景徳鎮 Jindezhen Jin→Jing、Min→Ming、

１０３ Longquang の g不要 

・もう少し長く、夏休みくらいまでやっていたらいいと思う。 

・関係者が邪魔だった。 

・お皿の裏側も見られるように展示してもらえるともっと良いとおもいました。 

・展示品の、作られた目的が知りたかった（使用目的がわからず）。 

・自分の目で５２番のうしろの字が見えなくて残念。作った方の文字、何と書いているが見

たかった。５２番のうしろに手鏡を置いてほしい。 

・作品を回転台に載せるなど、裏側や側面も見たい。 

・一般的に説明文の文字が小さく読みづらい。 

・近くなので時々見学しています。ガラス工芸はたびたび同じものを見ます。他の美術館と

クロスで展示してもらえればよいのですが。 

・①説明文の文字が少し小さくて読みにくい（ハズキルーペ必要？）。②全てが平置きで皿
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の中には側面《裏面》の素晴しい絵が見えない物も有り！ 

・器の模様などが、展示の高さと照明の関係で見にくいものがありました。見やすくする工

夫をお願いします。 

・グラヴィールゴブレットは下、又は後ろに黒い布など置いてくれるとよく見えたと思い

ます。 

・ポスターにファイナルとの表示ではなく閉館である旨を明示すべきであろう。 

・展示の仕方がちょっと残念。下に鏡をひくと良い作品がいくつかありました。新しいとこ

ろでは展示の仕方に気をつけてください。 

・大皿の裏面、側面も見たかったです。 

・作品の説明がもっとしっかり欲しい、感想は要らない。 

・江戸から昭和初期までの作品がもう少しあれば尚良。 

・最初に見学に来館したときのほうが記憶に残りました。 

・展示方法、周囲はまだ良いが、中央のケースは高く説明書きがねていて見えない。車椅子

目線の配慮をお願いします。 

・ファイナル展ということで特にテーマも無いのでしょうが、作品ひとつひとつがもっと際

立つ演出があってよかったと思います。「とりあえず並べてみました」という感は、この

博物館がずっと変わらなかった残念な点です。 

・裏側（正面でなく）の模様を見たい作品があり（狩人とイノシシの図）、鏡を置くか裏側

の写真を隣に置くなど工夫してほしかった。 

・展示方法に不安。地震対策は？ 

 

《イベントについて》 

・色々な催しがあってよい。 

・実は中々来たことがなく、主人が閉館してしまうからと慌てて来たところです。今回はイ

ベント等もあり、来て良かったと思えました。 

・今日はフルートのコンサートがあり、こうした機会が又あるとよいです！ 

・とても楽しかった！イベントなどもやっていていいと思った。 

・今回が最後ということで色々なイベントがあり、何度か来させていただきました。３回目

ですが、また来てみたいと思います。 

・田邊氏の講演会にうかがいました。工芸は郷土史＋α程度の収集としか思っていませんで

した。見直しました。これだけのコレクションはぜひ新しい博物館へ発展させて欲しいと

願います。大変でしょうが、皆さんのご努力に期待します。 

・最後なので、イベントが多く２つ参加出来て良かった（前期後期）。藤の台に住んで３２

年だが、退職してから３年は毎回展示会に参加できた。もっと前から来ればよかった。 

・４月２８日伊藤嘉章館長の講演会･･･この様な話しは聴きたい。 

・今日は伊藤館長のお話を聴くことができました。これからもまた館長、学芸員さんのお話

は聴きたいです。 

・これからの学芸員さんのギャラリー・トーク、その他エトセトラのイベントへの参加を楽
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しみにしています。各団体様との連携など、準備されたのは大変なことでしょう。おかげ

でいろいろな人が楽しめる、ボリュームの多い展覧会になっていると思います。 

・バイオリンのミニコンサートを楽しみにしていたが、整理券配布を知らなかった。 

・イベントが盛りだくさんだったが、もう少し展示作品に関連した内容のものがあった方が

良かったと思う。今展覧会の作品カタログ、又は所蔵作品カタログを作って欲しかった。 

 

《立地等について》 

・町田バスがあるので来たんですが、帰りはバスもないし２～４時がないと（土日休）おわ

りなので次回こそは版画のほうに行ってみたいと思います。 

・住宅街の中にあるので案内板などもう少し目立つと分かりやすいのではないか。 

・なくなるのは残念ですが、いつも来るたびに思っていたのですが、喫茶の飲み物などがあ

ればと思っていました。 

・不便なこの場所だから来館者少なく落ちついて観られてよいです。 

・博物館はやはりここにあったほうがよい。作品の展示も今回のような陶磁器だけでなく、

幅広いジャンルのものを展示して文化の発信をしてほしい。 

・建物もりっぱでなくなってしまうのは残念です。ただアクセスがあまりよくなかったので、

しかたないかと思いますが…。 

・１０数年ぶりにこちらに来ましたが、よかったと思います。バスを乗り継いでくるのと、

以前は仕事をしていてなかなか機会がありませんでした。今回は来てよかったです。ガラ

スの見方がかわりました。 

・坂上で、徒歩圏だが、ちょっと来にくいところがあるが、来てみると必ず満足していた。

いつもすいていて、ゆっくり落ちついて鑑賞できました。閉館までもう一、二度来るつも

り。 

・後半もまた来たいと思いました。坂を上がるのがけっこうきつい。前回バスで来たがきつ

かったので今日は車。 

・どうして閉じてしまうのでしょうか。もう少し町田駅近くに場所を確保して欲しいです。 

・博物館の場所が町田市民に知られていない？もう少し町田市民の目に触れやすいような

場所にあったらと思います。 

・場所が悪い。バス停から坂を上らないといけない。月一回くらいで無料の日を考えて

は？ 

・私は、この美術館の外観の石の建物が大好きで、時々来ていましたが。車がなかったら 

やはり不便で来れなかったと思います。なくなるのが残念ですね、移築されることを祈

ります。 

・３にも書きましたが、撮影可がうれしいです！前から気になっていた博物館だったの

で、来られてよかったです。アクセスがもう少し良く、室温がすずしめだともっと良い

と思います。 

・もっと気軽に行ける場所にあったら良いと思いました。 

・又違うところで開催されることを願っています。交通の便が悪いのが残念でした。 
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・町田の中心からはなれているので、見にくる人が少ないのでは？移ったあとの場所は町田

駅に近いので良いと思う（早くみたい）。 

・老人がおりにふれて見に行けるような場所にあったらと思う。 

 

《町田について》 

・町田市は文化都市でもあるんだな！音楽も大変盛んだし誇れる町ですね。 

・文化を大事にしようとする町田市の姿勢を感じました。 

・この博物館の初期のころからのコレクションの流れを知ることが出来ました。私は移民で、

こちらに引っ越してきたころはベネチアガラスの常設ばかりでしたが初めて注目して見

たのはお札の世界、ベルナールフランクコレクション、その後能装束や焼き物も専門的で

素敵な展覧会が開かれるようになって坂を上ってくる回数も増えました。こうして振り返

ると町田市内という身近さからいつでも来れるとか思ったこともあって都心へ出て行く

大変さがない分ありがたみを低めに感じていたようにも思い、それは申し訳ないようにも

思います。 

・市外者ですが、以前からここをとても気にしていました。新聞で閉館と知ってびっく

り！こういう施設を持っている町田市に住みたいと思いますね！版画美術館も素晴し

い！ 

・様々なものを集める、集まる博物館の学芸員の方々の力量や人脈、町田という文化的な

土地柄がしのばれます。 

・こうして町田市内自宅の近くで様々な名品を見ることが出来るのは幸せを感じる。 

・町田の博物館でハイレベルな内容を十分楽しむことが出来た。特にガラスと陶磁器の起こ

りからどのように進歩していったのかシンプルで大変分かりやすく他の美術館でまだ説

明できなかったところが埋められたところが多く企画展示のレベルにびっくりした。 

・教養と文化の町、町田が博物館を閉めるとは悲しいです。子供たちの社会見学にもよろし

かったのに～ぜひ残してほしいです。有料になってから足が遠くなりました。前は必ず観

ていました。 

・いつも静かに見せてもらい、どれ程か癒されました。年齢と共に坂は苦しかったですが、

心は豊かで町田の誇れる宝物と思います。又会いたい品々。 

・多くのガラスの寄贈者がいて、町田市の文化的財産になったことに人々の暖かさを感じた。 

 

《規模や設備、雰囲気について》 

・場所が離れていたのでのんびり静かな雰囲気で楽しめました。 

・展示室の大きさが丁度よいのでくたくたにならず良かった。 

・静かにゆっくり見られてよかったです。この場所に博物館を残して欲しかったです。 

・一点一点集中して見られ、上野のように見疲れしない程度の作品数で丁度よいと感じた。 

・平日でゆったり間近で見られて感謝しています。 

・博物館の中に竹や石仏が見られる空間があることもやすらげる一つです。最終展が鑑賞

でき、ありがとうございました。 
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・静かでゆっくり拝観できること。昔の品は素晴しいなあ～と。 

