こどもひかりプロジェクトの１年

2013

2013 年度（平成 25 年度）事業報告書
2013 年 4 月 1 日〜 2014 年 3 月 31 日まで

全国のミュージアムが力を合わせて東日本大震災被災地の子どもたちを元気づける「こ
ども☆ひかりプロジェクト」、３年目となります。こども☆ひかりフェスティバルは、３ヶ
所で開催し、たくさんの来場者を得て、大好評でした。あらたに、若者とのコラボレーショ
ンの取り組み「ミュージアムネットワークでユースの社会力ＵＰ！プロジェクト」と、子
どもたちへ自然素材をプレゼントする「２個にこプログラム」を開始しました。若者たち
は、ミュージアムと子どもたちをつなぎ、大きく発展させるエネルギーを持っています。
「２
個にこ」では、人のつながりの温かさを実感しました。ミュージアムの可能性をあらため
て感じた１年でした。

事業
主催事業
フェスティバル
こども☆ひかりフェスティバル in せ
んだい／ふくしま
東日本大震災被災地の子どもたち
を元気づけるため、ミュージアムが
保有する本物の資料と全国から駆け
つけた専門家に直接触れる体験を通
して、子どもたちの喪失感を緩和し
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前向きに歩む意欲を高めることをね
らいとして実施しました。
こども☆ひかりフェスティバル in せんだい
2013 年 6 月 8 日 ( 土 )10:00 〜 15:00 仙 台 市
農業園芸センター
後援 : 仙台市、仙台市教育委員会、宮城県、
宮城県教育委員会、全国科学館連携協議会、
全国美術館会議
プレゼント出展 : 福島市教育委員会文化課、
NPO 法人テイクオフみさわ、日本宇宙少年
団みさわ分団、神戸ファッション美術館、公
益財団法人白鶴美術館、アエル ( 株 )、デザ
インファーム ( 株 )、丸善書店 ( 株 )、(株 ) オフィ
スベンダー、( 株 ) ポケモンセンター、( 株 )
エムジョイ、木本生花 ( 株 )、( 株 ) 日清製粉
グループ本社
来場者数 3,000 名・たいけん者数 8,143 名／
16 プログラム・スタッフ 51 名・学生ボラン
ティア 52 名
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こども☆ひかりフェスティバル in ふくしま
2013 年 6 月 9 日 ( 日 )10:00 〜 15:00 福 島 市
こどもの夢を育む施設 こむこむ館
後援 : 福島県・福島県教育委員会・福島市・福
島市教育委員会
プレゼント出展：仙台に同じ。
来場者数 2,653 名・たいけん者数 5,946 名／
16 プログラム・スタッフ 44 名・学生ボラン
ティア 32 名

