平成23年度(2011年度)春季特別展

平成23年度（２０１１年度）春季特別展

「万博市民展
プレイベント

千里から上海へ 」 関連イベント

場所：講座室

先着８０名

オープニングイベント

４月10日(日) 14:00〜16:00

４月29日(金・祝) 13:30〜15:00

「お花見コンサート」

「権六踊り ４０年の時空を超えて」

紫金山グリーン合奏団・女声合唱団｢コーラス・ビータ」・メイヒル男声合唱団
ポップス管弦楽とコーラス

権六踊り保存会
大阪万博と上海万博で踊った山田権六踊りの実演と座談会

講演会 等

場所：講座室

４月30日(土) 14:00〜15:30

定員１２０名

６月12日(日) 13:30〜15:30

「上海万博の経営人類学」

フォーラム「万博の森づくり40年･･･

国立民族学博物館教授 中牧 弘允 氏

５月15日(日) 14:00〜15:30
歴史講座「万博公園の考古学」
当館学芸員 高橋 真希

５月22日(日) 14:00〜15:30

「大阪万博とは何だったのか〜 進歩 と 調和 の実相」
文化政策・まちづくり大学院教授 角橋 徹也 氏

５月29日(日) 14:00〜15:30

整備から管理まで キジからオオタカへ」
大阪芸術大学講師 中井 和成 氏
万博機構自立した森センター 千原 裕 氏
吹田野鳥の会

６月18日(土) 10:30〜12:00
シンポジウム「未来の万博」
北千里、吹田、吹田東、千里、山田高校の生徒

６月19日(日) 14:00〜15:30

「景観と町づくり」

「現代中国事情」
中華人民共和国駐大阪総領事 鄭 祥林 氏

６月 ４日(土) 14:00〜15:00
博物館トーク「万博コレクションを楽しもう」
万博コレクター 大林 進 氏

６月 ５日(日) 14:00〜15:30

「大阪万博の語り部〜アメリカ館大屋根との格闘」
太陽工業株式会社ＯＢ 薮野 正年 氏

６月11日(土) 14:00〜16:00

京都大学教授 川崎 雅史 氏

６月25日(土) 14:00〜16:00

「21世紀の万博〜愛知・上海」
関西大学教授 岡田 朋之 氏
元日本館アテンダント 太和田 真知子 氏

６月26日(日) 14:00〜15:30

「万博ブルガリア館とヨーグルト」

マリア・ヨトヴァ 氏

７月 ２日(土) 14:00〜15:30

トークショー「博覧会たずねて30年

「万博公園の自立した森づくり･･･

〜 1981 ポートピアから 2010 上海万博まで」
博覧会愛好家 二神 敦 氏・奥居 武 氏

おでかけイベント

多様な生き物の棲む森をめざして」
京都大学大学院教授 森本 幸裕 氏

場所：万博記念公園

まち案内人といく｢万博展おでかけイベント｣
５月14日(土) 9:30〜12:00

１「パビリオン跡地のプレート探し」
５月21日(土) 9:30〜12:00

２「日本庭園見学」
５月28日(土) 9:30〜12:00

３「万博自然文化園のエコツアー」
６月 ４日(土)

9:30〜12:00

４「万博周辺の施設めぐり」
６月11日(土) 9:30〜12:00

５「万博花の名所めぐり」
６月18日(土) 9:30〜12:00

６「万博公園内の記念物･記念樹めぐり」

集合・解散／６月４日は 集合 モノレール公園東口駅
解散 万博記念公園駅で。
そ の 他 は 集合 自然文化園中央口前、解散 園内で。
参 加 費／200円。
＊ ４（６月４日）以外は別途
万博入場料250円が必要。
定
員／各回30名（先着順）。
申 し 込 み／５月２日から、はがきかファックスに
希望イベント名、住所、名前、電話番号、参加人数を書いて
浜屋敷へ。
締 め 切 り／各実施日の3日前。
主
催／吹田歴史文化まちづくり協会（浜屋敷）
〒５６４-0025 吹田市南高浜町6−２１
TEL ０６-４８６０-９７３１ FAX ０６-４８６０-９７２５