・ゆっくり見ることが出来ました。 

・静かで、ゆっくりと見ることが出来ました。 

・この静かな博物館の閉鎖とても残念。上野などの大混雑に比してゆっくり丁寧に心ゆくま

で作品を見ることが出来ました。ありがとうございます。又作品の解説やわらかい言葉で

やさしく良くわかりましたよ。 

・静かな室内でゆったり鑑賞出来て良かったです。今回で最後というのはとても残念です。 

・今回はふと見上げると青い空に白い雲がただよい博物館の木々の緑と調和して素晴しい

光景でした。 

・ゆっくりじっくり見るのにはよい点数ですね、静かなのもいい。 

・博物館の老朽化による閉館とのこと、古く良い建物だったので、大変残念。少し暗く静か

な雰囲気で古い時代の美術品を見ることが出来て良かった。 

・アットホームな感じがとても良いです。コンサートも楽しみです。 

・もう少し会場が広いといい。 

・空調がうるさい。作品は低い位置にあるが、説明が高い場所にある。見づらいので説明文

はガラスの内側に貼って欲しい。 

・空調音が大変うるさい。 

・展示スペースが小さかった。 

・バリアフリーだともっと良かった。年配の方が多かったので。 

 

《初来館について》 

・町田市に１０年ほど住んでいますが、博物館には初めて来ました。静かな雰囲気の中、ガ

ラス工芸品を見ることができ良い時間をすごせたことを感謝しています。 

・初めて来ましたがとても良かったです。もう閉館になるなんて残念でした。もっと前から

知っていれば良かった。 

・博物館の一番の目玉が工芸品だと知った。町田市が工芸品を収集するのはどういった経緯

があったんだろう。何も知らないまま最終展になってしまった。 

・ガラスが特に好きなので後期も伺いたいと思います。（実は前期が今日までということを

昨日知り、いそいで伺いました。調べていてファイナル展だということもあわせて知り

ました。さらにこういう施設があることを２０年住んでいて初めて知りました。すみま

せん。 

・はじめて訪れましたが、資料が豊富にある博物館だと評判でしたので、最後にひと目見れ

て大変嬉しかったです。建物もとりこわされるとの事、大変残念ですが、またどこかで貴

館のコレクションに会えるのを楽しみにしております。 

・市民ではないため、ファイナル企画にして初めて訪れましたが、地元の歴史を紹介しつつ、

様々な場所や時代の工芸品の展示に力を入れている等、見どころの多い内容でした、新施

設にも踏襲してほしいと思います。 
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《無料について》 

・無料はよろしくないと思います、小額でもお支払いして鑑賞したいです。 

・若いときはいつも参上していました。有料になってから見学しません。今回は無料で最後

とのことでしたから。８７才。 

・大変興味深い展示を無料でありがとうございました。 

・無料なのもファイナルなのも知らなかったのでラッキーでしたが、もっともっと宣伝した

らよいのにと思った。 

・無料なので申し訳なく思った。 

・有料になってから足が遠のいてはいましたが、無料の日もつくってもらいたいです。 

 

《写真撮影について》 

・写真に撮れるので、嬉しくて４回も来てしまいました。ありがとうございました。 

・写真を自由に撮らせていただきありがとうございました。この建物の「通路」にあたると

ころが、美しいガラスで（天井？屋根？）出来ていたころをよく覚えています。不思議な

空間でした。外のフォルムも残したい建物です。 

・３と同じです（←とても見ごたえがありました）。写真撮影 OKの展示は若い人が来るきっ

かけにもなり、とても良い試みだと思います。 

 

《館員の対応について》 

・非常に見やすく、係りの人等の対応がよかった。 

・３歳の息子と一緒に来ました。係の人も、来館者の方々も騒がしい息子に温かく接してく

ださいました。 

・私語の声が大きく注意を受けた。つい興に乗り、作品についての話ではあったが反省。以

下三名。 

 

《そのほか》 

・市役所の展示の時、ポスターのスライドがとても印象に残っています。ステキでしたね。 

・ポスターが赤と青のコントラストで美しかったです。長い間ありがとうございました。次

を期待しています。 

・もっと多くの市民その他の人々に宣伝してほしいです。 

・写真に残せた事。 

・ゆっくり見る事。 

・学芸員さんを大切にしてください。 
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④「（仮称）国際工芸美術館」や「芹ヶ谷公園”芸術の杜”」に期待すること 

 ＊Q6「（仮称）国際工芸美術館」や「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」に期待することは何ですか？」

の自由記述欄に寄せられた意見です。 

 

《期待する》 

・見に行きます。 

・機会があればうかがいたいと思います。芹ヶ谷公園もいいところですので。 

・早くに始まりますように。 

・早く開館してほしい。 

・表面で心配していましたが、今後の計画があることに安心しました。今後はより皆さんが

鑑賞できる場所になることを祈っております（茅ヶ崎から、町田版画美術館とこの博物館

で一日終わってしまうことが常でしたが）。 

・たのしみです。 

・大いに期待しています。大分前からきいていますが、なかなか実現しないので、早く開館

してほしい。 

・駅から近くなって、より多くの人に見てもらえるようになるといいですね。 

・なぜここが終わりになってしまうのか？と思いましたが壮大な計画があるなら又一段と

楽しみです。 

・1回行ってみたい。 

・ぜひとも早く開館していただき芸術の杜を楽しみたい。 

・たのしみにしています。 

・大いに期待しています。早く開館してほしい。 

・美術関係が大変好きで利用している。立派な工芸美術館を期待している。 

・芸術の杜、期待しています。 

・また新しいところで気持ちまで変わって楽しみです。 

・美術館が集まっている場所が公園だとよりお出かけするのに楽しい場所になると思うの

で楽しみです。 

・皆さん相当苦労なさっていますので期待させていただきます。 

・すべて。 

・私が生きているうちに完成させてください。 

・地元だから。孫と一緒に行きたい。 

・美術工芸に興味があり、地元で見られるのを楽しみにしています。 

・たのしみです、古き良き手仕事たくさん観たいです。 

・とにかく楽しみにしています。 

・楽しみに待っています。 
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《工芸館および芹ヶ谷公園芸術の杜の雰囲気について》 

・みんなが楽しめる場所になりますように。 

・市民が気がるに入れること。 

・足を運びやすい。良い作品を！ 

・自由で、市民がいつでも散策できるような場所となってほしいです。 

・日常生活を忘れゆったりと流れる時間・空間を作ってほしい。 

・多くの人に愛される美術館になってほしいです。 

・市民が親しみやすい美術館がいい。 

・芹ヶ谷公園と一体になった美術館になったら良いと思います。 

・静かに落ちついて見学できるようにしてもらいたい。 

・芹ヶ谷公園がより楽しい場所になる事を期待します。 

・おもしろさなど。 

・駅が近いので、多くの人たちが来てもらえる美術館になること。 

・町田市で発掘されたものなども、市民に広く関心をもってもらえる工夫。若い人たちも関

心をもてるような工夫、幼児期の子どもたちも興味が広がるように。 

・広く市民が楽しめる拠点であってほしい。 

・新しく賑やかなものになると思うが、ここのように比較的ちんまりと静かな環境が好きな

ので、そうおうスペースもあって欲しいものです。期待しています。 

・芹ヶ谷公園は緑も多くパワースポットのようなところです。気軽にアートに触れられる環

境を作ってもらえると楽しみにしています。 

・静かで、庭なども鑑賞できるところ。 

・今まで、人が少なく作品展示が良いのでじっくりと鑑賞できる穴場でした。にぎやかにな

るのは収入面では良いのでしょうが少し不安です。 

・展示品の数は多くなくても良いので、ゆっくりと鑑賞できるような空間にして欲しいです。 

・美術工芸の体験のほかにフロアでの音楽コンサートなども出来、総合的な芸術イベントも

開けるような美術館を作っていただきたいです。 

・みんなが楽に利用できる施設。バリアフリーと楽しい展覧会。参加型、対話型の鑑賞がで

きたらよいです。 

・芹ヶ谷公園はよく行きますが休日やイベントのあるときは大変な混雑ですが、平日は人が

ほとんどいないことがありますので、平日にも多くの人が集まると良いと思いま 

・ゆったりした鑑賞スペースがあってじっくり時間をかけて集中してみることが出来る、

静寂さが保たれているなど、環境面のこと（ゴミゴミした感じ、混雑などはやめてほし

い）。 

・入りやすくゆっくりと見て回れる環境。 

・入りやすさ。 

・是非とも、４、５年のうちにオープンしていただきたいです。芹ヶ谷公園は大変気に入

っております。 

・気軽に立ち寄れること。 
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・気軽に遊べる場所であること。 