こども☆ひかりフェスティバル in せんだい（１
〜３）
こども☆ひかりフェスティバル in ふくしま
（４、
５

（助成：子どもゆめ基金）
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in せんだい

���� 年
場所

� 月 � 日（土）�����〜�����

仙台市農業園芸センター

翌日 6 月 9 日（日）は福島市子どもの夢を育む施設こむこむ館で開催

みんぞく部

全国のいろんなミュージアムが、仙台の
子どもたちを応援するためにやってきま
した。わくわく体験イベントがいっぱい！
子どもたちよ、集まれー！

かがく部

てんもん部

アジアの文化たいけん
みんぞく衣装を着てみよう、
アジアの楽器をならしてみよう
池内一誠、土屋和美（九州国立博物館）、
上野知彦（久留米市立櫛原中学校）

わた・いと・つむぎ

昔の道具を使って、
ふわふわの綿花から糸をつむぐ
石川梨絵、松田万緒（キッズプラザ大阪）

割りばし飛行機を飛ばそう！

太陽が見たいよう

（雨天の場合は、紙トンボを作って飛ばします）

太陽を望遠鏡で観察してみよう。
プロミネンス見えるかな

中澤堅一郎、佐藤賢治、菊池正昭、宮崎元晴
（仙台市科学館）

小関高明（姫路科学館）
、時政典孝（佐用町生涯学習課）
、
田中慎悟（加古川市立少年自然の家）
、小石川正弘

サイボーグ

びじゅつ部

〜きみの筋電でロボットが動く〜
落合裕美、鈴木啓子（日本科学未来館）

大きな絵を描こう！

和船模型をさわって
船のペーパーモデルを
つくろう！

とっても大きな紙に手や足を使って
みんなで絵を描こう！
泉田佳代（石橋美術館）、鬼本佳代子（福岡市美術館）
、

いきもの部

蒲池昌江（福岡アジア美術館）

いどうこんちゅうかん
吉岡朋子、前田 慈、小林慧人、阪上洸多
（NPO 法人こどもとむしの会）

仙ちゃん

日時

ドット・タウン

演！
特別出 業ロボ
農
最新鋭

本物のねんどを使ってみんなでつくったドット
( 点 ) をつなげて大きなまちをつくります

（終わったら、使ったねんどはもらえるよ）

風で飛ぶタネ、
植物であそぼう

牛田康弘、松村淳子（愛知県児童総合センター）、
佐藤一信（愛知県陶磁美術館）

小舘誓治（兵庫県立人と自然の博物館）、
黒川周子（仙台市太白山自然観察の森）

キラキラな虫さんたち
移動博物館車「ゆめはく」展示

高瀬優子（兵庫県立人と自然の博物館）

移動博物館
が
「ゆめはく」
!
やってくる

おさかな部

キラキラ☆しおり

キラキラシェルで
ストラップを作ろう！

日本の伝統的な絵具をつかって、
しおりを作るよ
山川 暁、水谷亜希（京都国立博物館）ほか

原 明日香（新江ノ島水族館）

ちがく部

さわって感じる海の生き物

化石のレプリカをつくろう！

古川 健、根本もえ
（アクアマリンふくしま）

古谷 裕、塚本健司（兵庫県立人と自然の博物館）

※出展者は必ずしも所属機関を代表しているものではありません。
イラストレーション：いよりふみこ
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こども☆ひかりフェスティバル in せんだい のスタッフ

主催：こどもひかりプロジェクト
後援：仙台市、仙台市教育委員会、宮城県、宮城県教育委員会、全国科学館連携協議会、全国美術館会議
プレゼント出展：福島市教育委員会文化課、NPO 法人テイクオフみさわ、日本宇宙少年団みさわ分団、
神戸ファッション美術館、公益財団法人白鶴美術館

仙石線

ス
アクセ

対象：幼児・小学生 参加費：無料 申込：不要（整理券を配布することがあります）
お問合せ： 兵庫県立人と自然の博物館内 こどもひかりプロジェクト事務局
〒�������� 兵庫県三田市弥生が丘 � 丁目
������������������（清水） ����������������������������

若竹IC

仙台駅

・土に触れるイベントもあります。汚れてもよい服装でお越しください。
・駐車場の混雑が見込まれます。できるだけ、公共交通機関をご利用下さい。

仙台
東部
有料
道路

インフォメーション

・農業園芸センター「バラ祭り」開催中です。

霞目駐屯地

赤沼

仙台東 IC

大沼

JA
七郷中
深沼海水浴場▶

宮城県仙台市若林区荒井字切新田�� ��������������� ����

車：仙台バイパスから東方面に約 4km の位置にあります。
市営バス：仙台駅前西口バスプール 6 番のりば「農業園芸センター」行き 終点下車
バス時刻：行き

帰り

仙台駅前西口 6 番乗り場発 9 :40 10 :40 11:40 12: 40
農業園芸センター発 12 : 45 13 :45 14 :45 15 :45

こども☆ひかり キラキラ復興フェス
ティバル
岩手県でのはじめてのフェスティ
バルでした。好天にも恵まれ、二日
間とも、朝早くから、たくさんの家
族連れが来てくれました。
こども☆ひかりキラキラ復興フェスティバル
2013 年 6 月 29 日 ( 土 )・30 日（日）10:00 〜
15:00 岩手県立博物館
後援 : 日本財団、全国科学館連携協議会、全
国美術館会議
協力 : 盛岡ペットワールド専門学校
プレゼント出展 : 福島市教育委員会文化課、
NPO 法人テイクオフみさわ、日本宇宙少年
団みさわ分団、神戸ファッション美術館、公
益財団法人白鶴美術館、アエル ( 株 )、デザ
インファーム ( 株 )、丸善書店 ( 株 )、(株 ) オフィ
スベンダー、( 株 ) ポケモンセンター、( 株 )
エムジョイ
来場者数 約 3,000 名／ 12 プログラム