クイズラリー
５月22日(日) 11:00〜15:00(14:00受付終了)

万博自然文化園 池めぐりクイズラリー

申し込み不要｡万博自然文化園入口付近で受付､園内マップと問題用紙配布
問い合わせ／担当：久次米
（くじめ）
氏 ０９０-６９６３-１６２７

４月29日(金・祝) オープニングにつき入館無料 ５月18日(水) 国際博物館の日につき入館無料

世界の国からこんにちは
５月 １日
（日） 10:30〜12:00

場所：講座室

５月 ７日(土)

北欧からこんにちは

ゲンナディ･ニュガルド 氏 他
スカンジナビアの話とインネバンディ球技実技

５月 ３日
（火・祝） 13:30〜15:30

オセアニアからこんにちは

13:30〜15:30

ウズベキスタンからこんにちは

ション･ショラック 氏 他

ヤンマーに就職を決めた訳

５月 ８日(日) 13:30〜15:30

ミッシェル･根本 氏 他

英語で遊ぼう

５月 ４日
（水・祝） 13:30〜15:30

アメリカからこんにちは

定員 120 名

インドからこんにちは

ヴァサンタマラインド舞踊研究所
インドのお話、サリーの着付け、
インド舞踊

５月14日(土)

ベン･ハフォード 氏 他

アメリカの手話で歌おう

13:30〜15:30

ニューオーリンズからこんにちは

マーティン･デェイブ 氏

津波カトリーナからの復興

５月 ５日
（木・祝） 13:30〜15:30

カナダからこんにちは

５月21日(土)

スコット･クロウ 氏 他

カナダの子どもの遊び

13:30〜15:00

イギリスからこんにちは
バグパイプの話と演奏

喫茶ミリカ

場所：講座室
講師：高根 秀人年 氏

むかしの中国から学ぶ
６月 ４日(土)
６月 ５日(日)
６月11日(土)
６月12日(日)
６月18日(土)
６月19日(日)

４月29日(金・祝)〜５月 １日(日)
12:30〜

オープニングティーサービス
＆ 喫茶ミリカ200回記念
先着200名に
コーヒー無料サービス

10:30〜12:00
10:30〜12:00
10:30〜12:00
10:30〜12:00
13:30〜14:30
10:30〜12:00

「孔子と論語」
「易占と易学」
「陰陽相対」
「五行（中国医学）」
「英語でＡＢＣ論語カルタ」
「世界の占い･実践」 先着20名
博 物 館
場所：
屋外広場

コンサート・演奏会

ワークショップ

５月 １日(日) 14:00〜15:00 屋外広場

５月 ３日(火・祝) 〜 ５日(木・祝) 10:00〜15:00

「世界に響く和太鼓」
５月 ３日(火･祝)

郷土サークル野火

13:00〜13:20 講座室

腹話術「でａｉ
・ふれａｉ
・わかちａｉ」

山口 隆弘 氏

描く・貼る・つなぐ

カラリン村祭り

各日 先着30名
現代美術を愉しもう塾

５月 ３日(火・祝)

10:00〜15:00
おもちゃを作ろう 空へ舞いあがるおもちゃ

先着50名
ＳＡ吹田おもちゃ市民塾

５月 ５日(木・祝) 10:00〜11:00 講座室
紙ヒコーキ、風車、ヘリコプター等

イ・ヨンボ 弾き語りコンサート
５月 ５日(木・祝) 11:00〜､12:00〜､13:00〜､14:00〜、各10分 ３階外広場

みんなで踊ろう！鉄板ダンス

10:00〜15:00
おもちゃを作ろう 間伐材でつくるおもちゃ

先着50名
エコ工作おもちゃ市民塾

木っ端細工、動物、小物、昆虫等

５月 ８日(日) 16:00〜16:30 講座室

コーラス

５月 ４日(水・祝)

八十島混声合唱団

５月14日(土) 10:30〜12:00 講座室

「世界のストリートパフォームを楽しもう」
グラハム・バーマン 氏
英国のお話とジャグリングほかいろいろ。

５月 ５日(木・祝)

10:00〜15:00
おもちゃを作ろう 竹と木でつくるおもちゃ

先着50名
ＳＡグループ１８

木っ端細工、鉄棒人形、竹ぶんぶん等

５月 ７日(土) 〜 ８日(日)