・これからも気軽に本物の芸術品を鑑賞できる場を期待しています。 

・自然や生活面など豊かな環境がある町田に芸術や工芸などの豊かな文化を保存する施設

を期待します。 

・そこにしかないオリジナリティを求めます。 

・芹ヶ谷公園の主役されるのも良いかと思います。 

・落ち着いた環境で静かに鑑賞できること。 

・楽しい気分になる場所になったらいいなと思います。 

・場所的に見に行きやすいので所蔵作品を気軽に見に行ける。現在の博物館に使われている

展示ケースにある木の縁がとてもいいと思うので新しい美術館にもあるといいなと思う。 

・自然とアートを一体的に感じられる施設。 

・街の「大事な小箱」のようなくつろげる美術館。ふと立ち寄れるような…。 

・ゆっくり観賞できる施設であること。 

・憩いの場であり市民とともに美意識を高めたい。 

・多くの人に気軽に観て貰えるようにあまり縛りのない空間になったら嬉しい。 

・大勢の人が興味を持てるような美術館を期待したい。 

・町田市立博物館のように身近で気軽な存在であって欲しいです。「美術館」という名称に

なるとちょっと変わるのかなとも思います。 

・より多くの方にみていただきたい。 

・身近な美術館ですばらしい展示が見れるところ。 

・若い人たちに来てもらえるような美術館。 

・時代を越えた一つ一つの作品を手に取るように、ゆっくり鑑賞できたらと思います。 

・親しみのもてる展示やイベント。 

・立派な建物にするよりも、身近で気軽に来れることを望みます。 

・今美術館は多い。町田なりの特色（展示の種類や構成）を工夫してください。 

・ゆったりと美しい物にふれる機会をいただきたい。 

・幅広い世代が理解できる、等身大の工芸美術館。バリアフリーや駐車場、駅からの利便性

など、多くの人が利用しやすい工夫をしてほしい。 

・町田市民だけでなく、多くの人に楽しんでもらえるようにしてほしい。 

・毎日行ってもあきないスポット。 

・工芸品を身近に感じられるようになること。 

・色々な人が見に来てくれるようなところになって欲しいです。 

・展示だけでなく自然や飲食も含めた憩いの場となること。 

・行き易さ（アクセス、駐車場、入場料）。 

・市民や市外の人も集える「杜」にしてほしい。「ぱっとしないね」と言わせないくらいこ

だわりを持った美術館にしてください。 

・今までのよさを生かしつつ、来館者が楽しめる施設。 

・なんだかゴチャゴチャするイメージ、版画美術館のイメージが強く、住み分けは難しいか
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な。 

・公園の中にあるので自然を上手に取り入れて欲しい。 

・自然をちゃんと残して欲しい。 

・芹ヶ谷公園に行くの大好きです。３人の娘たちのてんじしているさくひんが大好きです。

（みんなのさくひんもすきです。） 

・気軽に美術工芸品を見られたらいいと思います。遠く上野などへ出かけていかなくて

も。 

・幅をあまり広げず、とても訪れやすいと思います。 

・自然の中での異空間を大切にして欲しい。 

・敷居の高くない美術館になることを期待しています。中庭にある石像たちも連れて行って

あげてください。 

・ふらっと立ち寄りやすい雰囲気であること。 

・その公園にはいったことがありませんが、自然が豊かで静かで近い距離で作品を楽しめた

らいいなと思います。 

・若い世代にも、より身近に美術・工芸を感じることが出来るような場にしてほしい。 

・町田博物館のスペース、サイズが気に入って来訪を重ねました。質のよいものをほどほど

の量。テーマがいつも良かったので、あまり変化は望まない。 

・火葬場のイメージを出さないで下さい。 

・環境と工芸美術が共に楽しめるのを楽しみにしています。ますますの発展をお祈りしてい

ます。 

・版画、工芸が一ヶ所で鑑賞できることがよい。どのあたりに作られるのか興味深い。 

・新しくて明るすぎない。落ち着き。 

・気軽に気楽に入館できる施設であってください。 

・１つに芸術作品を見ることが出来る場所を集約することは市民にとって嬉しいことだと

思う。一方静けさを損なうような展示環境にはなさらないで下さい。 

・今の環境を保ってほしい。 

・小規模な企画展を安価で鑑賞したいです。市外からの集客、観光客を目あてに、立派な企

画をするよりも、市民が身近に親しめる場所になることを願っています。現在の場所は交

通不便ですが、静かで規模が適。 

 

《版画美術館隣接について》 

・一ヶ所で色々鑑賞できるのは有り難いです。選んでせっせと伺いたい。寿命の限り！ 

・版画美術館も統合したらどうですか。 

・既存の版画美術館と併せて文化エリアとして発展されることを願っております。 

・芹ヶ谷公園も緑が多く、版画美術館も隣接していてとても良いアイデアだと思います。 

・一体化により多種鑑賞。 

・版画美術館、文学館、芹が谷公園などと共に一度で楽しむことが出来る。 

 



84 

《展示の内容について》 

・キラキラのアイデアと伝統がミックスされた展示会。 

・分かりやすい展示・体験。 

・やはり優れた企画がみられると知って期待しています。 

・独自の企画展にも力を入れてほしい。毎回、楽しみにしていたので。交通の便も考えてほ

しい。 

・奇をてらわず、学芸員が来館者に見て欲しいものを展示していただきたい。 

・色々な分野を広く展示してほしい。せっかく町田の所蔵の物がこの博物館だけで一万点も

あるのだから、多くの人に見てもらえるように。 

・ニッチなテーマの展覧会を開いてほしい。 

・ガラスの美術館は珍しいので、是非、続けて頂きたいです。 

・町田「版画」美術館のようにある程度テーマを絞り込んで欲しい。 

・美術館はどんな作品を展示するかも大切ですが、どのような視点でどう見せるのかがとて

も大切になってきています。十分な準備が出来る体制を整えていけたらよいですね。作り

手に迫るもの、深く切り込む視点を期待します。 

・人間の技術を示すことの重要性。 

・工芸品の歴史や文化的な背景について様々な視点（科学技術、貿易、文化交流など）から

知りたいと思うので、そういった展示や講演会を期待します。 

・色々コレクションがあると思いますので、一般の人にも興味が持てる内容の展示を期待し

ています。 

・また大々的な工事があるとの事でうんざりしています。箱物にお金をかけるより（テレビ

でも皮肉られていました）、内容にお金をかけて欲しい。 

・企画展のより一層の充実。以前行った懐中時計の企画展がすばらしかったので、あのよう

な企画をぜひまたおこなってほしいと思います。 

・いつでも拝見できる常設展を置いてほしい。特に、ガラス、陶磁器類。 

・有料でよいので、今までと同じように質の高い展覧会を継続して欲しい。東博のように常

設展があると良い。 

・展示品が沢山あるように。 

・コレクションが新たな視点の研究から展示される日を楽しみにしております。 

・研究活動とそれをひろく発表すること。 

・１、参加型！大人も子供も。２、質の高い内容の展示。３、コラボ型（音楽や手作り広

場）。 

・コレクション展示のほかにも他から借りて企画展もおこなって欲しい。 

・色々なアートを身近に見られること。 

・個人的な事情ですが、まず何より行きやすいです！多彩な切り口での素晴しいコレクショ

ンを揃えた展示に期待しています。 

・通常美術館に行く際は展示内容によって決めているから。 

・版画美術館の収蔵品あるいは企画展とリンクコラボしたような展示。テーマを同一にし、
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それぞれの収蔵品からそのテーマに沿った内容で組むような…（地域の壁があるかもしれ

ませんが…）。 

・ガラス工芸が好きだから。 

・町田市民の誇りを感じられる展示を。交通の便もよくしてください。似たような作品を「日

常で使ったら」生け花を飾ったり菓子を盛ったりその他～等の美への導きあると生活楽し

くなりそうな提案はいかがでしょうか？「おしゃれ」感ある場所は再訪したくなるもので

すから。 

・引き続きガラス製品の展示、そして説明がより多いと嬉しいです。 

・せめて今の町田市立博物館の伝統をしっかり引きついでほしい。 

・伊藤館長の陶磁器に対する思い！ 

・親しみやすさ。ものめずらしさ。 

・経済性や大衆性におもねることなく文化と歴史を継承していただきたいです。 

・様々な種類の展示があると良い。 

・芸術品をふだん使いにしやすい工夫を教えてもらえるといいです。 

・専門的で伝統的な研究成果を反映した展示。 

・正直日本の作品はどこでも見れるため、特に中国のガラスや陶磁器を中心に展示してもら

いたい。ホームページを見ると寄贈は今受け入れていないとのことだが、積極的に営業を

かけて受け入れて欲しい。中国人の観光客も来ると思われるので、館にとってもマイナス

ではないはず。 

・まちだとしての独自性が絶対！それをエンターテイメントに。（文学館はがんばっている）。 

・今回の展示を是非常設にしていただきたいです。陶磁史の流れがこれまでよくつかめてい

なかったのですが今回の展示は非常に分かりやすく、入門に最適だと思います。 

・えをたくさんみたい。 

・惜しまずに良品の展示を数多く行って欲しい。 

・市立博物館がなくなるのは非常に残念ですが、ここ以上に良い展示が行われることを期待

しています。 

・芸術作品くらいでした。 

・中国・ベトナムの青磁作品がたくさん見れる事。 

・後世に残る展示にして欲しい。 

・所蔵品展の充実。 

・身近で芸術性の高い作品が催されることはとても喜ばしいことです。 

・国際版画美術館とあわせて、多彩な作品に触れることができることをたのしみにしていま

す。 

・常設を増やしてほしい。 

・市民に広くコレクションを見せることです。 

・幅広い分野のものを展示してほしい。版画美術館との関連で企画してほしい。 

・素敵なガラス工芸品の展示を企画してくれること。 

・今回のような展示が見られること。 
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・美しい作品を展示して欲しい。 

・一ヶ所でたくさんの作品が見られるようになること。 

・たくさんの人が作品に興味を持つような仕掛けをしてほしい。 

・芸術作品の鑑賞を身近におこなえること。 

・今回のようなストーリーのある常設は是非みたい。 

・努力を継続してください。 

・コレクションの特長を活かし、他館のコレクションとうまくつなげてより魅力的な展示

をおこなうこと。 

・充実した展示内容にして欲しい。 

・今までどおりの「ハッとする」切り口の企画展。コレクションが新たに興味深く拝見で

きました。アクセスのよさ。 

・企画展があったらよいと思います。 

・「国際」と名乗るようなのでどんな大きなスケールになるのかわくわくして待ってます。 

・所蔵品以外にも全国の工芸美術館から様々な作品を借り受けた企画展を多く催していた

だけると楽しいと思います。 

・今回が初めてだったのでこれまでどのような展示をされていたのか存じ上げないのです

が、収蔵品を活かした展示をお願いしたいと思います。 

・少しずつ内容を充実させていって欲しい。 

・松浦玉圃展をお願いします。 

・市立博物館の精神を引き継いでやって欲しい。 

・展示の内容を入れ替えて興味のある作品を取り入れて欲しい。 

・絵画が見たいです。 

・ガラスの展示、講座体験、機械の使用。 

・様々な企画展。 

・多くの作品が展示されると期待しております。 

・ガラス器の展示。 

・質の高い展示。 

・色々なジャンルのものが見られること。 

・国際の名に恥じない展示品を期待している（欧州はもちろん、ロシアや中東のものも）。 

・ガラス、陶磁器に限らず幅広く工芸品を展示してほしい（竹工・木工・金工など）。 

・展示の充実。 

・町田市ならではの地物歴史の紹介。世界各地で様々な時代の名作の展示。 

・自然や四季が感じられるのはいい。幅広いテーマでとりあげてほしい。 

 

《展示方法について》 

・技法解説。 

・材料から出来上がるところまでが見られるとうれしい。 

・一度に見られる展示物が増えること、有名な作品が来ること。 
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・多くの展示とそれに付随する分かりやすい説明。 

・新しい展示方法はどのようになりますか興味あり。この博物館の建物が好きで、たびたび

伺っていましたが残念！ 

・わかりやすい作品解説。 

・わかりやすく親しみやすい展示。解説があると楽しいです。 

・展示品が魅力的に見える展示方法。 

・工芸家の作業をビデオで拝見できるようなスペースをとってほしい。 

・博物館のときのようにテーマごとに展示して欲しい。 

・引き続きわかりやすい解説でアートを身近に感じられることを期待します。 

・工芸品の歴史や文化財を上手く出品して欲しい。 

・それぞれの作品に対して学芸員が学んだ知識や思い入れを言葉として添えて欲しい。 

・明るく見やすい展示室。展示点数が増えるとしても、ガラス・陶磁器メインにして欲しい

です。 

・一つの展示作品の期間はあまり長くしないで、多くの収蔵品を見せてほしい。 

・沢山の展示物を拝見したい。 

・作品の説明、見学のしやすさ。年代幅広く、誰でも楽しめる！ 

・以前一度訪れましたがなんとなく貧乏臭い暗いイメージで地方に良くある「仕方なくある

だけの市立博物館」と同じなんだなと思い足が遠のいていました。収蔵品は都心の美術館

に負けないクオリティなのにもったいない。ショーケースに並べて薄ぼんやりした照明を

とりあえずベタッと当てているだけでは作品の魅力が見えません。奮起改善され、真に魅

力ある館になることを望みます。 

・以前から思っていたのですが国際版画美術館を全ての絵画が見える場所にしてほしい（多

勢からこういう意見を聞いています。版画にこだわりすぎる必要はないように思うのです

が…）。 

・今回の展覧会と同じくらい、解説がわかりやすいことを期待。 

・テーマ別の展示。 

・なるべく多数展示。１万点所蔵の訳ですし。初心者向け、分かりやすく、興味深く。”町

田まで見に行こう”レベルに。 

・邦文、英文、中国語の解説文。 

・わかりやすい解説してほしい。 

・それはてんじをしてあるもののかいせつをひらがなで書いてほしいです。 

・きれいなガラスざいくなど。 

 

《アクセスについて》 

・足の便が悪いのでせめて専用バス等定期便でも出して頂けるとうれしいです。坂がきつす

ぎます。老女には大変です。 

・よりアクセスのいい場所でよい作品を見られることを期待します。 

・ここより（町田市立博物館）は行きやすいかな？伊藤病院の急な坂がごあいさつ。帰りと
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いつも道が違う。 

・交通の便です、バス等を走らせて欲しい。 

・町田駅から平坦に歩いて急な坂道で、降りるのは良くても登るのが辛いです。アクセスを

もう少し良くして欲しいです。 

・町田駅からのバスを多く出してほしいです。 

・公園や美術館をあつめてゾーンをつくるのは利便性はよいでしょうが、こうした片すみの

博物館もよかったです。私からは遠くなります、行きやすい交通の便がはかられることを

望みます。 

・アクセスの至便であること。様々な鑑賞方法を提案してほしい。見るだけではなくて…。 

・アクセスの良さ（エレベーターの設置、バスの便）。 

・交通の便が良いこと。 

・交通の便もよく、早く実現してほしい。市外の客もきやすくなり、そのぶん街の活性化に

よりショッピングセンターやレストランなどの客も増えると思う。 

・①とてもいいと思っています。②博物館がなくなるのは残念です。③いずれにしろアクセ

スの改善をお願いします。芹ヶ谷公園につながる専用の歩道とかつくってもらいたい。 

・遠くなってしまうので少々がっかりしています。文学的内容は無くなってしまうのでしょ

うね。 

・バスを通してください。 

・駅から近い場所にしてください。千葉から町田は遠い上に、更にバスに乗り、丘の上に登

らねばならなかった。 

・現在の博物館より交通の利便性が良く、版画美術館、公園などと合わせて見学出来るので

行き易い！ 

・この博物館がアクセスやイベント時の駐車場不足などで行けないこともあったので、行き

やすくなるとうれしいです。 

・坂がすごいので行くのが大変です。イベントの時だけたまにバスがあるようですが？ 

・交通（バス）の便がよいと度々行かれる。（ここ博物館は南大谷からだとバスを乗り継が

ないと来られない。それで歩いてきたら４０分。はてさて帰途はどうしよう） 

・高齢なので遠くなるなと思います。 

・町田街道の入り口からの道を拡幅してほしい。 

・足（坂はきついです）の確保を、市のバスを版画美術館のほうへ延ばすようにしてくだ

さい。 

・芹が谷公園は駅から遠いのでバスでもありましたら。 

・年配人でも行きやすい美術館に。行き方へのバリアフリー（歩けるように）。高低があり

大変。 

・この博物館もそうだが、公共交通機関からの距離がありすぎる。芹ヶ谷に友人を誘って

もタクシーを利用せざるを得ない。費用の点で問題はあろうが、シャトルバスを考えて

はどうか。 

・交通の便のよい所に期待。 
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・行きやすくなって楽しみです。 

・施設までのアクセス、外部に対するアピール。 

・企画展の充実、自家用車でのアクセス度。 

・交通アクセス、町田の歴史が学べると良い。 

・日本の中でも類のない美術品を展示できる美術館になってほしいが、駐車場・駅からのア

クセスをもっと便利にしてほしい。 

・周辺の道路整備、坂が多く狭い。 

・駅から近くなるならよいと思う。 

・交通の便が良くなれば、今の形で芸術関連を結ぶバスを出せばよい。 

・アクセスのしやすさ、休憩スペースを充実してほしい。 

・今より人が訪れやすくなる？ 

・絵画や陶芸に興味がありますが、高齢者が利用出来るようにバスなどの交通の便が良い所

にお願い致します。 

・高齢者ともより気軽に行きやすいよう、駅から直行バスなどがあると嬉しいです。 

・駅に近く多くの人が訪れることが期待される。駐車場を今のものより広くしてほしい。版

画美術館へはいったことがあります。 

・駅から遠すぎて。巡回バスがあったら老人でもいけると思います。 

・街中に近いのでより多くの人に作品や展示物をみてもらうことができると思う。場所がよ

い。 

・せっかくよい品々を持っているのだから常設展も充実してほしい。公園前までバスが走っ

てると行きやすい（上り下りの多い道は困るので）。 

・歩くのに大変な身体ですのでなるべく交通の便利な所でお願いしたいと思います。 

・駅からの道を簡単に。よく聞かれる。 

・交通の便がよくないので、ミニバスを通してください。 

・アクセスが便利なら行きたい。小田急町田からバス、さらに坂をのぼるという現在の場所

は不便すぎ？ 

・交通の便を良くしてほしい。駅の近くが難しいなら近くまでバスが通るようにしてほしい。 

・駅から遠いように思われる。高齢者が多くなる事が想定される為、JR 町田、小田急町田駅

からわかりやすい案内図（？）を道々設置されたし。 

・ここ博物館はアクセスがちょっと悪いので、なかなか気楽に訪れることが出来ませんでし

た。芹ヶ谷公園に一体的に整備されるということを期待しています。 

 

《収蔵品について》 

・「工芸美術館」と名前にあるので、漆、染め織、金工、諸工芸など幅広い分野の作品を所

蔵して欲しい。 

・素晴しい収蔵品が多くの方の目に触れることに期待しています。 

・町田市の財産を散らさずに。 

・所蔵品を散失しないように。 
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・後世に残し、幅広い年代の方に鑑賞していただきたいと思います。 