10:00〜12:00

ミニタローを作ろう

５月18日(水) 16:40〜17:15 講座室
社会科学劇「世界の国旗」

片山中学校２年生

５月29日(日) 10:30〜12:00 講座室

英語ミュージカル

ユースシアターＪＡＰＡＮ

５月29日(日) 15:50〜16:30 講座室

日中友好のハーモニー

博 物 館
場所：
屋外広場

食イベント
４月30日(土)

11:30〜

そば打ち実演

200円

先着200食

５月 ３日(火・祝) 〜 ５日(木・祝) 11:０0〜
日本華楽団

焼きそば

100円

６月18日(土) 13:00〜13:30 講座室
コーラス(中国の歌)
国際ハーモニーシー合唱団

５月14日(土) １１:00〜

７月 ３日(日) 13:30〜15:00 講座室

５月18日(水)

英語でミュージカルソングを歌おう
ユースシアターＪＡＰＡＮ

先着100食

「インターナショナルフード」 異国料理をケータリングで試食会。
２00円

先着100食

17:30〜

イタリアンワインを楽しむ会 野村 賢一 氏
３00円

先着100食

平成23年度（2011 年度）春季特別展

万博市民展

平成 23 年
（2011年）
４月 29 日
（金･祝）
〜７月３日
（日）

1970年の大阪万博は、日本の経済発展の象徴として世界の注目を集めました。地元吹田は興奮と熱狂にあふれていました。
ところが、オイルショックやバブル経済の破綻を経て、その後の万博は自然保護にも目が向けられるようになりました。
40年後の上海万博は、大阪万博と何がちがうのか。市民の視点から、展示やイベントを考えてみました。

夢ＲＯＢＯ がやってくる

嘉門達夫さんのピンバッジコレクション

上海万博の日本産業館では壁を登るロボット
が話題となりました。上海万博で大活躍した
夢ＲＯＢＯ が博物館にやってきます。

大阪万博で「大人になったら万博になる」という夢を抱いた
嘉門達夫さんは、上海万博日本産業館の応援団長を務めま
した。嘉門さんのピンバッジコレクションを展示します。

写真提供：マッスル株式会社

写真提供：嘉門達夫氏

大阪万博の思い出

アメリカ館

大阪万博では、各パビリオンのユニークさが新鮮でした。アメリカ
館の大屋根は１０，０００㎡もの一枚膜を内部から空気を送り込んで
浮かび上がらせたものです。これほど大きなテント素材の大屋根は
この時が初めてで、その後東京ドームの技術へと活かされています。
アメリカ館大屋根と富士グループ館の復元模型を展示します。
写真提供：太陽工業株式会社

特別協力/嘉門 達夫

太陽工業株式会社

開館時間
午前9時30分〜午後5時15分
休館日
月曜日と5月6日
（金）
観覧料
一般 200 円（160 円）
高・大学生 100 円（80 円）
小・中学生 50円（40 円）
＊
（ ）内は20名以上の団体割引料金
＊市内在住の65歳以上の方は100円
＊市内の小･中学生は
「ぐるっとすいた」
カードを
持参するか土曜日に来館する場合は無料

マッスル株式会社（50音順

敬称略）

交通案内
●ＪＲ東海道本線岸辺駅下車徒歩25分
●ＪＲ吹田駅・阪急千里線吹田駅から
桃山台駅前ゆき・山田樫切山ゆきバス「佐井寺北」下車
徒歩10分
阪急山田ゆき・千里中央ゆきバス「岸部」下車 徒歩10分
●ＪＲ吹田北口から
五月が丘南ゆきバス「五月が丘西」下車 徒歩７分
●阪急千里線南千里駅から
ＪＲ吹田ゆきバス②、③系統「佐井寺北」下車 徒歩10分
●車でのご来館は、
佐井寺北･五月が丘方面からお願いします。
このチラシは55,000部作成し、
１部あたりの単価は５．
３円です。

吹田市立博物館

〒564-0001 大阪府吹田市岸部北4-10-1

TEL/06-6338-5500

FAX/06-6338-9886