・これまでの所蔵品、これからの所蔵品を今後も流出することなく守り続けて欲しく思いま

す。 

・ここで集めたものを無駄にすることがないようにきちんと展示と解説をおこなって次世

代への宝となるようにしてください。 

・収蔵品が多くあるので、より多く展示して欲しい。寄贈品の多い美術館として、「志」を

持って欲しい。 

・市立博物館は近くでしたが、以前に１～２度来ただけでした。改めて見ると心を打つ作品

ばかりで、美術館が出来たら多くの人々に来ていただけるようお願いしたいと思います。 

・色々な人気のあるものを集めるのは良いが、美術的な意義を持ち、今までの収蔵品を活か

した美術館にして欲しい。 

・大切に扱ってください。 

・特別展以外に収蔵品を入れ替わり展示するコーナーを作って死蔵を防いで欲しい。 

・現在の所蔵品を埋もれさせないで欲しい。 

・行きやすい所（交通・駐車場・料金）にしてほしい。１５００点ものコレクションを展

示していって欲しい。 

・美術品の充実。 

・今までの博物館収蔵品、多くの方々の御厚意による寄贈、学芸員の努力による購入 etc

で集った数々を大事に次へつなげていって欲しいです。 

・色々な収蔵品を見たい。 

・できるだけ展示物を多くして町田市の歴史的貴重な財物の市民への開放を希望します。 

・毎日展示してもらいたい。現在のコレクションを充実させて欲しい。 

・町田在住のものとして、度々コレクションを見るのを楽しみにしたい。 

・現状の資料を確実につなげていくこと。収蔵庫などが大きく取れると良いと思います。 

・その存在は重文で残してほしい。 

・行きやすくなりそうでいいと思いますし、驚きのガラスコレクションだと思うので大切に

してほしいです。 

・これまで集めたものや寄贈してもらったものがきちんと保存されるとよいなあと思う。 

・植物画、油彩、版画（広重、他）。古きよきものを大切に、寄贈者の行為を忘れずに、感

謝して。 

・建物ばかりに金をかけずにコレクションの収集に注力してください。 

・市立博物館も数多くの作品を保有しています。なるべく多く見る機会が欲しいです。 

・多くの作品を見てみたいです。コレクションをぜひもっとたくさん見せてもらいたいです。 

 

《工芸美術館の規模について》 

・たくさんの品を見たい。できるだけ大きな博物品・美術品を展示してほしい。企画展もた

くさん開いてほしい。 

・広くていろいろな作品を見たい。 
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・なるべく展示品を多く展示できる大きい建物にしてほしい。人口の多い町田にしては博物

館が貧弱すぎた。文化有る町にしてほしい。 

・展示の数が増えること（広くなるから）。 

・もう少し大きめの施設にし、市民からの貴重な工芸品の寄贈を呼びかけ、内容の充実を図

っていただきたい。 

・一度に展示する作品は少なくてもいいので、展示スペースを十分に確保して欲しい。 

・常設館にして欲しい。 

・もっと広くたくさん展示できるようになるといいなァ。 

・現在の博物館よりも広く、展示数の多いものにして欲しいです。 

・中途半端にしないこと。他市と合わせて大きくすることも一考。 

・１、展示場の広さ。２、交通の便。３、保管、展示の近代化。４、AIを用いた名品の紹

介。５、日本の作品の拡大（購入、寄贈）。 

・博物館の展示はテーマも内容も素晴しいものでしたが、室数が少ないので展示物が少なく

て物足りなかったので、深く掘り下げた内容にして欲しい。 

・国際に恥じないようにして欲しい。それなりの大きさを確保してください。駐車場を確

保してください。 

・あまり規模を大きくしないでこのような展示を望みます。 

・市立博物館よりもう少し規模の大きな、常設展もあるような施設だとうれしいです。素晴

しいコレクションがあるので、ぜひ工芸美術館を開館実現していただきたいと思います。 

・身近な市民に親しまれる施設。手を広げることなく（今までのように）収集の的を絞って

運営してください。孫が入り口の「町田市全域模型」を引き続き展示して欲しいと言って

ます。 

・お金をかけて立派な建物をまず建ててほしいです。ここも昔、これでとてもよいと考えて

作ったはずですが、時の流れで…だいぶ使い勝手は悪くなってしまったように思う…。 

・スペースも広く楽しみです。染物など工芸品希望。 

・よりスケール。 

 

《入場料について》 

・安い入場料金を選定下さい。 

・無料で、充実した内容で、誰でも入りやすい施設にしてほしい。 

・あまり今と入館料がかわらないこと。今のように静かであること。ガラス作品がたくさん 

みられること。ここが大好きでした。 

・安く入れること、駐車場があること。 

・入場料はシニアに少し割引があると嬉しい。 

・費用節約の話しばかりで申し訳ありません。メンバーズカードで年間利用費がお安くなる

とか･･･あったら嬉しいですね。あるいは、国際版画美術館のように、初日無料、開館記

念日無料とか･･･。 

・５００円以下の入場料で、町田市立博物館と同等以上の質で展示がされること。 
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・入場料を安価に！ 

・入場料は安くしてほしいです。市民割引とかもあると嬉しいです。常設展は無料にしてく

ださい。 

・大人だけでなく子供たちも、気軽に知識がなくとも見ただけで何かを感じることが出来る

ような作品を展示して欲しい。入館料も２００円くらいにして欲しい、シルバー料金も欲

しい。 

・無料の日を設けてもらいたい。 

・入場無料で市民が利用しやすい場にしてほしいです。 

・入場料を安価していただきたい。 

・入場料を高くしないで下さい。 

・多くの人々が気軽に文化芸術に触れる機会がある事で、入館料を安くしてほしい。 

・有料ではなく高齢者は年齢により無料で公開してほしい。 

 

《設備について》 

・バリアフリー化。 

・バリアフリーと見やすい展示ケース。 

・近くにおしゃれなカフェがあると心がより満足。 

・カフェを作ってほしい。 

・皆が利用しやすい建物をまずたててほしいです。お手洗いも、例えばですが、町田市民病

院はとても使いづらいです。せっかく新しい病院をたてたのに、本当に残念に思っている

ので。 

・食事できるところがあると良い。 

・バリアフリーの皆が利用できる施設、お手洗いや授乳室、休憩するロビー等。設計は失敗

しないで欲しいです。お手洗いは小田急線東北沢駅にある“みんなのトイレ”はとても好

きです。小さな子供用のトイレがとても素敵です。体の具合が良くない人もこれから増え

ると思うので、こういうトイレは一ヶ所では足りなくなる世の中になるように思っていま

す。 

・企画の良さ、見やすさ、車のとめやすさ。 

・展示物を撮影して SNS に UP し、良いものは人と共有したいので撮影 OK であることです。

オリジナルグッズがあれば実用的なものがいいです。 

・遠くから来てもゆっくり見られるよう、５時よりもう少し遅くまで開館していて欲しいと

思います。 

・最近訪れた施設で、明治大学（お茶の水）のグローバルプリント１Fグローバルホールが

あります。となりのリバティータワーアカデミーホールもとてもステキですが、こちらは

１２０名位入れるホールで各々の席にコンセントもついてるし、いすはもちろんテーブル

がよいです。机の高さがとても丁度よいのです。こんな施設が付属していたらみんな“楽”

にお話を聴いたりできるなあと思いました。 

・今の博物館と同じ様な建物にして欲しい。建物のデザインがよいから。 
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《イベントについて》 

・イベントと展示との連携。 

・“体験”をふやしてほしい、コンサートもやってほしい。 

・家が近いので楽しいイベントをやって欲しい。 

・ワークショップなどをいっぱいやって欲しい。 

・子供向けのワークショップや市民も参加できる企画などをおこなって欲しい。 

・イベントをしてほしい。 

・工芸美術の体験のイベントが沢山あればうれしいです。 

・今回の練りガラスのイベントのような、子供への教育普及の機会があると嬉しいです。 

・たくさんの人が足をはこべる内容のイベント。 

・版画美術館も近く、どちらも見て回れるのでよい。子供向けプログラム、講座などが多い

といい。 

・プレイパークとの連携や公園内でのワークショップ。 

・人による展示物の解説を聞きたい。 

・イベント。 

・展示内容に関連した講演会を企画してください。 

・ワークショップ自体に参加することは難しいかもしれなしけれど、どんなことをしたか知

る機会があると良いと思います。 

 

《PRについて》 

・もっと都心の人々に知ってほしい。又、ウォーキングのグループに知られてほしい。 

・身近に訪ねられるよう広報をお願いします。ポスター、チラシ･･･。 

・現博物館の時代にもっと宣伝来館を促す催しをしてほしかった！！ 

・PRを広く行って下さい。 

・新聞（神奈川新聞）に詳しい記事を載せてください。 

・宣伝が大切。相模原博物館に負けない規模であればよい。 

・現在地が PR 不足だったので、本音はこの場所でイベント等プロモーションをしっかりし

て復活して欲しい（勝手な意見ですみません）。 

・なにしろ HP、FB を使ってしっかり宣伝してみんなが良い作品に触れることができるよう

にしてほしい。 

・１.所在の案内図を広く PR した方が良い。２.芹ヶ谷公園の知名度もいまひとつ。長く町

田に住んでいる人も知らず、現地へ行ったことのない人も多いと思われる。 

・PR力が不足していると感じられる。もっと PR していただきたい。市立博物館はなぜ閉館

するのか？ 

・多くの方に知っていただけるよう PRが必要だと思います。 

 

《駐車場について》 

・初めて来ましたが同じエリアに作られるのであればもう少し駐車場を広くすることは必
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須だと思います。 

・地の利。駐車場を多くとってほしい。 

・今の博物館は駐車スペースが少なく来館しても車が止めることができず、帰ったこともあ

りました。他市から来る為、来館しやすいことを期待します。 

・駐車場も助かります。 

・駐車スペースの確保。 

・駐車場が確保できていれば来やすいと思う。 

・駐車場の充実。 

 

《町田市の発展について》 

・町田市の文化的な街づくりに貢献していただけたらと思います。 

・町田市のさらなる躍進。 

・地元のカルチャー発展に期待する。 

・観光名所として発展していくよう願っています。 

・町田市がさらに文化的民度が高まりそうで素敵。 

・文化芸術を機会に街の活性化につなげること。 

・町田に人が呼べるものを作ってほしい。 

・素敵な展示でますます町田が良い印象になるとうれしい。市外の人も来たくなるようなも

のを期待。 

・町田市には特に人を引きつけるところが少ないようなので、今日の計画を魅力ある、人々

が集まる、憩いの場所、芸術の場所として町田市のシンボルを作って欲しい（薬師池は有

名である。 

 

《郷土博物館的機能について》 

・問いとはちがいますが、「郷土資料館」を復活させてください。 

・町田市の博物館の役割を存続してほしい。 

・美術工芸品ばかりでなく、歴史系の展示も期待します。 

・博物館として貴重なガラス、陶磁器展示の引継ぎもいいですが、町田、東京、神奈川に誇

りを持てる郷土館的な展示を期待したいです。 

・町田市の古墳からの出土品も見たい。 

・町田という大きな町に（歴史もある）博物館がなくなるのはどうかと思う。工芸美術館で

なく、町田の文化歴史が学べる博物館にしてはどうか？ 

・これまでの「博物館」の役割も引き継いでいてほしい。企画展にも期待してます。 

・町田市に関する物を展示して頂きたい。 

・縄文土器展示。 

・町田由来の品。郷土の物もなんらかの形で展示を芹ヶ谷公園のアクセス（坂道）はどうに

かならないでしょうか…。 

・縄文～弥生土器の常設展のスペースがあるとよいです。 
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《「子ども」について》 

・ぶらんこ。 

・子ども達が興味関心がわくようにしてもらいたい。 

・子供でも楽しめる展示。 

・子供でも楽しめること。 

・子供も体験し、楽しめるイベントを沢山おこなってほしいです。 

・小さな子連れでも気軽に芸術に触れられること。 

・さわって使って体験できる展示。子供が参加できる展示。その間、親は座って待っていら

れる休憩スペース希望です。 

 

《よくわからない》 

・まだ良くわからないのでなんとも。 

・情報不足で施設の概要を良く知らない。 

・一体的整備とは？ 

・判りません。 

・子供だからわからない。 

・方向性がまだわからないのでパス。 

・わからない。 

・わからない。遠くなるので、足も遠のくかも。今の博物館の建物をどうにか残して欲しい。

素晴しい日本の建築物だと思う。 

・わかんない。 

・国際と名が付く美術館ですが内容がわかりません。 

・よくわからない。 

・何ともわかりませんが、将来に向けてがんばって下さい。 

・まだ、なんともいえない。 

 

《関心がない》 

・遠くなるので興味が薄い。 

・残念ながら芹ヶ谷公園は少々遠いので宣伝しだいで行かれるかな。 

・期待しない。 

 

《疑問》 

・なぜ芹ヶ谷と合体するのか。 

・新しいものを作るのも必要かもしれませんが、古いものをのこし、どのように人を呼ぶか

考えていただきたかった。もっと古いものを大切にしてほしかったです。 

・閉館から間をおいて開館することに納得できない。それは役所のいいかげんなプランニン

グ！駐車スペースの確保は OK？ 

・早く開館してほしい。新しい館を開館後、閉館するべきでは。 
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・あまりに費用をかければよいということではないと思います。 

・版画に続いて「国際」がつくのはなぜでしょうか？坂がきつい。 

 

《不要》 

・建て替えが必要ならもったいないです。 

・新しい施設は不要どころか時代遅れの策。いまある物を有意義なモノへと変えていくべき。 

・この建物を移築していただきたい。・新しくするより、現在のものを維持することが市の 

財政から考えても Better である。 

・期待していない。元を改善すればいいのでは？ 

 

《そのほか》 

・博物館がなくなるのは淋しいです。 

・芹ヶ谷公園の方に全て移転するとこちらは全然なくなってしますのですか。残念です。 

 

 

⑤（仮称）国際工芸美術館への期待度 

 ＊Q7「（仮称）国際工芸美術館への期待度を教えてください。」の自由記述欄に寄せられ

た意見です。 

 

【必ず行ってみたい】 

《期待について》 

・期待しています。 

・東京都内でも指折りの美術館になると思います。 

・楽しみにしているから。 

・どんなものか、まず見たいです。１回目の展示が良いとずっと評判になりますね。期待し

ています。 

・おもしろそう。 

・興味と期待。 

・きっと素敵な美術館になると思うので。 

・興味。 

・充実している感じがする。 

 

《工芸について》 

・近美の工芸館が金沢に移転するらしいと聞きました。東京都内で工芸をメインとする美術

館がなくなるのは残念。スケールアップして国際工芸美術館となられたら必ず見に来ます

が企画展を年４回以上おこなうなど興味をそそるものであってほしいです。 

・工芸品など本物を見る機会がないため、市内に工芸美術館があるのは、町田市民の一人と

して誇らしい。 
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・工芸という名の美術館に興味がある。 

・東京国立近代美術館工芸館が金沢へと移転になり、東博を除けば東京近郊でまとまって工

芸を鑑賞できる美術館がなくなってしまいます。新しい美術館には工芸界をリードし、工

芸美術館を代表するような存在になって欲しいと思います。 

・今までの展示をふまえ、より多くの人々に工芸品のコレクションをみてもらえる期待があ

ります・工芸品にとても興味がある。 

・“工芸”に興味があるから。 

・工芸に興味がある。 

・工芸品にふれることが大変好きで、旅行をするときは美術館や博物館めぐりをスケジュー

ルに入れています。 

・工芸美術から派生するデザイン、建築、映像など、枠に収まらない活動を期待します。 

・工芸品に興味がある。 

・工芸品にとても興味がある。 

・以前から興味があったので･･･。 

・工芸品を見るのが好きだから。 

・子供が工芸に興味を持っているため。 

・工芸に興味があるから。 

・工芸（陶芸・ガラス、ししゅう等）がいっぺんに見られること。 

・工芸に興味があるので。 

・陶芸関係。 

・工芸美術品鑑賞が好きだから。 

・工芸など美術品が好きだから。その空間も好き。 

・今日はじめてうかがって深く工芸のことを知るきっかけになった気がする。 

・工芸品が好きなので、興味あります。 

・工芸品が好きなので。 

・ガラス工芸に興味があります。 

 

《内容について》 

・いっしょうけいめんかいたえをみたい。 

・国の発展史、年代など、歴史的な勉強になるから。 

・美術館等の基本は“展示”だと思うので、流行は講演会や体験にもあるようだが、展示の

くふうを。 

・ガラスに対する愛情を感じます。 

・色々なジャンルにとらわれず見てみたい。 

・海外からの展示物などにも興味がある。 

・ガラス作品に特化した展示も面白そうだから。 

・東南アジア陶磁の展示を期待しているため。 

・とにかく見ることが好きです。 
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・今回のような展示をまた見たいから。見させてください。 

・新しくなったものをみたいから。 

・鉄属やじゃく（？）にも色々考えが応用出来そう。 

・収蔵品をはじめ様々な名品を拝見したいと思います。 

・コンセプトが良いから。 

・場所としては行き辛いが、美術館の詳細と展示内容には興味があります。 

・町田博物館のような展示があればぜひ行きたい。 

・まだまだ知らない世界を見てみたい。 

・目の保養になるから。 

・どんな作品が展示されるか興味があります。 

・いっぱい見たいです。 

・より充実した展示がありそう。 

・古いもの、日本以外のものも知りたい。 

・企画展に期待。 

・多くの展示品を見られるのではないかと期待します。 

・一度は行きます。 

・いろいろなものに興味があります。 

・どのような作品が展示されるのか興味があります。 

・元気だったら行きたい。６番にも関連しますがひとりで（マイペースで）楽しみたいです。 

・豊かな創造力を感じて作者への想いを深めたい。 

・伊藤館長を迎えて陶磁器の興味を深めたい。 

・新鮮なものを見たい。 

 

《収蔵品について》 

・人類の至宝を感じた。 

・今回の展示がとても興味深かったので。 

・他に無いような品々がそろっていますので、ぜひ、又、見させていただきたい。 

・町田市所有の工芸品、美術品が良い品が多い。 

・今回の展示を見て。 

・コレクションに興味があるから。 

・今回来てみてとてもよかったから。 

・今回のコレクションで素晴しさを知って。 

・町田市立博物館所蔵の作品が見たい。 

・今回の展示品が素晴しかったので他も見てみたいから。 

・現在のコレクションに魅力を感じているから。 

・今度の作品ははじめてみたものが多かったので。 

・展示品が受け継がれているか？ 

・本日伺って町田には最新の施設で公開するにふさわしいコレクションがあると感じまし
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たので。 

・他のコレクションを見てみたいと思いました。今回の企画も面白かったので。家の近くに

なってくれるのも助かります。 

・収集品に興味を感じる。 

・今日の展示品が素晴しかったので、期待したいから。 

・上野や都内のいろいろな美術館、陶磁器展もすばらしいが、そこで見られないものが、数

多く観られました。期待します。 

・名品が有るから（学芸員中館長が優秀）。 

・収集品がすばらしいので。 

・今回出ていないコレクションも見たいから。 

・今までの保存された作品の行方を知りたい。 

 

《町田市立博物館の活動内容について》 

・今までのここが大好きだったので。 

・博物館の展示品を見る事が好きなので。 

・これまでの博物館での展示を見ているので、大いに期待できる。 

・講演内容も充実していそうなので。今までの展示が良心的な展示なので。 

・今までの企画展の内容の実績から、期待できます。 

・歴史がつながっていきますように。 

・これまでの町田市立博物館での展示も良かったから。 

・町田市立博物館に子供のころから折に触れて通っていたので。 

・今回の展示がすごく良いものだったので、国際工芸美術館にも自然と期待が湧いてきます。 

・想像していたよりも町田市立博物館の収蔵品及び展示内容が良かったから。 

・このまま閉館ではもったいないので。 

・市立博物館の展示品が好きなので。 

・今日の展示がよかったから。 

・ここを引き継ぐ施設のため、期待している。 

・当町田市博物館が意外と素晴しい展示をしていたため。 

・今回初めてこちらにうかがわせていただきました。大変見やすくてよい展示をされてい

らっしゃると思いました。新しい美術館にも期待しております。 

・展示品がいつも素敵だから。解説文もやさしく表現してある。 

・博物館が良かったので、工芸ばかりはなく歴史的な価値のあるものも展示して欲しい。ジ

ャンルを狭めることなく自由に活用してほしい→仏像展など。 

・町田に住んでいた子供の頃から愛着ある博物館でしたので、そのゆったりした雰囲気を大

切にした美術館であってほしいです。 

・市立博物館時代から好企画が多く楽しみでした。 

・今回の展示に優れた企画意図を感じたから。 

・この博物館は、子供の頃からのお散歩コースで、親といっしょによく訪れました。ボヘ
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ミアガラス、土器、昔の農具など、始めてみたのはすべて市立博物館です。私が昔連れ

てきてもらったように、今度は子供たちを連れていけるような、身近な美術館であって

欲しいと願います。 

・当初民具などから国際的に広がる工芸美術へと成長され企画展示がどのようになされる

のかみてみたい。 

・今回はじめて訪れてとてもよかったので。 

・昔子供たちが小さい頃良く来たので。 

 

《立地について》 

・駅から行きやすい場所なので（市外の）友人を誘っていきやすい。 

・皆の関心がもてる場所。町から（近いので）今までの様に美術品、工芸品が拝見したいで

す。 

・近くに住んでおりますが急な坂で大変でした。今後に期待しています。 

・近いから。 

・緑の多い公園で散策しながら季節の移り変わりも楽しめるので、折々のイベントや展覧会

が楽しみです。 

・ちかいから。 

・都内（２３区）へ行くよりも近いので。 

・市立博物館の展示が良かったから。場所が行きやすくなるから。 

・交通の便が良くなり、また駐車スペースも多く気軽に行けそうなので。 

・良く行くから。 

・道順が良いから。 

・行きやすくなるから。 

・家から比較的近そうなので（大和市）。 

・美の空間を一日かけてゆっくりと見てみたいので。 

・この博物館のたたずまいがとても好きでしたが、さらにバージョンアップするとのこと

なのでここがなくなるのは寂しいのですが、次に期待したい気持ちです。 

・博物館所蔵を引き継ぐため。これを機に町田街道からの道路を拡張してほしい。 

・これまでは場所的にもすごく不利だったと思うので、学芸員の実力も現れなかったことも

多いと思うから。 

 

《芹ヶ谷公園芸術の杜について》 

・周りの自然環境もよく、楽しめそう。 

・国際版画美術館と、公園と、一緒に楽しめると思ったので。どんな展覧会が開かれるか、

とても楽しみに思っています。 

・版画の方にはよく行くので。 

・散歩コースに国際工芸美術館の敷地が入っているから。 

・版画美術館や工芸美術館がある芹ヶ谷公園に息吹を感じるので、駐車場が確保できればも
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っと良いとおもうから。 

・国際版画美術館の隣に出来るのなら芸術と自然と、ともに感じることが出来ると思うので。 

・芹ヶ谷公園の中では美術館に行くのには急な坂がないので行きやすくて嬉しいです。 

・版画美術館に良く行くため。 

・緑の空間の中で市立博物館を引き継ぐ工芸品が再び見られることは至福です。 

・今までは遠くて少し行きづらかったのが版画美術館と一緒に廻れるから。 

・版画だけでは物足りない。 

 

《町田市について》 

・町田市民のひとりとして、常にいろいろなことに関心を持っていたいから。 

・新しい美術館でより町田市が魅力的になると思う。 

・今後の町田市の文化財に対する姿勢を見てみたい。 

・町田市民の美術工芸に対する美意識を高めたい。 

・町田に唯一だから。 

・町田市が大切にしているものを次世代へつなぐ。 

・町田市の文化について調べているので《今》の文化として新しいものが出来ることも興味

の対象なので。 

・町田市民だし、ここのコレクションは有名だから（地方の展覧会で見たことがある）。 

・町田市の文化事業に興味があるので。 

・せっかく市内に住んでいるので。 

・町田の文化保存が楽しみなので。 

・町田市の貴重な文化財に接する機会。 

・新しい町田の文化的財産と思います。 

・町田市民として近場に出来るので行きやすい。 

・地元だから。孫と一緒に行きたい。 

・文化を大事にする市であってほしい。 

 

《新しい施設・設備について》 

・新しい美術館では講堂をバリアフリーにして欲しいです。 

・あまり演出をせずに自然光で見やすい展示となることを期待します。 

・どのような建物か見てみたい。 

・今までの展示も好きでしたが、もっとグレード UPすると期待。 

・新装されるから。 

・最新の展示室のライティングでこちらの所蔵品を見たいから。 

・展示場所が変わることで、同じ作品でも見え方が変わると思うので新鮮に楽しめそう。 

・この博物館の流れだし、大きくなっていると思う。 

・きっと素晴しい展示、イベントが開かれるはずと思うので。 

・新しい美術館がどのようなものか興味があります。 
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・新しくなった美術館にもいってみたいから。 

・どのような美術館でどんな展示か拝見したいと思いました。 

 

《美術館・博物館そのものについて》 

・美術館がすきなので。 

・美術館、博物館めぐりが好きだから。 

・美術が好き。 

・１、芸術品を身近で見たい。２、テーマごとの展示会。 

・一流のものに触れたい。 

・好きだから。 

 

《勉強に役立てたいという期待》 

・自分も何か作品を作ってみたい。そのための勉強の参考にしたい。 

・たくさん勉強したいので。 

 

《子どもだから》 

・子供だから。 

・子供だからわからない。 

 

《そのほか》 

・なんとなくかなあー。 

・リタイヤしたので積極的に行ってみたい。 

・もうすぐ定年を迎えるので認知症予防のために新しい刺激を体験しないと…。 

・ともかくできたら一回はまず見たいし。 

・やはり人数の可能の限度を延ばす願いから。 

 

【興味がある展覧会やイベントに行ってみたい】 

《立地について》 

・家から近くになるので。 

・近くになるから。 

・町田市立博物館よりは行きやすいから。 

・近くだから、コレクションの質が高そうだから。 

・自宅から少し遠くなるため。 

・自宅から遠くなるので。ただし、料金が安いなら行きたい。 

 

《町田市立博物館の展示について》 

・今回、とても楽しめたので。 

・今回の展示も面白かった。 
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・日頃美術作品に触れる機会はないのですが今回来館してみて楽しかったのでもっと身近

に感じられるような展示があると嬉しい。 

 

《収蔵品について》 

・町田所有の工芸品・美術品がこんなにあると今回はじめて知ったので。もっと見たいです。 

・すばらしいコレクションがどういかされるかみてみたい。 

 

《雰囲気について》 

・いやし。 

 

《企画について》 

・企画次第。 

・チラシなどを見て興味があれば行ってみたい。 

・今までもそうしてきた。 

・質の高い作品に出会えるから。 

・興味をひかれるものがあれば。わざわざ行くには魅力的な内容でなければ。 

・入館料を払いたくなるような催しを吟味してえらびたい。 

・有料の展示は興味がある内容のときのみ行くようになると思う。 

・おもしろそうなことなどがありそうだから。 

・博物館、美術館が好きで様々な展示品に触れたいと思っている。 

 

《工芸美術について》 

・工芸美術品から精神性を感じたい。 

・ガラス・陶磁器に興味あるから。 

・見れるところが少ない。 

・工芸美術が好きなので。 

 

《イベントについて》 

・ワークショップなど気になるものがあれば。 

・工芸品の制作などのイベントがあれば参加してみたいから。 

・イベントなど。 

 

《子ども関連企画について》 

・子に遊びと芸術でより豊かな環境を体験させたい。 

 

《施設・設備について》 

・建物もどんな感じになるのか見てみたい。 

 



104 

【まだわからない】 

《立地について》 

・版画美術館へは年に何度か行きます。市内で展覧会が見られることはとてもうれしいので

《仮》国際工芸館にも期待しています。 

・芹ヶ谷公園だと地理的にも行き易いです。 

・年配者が行きやすいところかが気になる。 

・少し遠くなるので駐車場など気にしなくてはいけないので。 

・場所が行きにくいので。 

・近くに住んでいないので。 

・施設へのアプローチが良くない。 

・ガラス作品が好きなので、またここは静かにじっくり鑑賞できるところがよいのですが、

新しく広い場所になるとどうなのかと少し心配です。 

・町田駅から歩いていけるようなので自分の興味関心のあるものなら出かけて見たい。 

・もともとコレクションも企画も非常に良いものが多かったのに立地のせいで行きづらか

ったので。 

・こちらまで来るのが大変なので、興味ある展示の時はうかがいたいと思います。 

・町田市外に住んでいるため。 

・自宅から遠いから。 

・駅から少し遠い、坂道がある。 

・歩いて行くのが大変です。 

・町田市外に住んでいるためそう気軽に行けない。 

・いつ行けるのか分かりませんが機会があったら行ってみたいです。 

・行けないかもしれないから。 

・今の博物館が好きなので。距離が遠くなるから。 

 

《企画や展示内容について》 

・たくさん作品を見たいから。おもしろそうだから。 

・古代～近代の流れに興味があります。 

・変わったものが見れると思うから。 

・どんな内容なのか興味がある。 

・忙しいが興味があるものには時間をとりたい。 

・「そこ、抜けてましたよ」と教えてくれるような企画展があると、出かけたくなるから。 

・展示内容と交通のアクセス次第。 

・建物には興味がないので展示による。 

・スパイラルアップを期待しております。 

・展覧会による。 

・陶磁器が多数（国別に）あり、各年代別での展示企画に期待しています。 

・通常美術館に行く際は展示内容によって決めているから。 
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・これまでの博物館に足を運ぶさいも興味ある展示のさいにきていたので。 

・充実している感じがする。 

・新しい企画に期待します！ 

・今回巡回の展覧会がきたら嬉しいです。 

・内容による。 

 

《町田市立博物館の展示について》 

・市立博物館の展示が良かったから。 

・今回のような美しい展示だったら見に行きたいと思った。 

・ここのこれまでの実績が証明しています。 

・今回の展示が素敵だったので。 

・今回、ファイナル展にて、当施設の良さに気付いたため。 

・本市立博物館の展示がとても良いと感じたため。 

・この博物館を見学して。 

 

《工芸美術について》 

・工芸を引き続き拝観できるようになれば幸いです。 

・美しい色彩の器が好きだから。 

・ガラスが好きだから。 

・工芸を主とした美術館は多くないため。 

・人の手わざが好きなので。 

・実際に器を使ってみたい、あるいは使っている状態を見てみたい。 

・工芸の中でもやきもの、紙、木工などに興味があります。 

 

《収蔵品について》 

・また見に来たいと思う作品があったから。 

・興味あるガラス作品を沢山所有されているのでガラスの展覧会があったら来たいです。 

・個性的なコレクションを見たいから。 

・まだ見てない作品がある。 

・収集品がすばらしいので。 

・市立博物館のコレクションが素敵なので、それを発展させたものを見てみたいと思います。 

 

 

《博物館・美術館そのものについて》 

・展示会に行くのが好きだから。 

・美術館が好きだから。 

・美術品に興味が有るため。 
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《イベントについて》 

・興味があるイベントに行きたい。 

・現版画美術館には市民展示コーナーがあったりして、散歩がてらに時々いきますが、その

一角に市民が利用しやすい陶磁器工芸ワークショップを備えた工芸館ができるとうれし

いです。 

・縄文土器展示と縄文土器づくりがあれば行きたい。 

 

《新しさについて》 

・どのように変わったのか見てみたいので。 

・新しくなった美術館にもいってみたいから。 

・どのように変わったのかを見てみたいです。 

・行ったことが無いので１度ぜひ行ってみたいから。 

 

《町田市について》 

・町田市に住んで４０年になります。愛着もありよりよい町になるように期待しています。

駅前は他の市から見れば、あまり発展してないようであるから！！ 

 

《期待について》 

・期待しています。 

・近くで見れる。 

・見たいから。 

 

《建設について》 

・ゆっくりと、または短時間ながらも知的な施設が複数あるのが重要。大きな施設に期待す

べきとは、時代にあってない。 

・いまより本当に身近になるのかどうか。予算が今後削られるのではないか不安は大き

い。 

・長年、すぐ近所にこのような場所があり感謝です（少し前までは無料でした）。移転残念

です。ありがとうございました。 

・税金のむだ使いをやめてほしい。 

・建物ばかり建てる必要なし。 

 

《よくわからない》 

・変わらなくても良かったけどどう変わったのか知りたい。 

・特に理由はない。 

・まだあまりいったことがないから。 

・行けるかどうかわからないため。 

・子供だから。 



107 

・子供だからわからない。 

・特にないのでまだわかりません。 

・行ってみたいとかよくわかんない。 

・しらないから。 

・しらない。 

・国際版画美術館の中でなく、新しく建てる（移築）？ 

・まだ何をやるかわからないので答えられない。 

・どういった美術館なのか具体的なことがあまり良くわかっていないから。 

・作品が何かによる。 

・それ自体を知らない。 

・どんなはくぶつかんかがわからないからです。 

・どんなものが飾られるか分らない。 

・（国際工芸美術館という構想について）こういう方向になるのを今日初めて知ったので。 

 

《そのほか》 

・自分の体力がある限り。 

・時間が出来ているから。 

・新しいものにはもう個人的に興味が湧かなくなっています。 

・工事が静かであることを期待します。 

 

 

【チェックなし】 

・ガラスの照明等ガラスの美しい場。 

・ベトナムの美しい雑貨。 

・ひかく的近かったので、散歩の折によっていたので、残念です。行く事が少なくなるかな

～と思っています。 

 

 

  



108 

Ⅶ 総括 

 

「町田市立博物館最終展 －工芸美術の名品－」は、当館が 1973 年 11月 3

日に町田市郷土資料館として開館してから 281回目となる展覧会でした。 

開館から 3年後に市立博物館と改称してからは、総合博物館として本格的な

活動をはじめ、郷土資料の展示のみならず自然科学、工芸美術、絵画・版画な

どまで幅広い分野の展示を行ってきました。 

この展覧会は現施設での最後の展示となることから、当館のコレクションを

よりすぐった名品によってご堪能いただくことといたしました。展示内容は、

開館時からの収集のあゆみをご覧いただく展示と、コレクションの柱でもある

ガラスと陶磁器にスポットを当てながら、その象徴的な色彩として〈赤〉と

〈青〉をとりあげて紹介するテーマ展から成る 2部構成としました。 

最初の展示室では大津絵、錦絵、染織、懐中時計、東洋陶磁、ボヘミアング

ラス、中国ガラス、現代ガラスなど 35点を収集の経緯とともに解説、展示し

ました。コレクションが充実していくにつれ、そのユニークな内容や質の高さ

が評価されるようになりました。 

次の展示室では、テーマに沿って約 100 点のガラスや陶磁器を展示し、色に

まつわる話、着彩や制作技法に関する解説などを交えてご紹介する内容としま

した。展示をご覧いただいた方から「ぜいたくな展示だ」「こじんまりした展

示だが優品がそろっている」とのあたたかいお声をいただいたのは、大変うれ

しいことでした。 

また、今回は町田市文化協会の協力による迎え花、様々な伝統文化体験講座

などのイベントやコンサートに加え、江戸ガラス一輪挿しやオリジナル缶バッ

ジ、母の日にちなんだ花の苗、ストラップなど記念品のプレゼントも行い、ご

好評をいただきました。特に展覧会初日は江戸ガラス一輪挿しをご希望されて

ご来館された方の列が館外まで長くのび、急遽地元弥生ヶ丘自治会の方が整理

のボランティアをしてくださる事態にもなりました。用意した 2,000個は 2日

目のお昼過ぎには配布が終了してしまうほどで、その反響の大きさに職員一同
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驚きを禁じ得ませんでした。 

お天気が心配された 5月 12日、本町田遺跡公園、弥生ヶ丘自治会館などを

メイン会場にしたイベント「弥生ヶ丘 de まちだのへそまつり」が無事に開催

されました。スタンプラリーや博物館周囲の散策、遺跡公園での輪投げ、竹

馬、遺跡ガイドウォーク、和太鼓演奏などが行われ、子どもたちが元気に走り

まわりました。こうした地域と一体になってのイベントは開館して初めてのこ

とでしたが、おまつりと展覧会のコラボレーションで大いににぎわった一日と

なりました。 

本展では、市内外から 1万 1,143人のお客様をお迎えしました。これは 2000

年以降で一番の入館者数であり、歴代としても 7番目の人数です。また、アン

ケート調査では「とても満足」「満足」と回答した方が合わせて 95％となりま

した。同時に、展示品を通して工芸美術に触れることができた、さらに啓蒙活

動をしてほしいなど様々なご意見、ご感想もいただくことができました。 

現在町田市では芹ヶ谷公園“芸術の杜”の整備をすすめています。市立博物

館の収蔵品についてはガラスや陶磁器を（仮称）国際工芸美術館へ移し、さら

に鑑賞や活用のための環境を整えていくことを検討しています。今後に向け

て、こうしたみなさまの声を反映させ、さらに工芸美術の魅力を発信してまい

ります。 