キャラバン
梁川天神社
神社がミュージアムに！

保育園

の子どもたち、学校帰りの子どもた
ち、近所の方々など、地域の暖かみ
を感じたイベントでした。
2013 年 7 月 1 日 ( 月 ) 10:00 〜 15:00
天神社
来場者数 約 200 名／３プログラム

梁川

いいたて村文化祭
in いわて

全村避難の飯舘村教育委員会から
の依頼により、出展しました。
2013 年 10 月 26 日 ( 土 )・27 日（ 日 ） 10:00
〜 15:00 パルセいいざか
来場者数 約 200 名／２プログラム

こども☆ひかりキラキラ復興フェスティバル

日時

���� 年
場所

� 月 ��日（土）��日（日）���� 〜 �����

岩手県立博物館

※プログラムにより、遅く開始するもの・
早めに終了するものがあります。

いきもの部

てんもん部

風で飛ぶタネ＆
ひっつきむし（ドロボー）で
あそぼう！
小舘誓治、八木 剛（兵庫県立人と自然の博物館）

アジアの文化たいけん

齊藤政宏（小岩井まきば天文館）

池内一誠、徳永あずさ（ 九州国立博物館 ）
村田真知子

※30日は15時まで。

びじゅつ部

吉岡朋子、前田 慧、池田 大
※30日は15時まで。

夜に光る！
世界でたったひとつだけの
ホタルバッジを作ろう！
奥山清市、長島聖大、大橋昭仁（伊丹市昆虫館）

キラキラな虫さんたち

かがく部

サイボーグ

黒い紙にニードルを使っ
って絵をかこう！絵を光の装置で光らせ
う！絵を光の装置で光らせ

落合裕美、鈴木啓子（日本科学未来館）

岡田可斗子（キッズプラザ大阪）

ＴＡＧさんと
光る絵をかこう！
※29日午後よりスタートします。

八木 剛、小舘誓治（兵庫県立人と自然の博物館）
※30日は15時まで。

ちがく部
移動博物 館
「ゆめはく」が
やってくる！

みんぞく衣装を着てみよう、
アジアの楽器をならしてみよう

きらりん☆
てんてんで絵をかこう！

ＴＡＧさん

（移動博物館車「ゆめはく」展示）

みんぞく部

光をあつめて
レンズで遊ぼう！

いどうこんちゅうかん
（NPO 法人こどもとむしの会）

全国のいろんなミュージアムが、岩手の
子どもたちを応援するためにやってきます。
わくわく体験イベントがいっぱい！子ども
たちよ、集まれー！

〜きみの筋電でロボットが動く〜

和船模型をさわって
船のペーパーモデルを
つくろう !
斎藤義朗（船の科学館）

おさかな部

移動水族館

化石のレプリカをつくろう！

（アクアラバン）

古谷 裕、塚本健司

古川 健、佐々木ひかる
（アクアマリンふくしま）

（兵庫県立人と自然の博物館）
※30日は15時まで。

移動水族館
アクアラバンが
やってくる！

※30日は15時まで。

※出展者は必ずしも所属機関を代表しているものではありません。

おねがい

・汚れてもよい服装でお越しください。
・できるだけ公共交通機関をご利用下さい。

対象：幼児・小学生

参加費：無料

申込：不要

主催：岩手県立博物館
共催：こどもひかりプロジェクト
後援：日本財団、全国科学館連携協議会、全国美術館会議
協力：盛岡ペットワールド専門学校

こども☆ひかり情報はここでチェック！

www.kodomohikari.com

梁川天神社（伊達市）

※ 整理券を配布する
ことがあります。

アクセス
◯路線バスをご利用の場合博物館
の最寄りのバス停：
「県立博物館前」
（徒歩3分）、
「西松園二丁目」
（徒歩5分）
。

お問合せ 岩手県立博物館
〒020-0102�
岩手県盛岡市上田字
松屋敷 34 番地

Tel : 019-661-2831
Fax : 019-665-1214

いいたて村文化祭（パルセ飯坂，福島市）
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ユースとのコラボレーション
ミュージアムネットワークでユース
の社会力ＵＰプロジェクト
東北地方の大学生が、全国のミュー
ジアムの協力を得て、子どもたちを
対象とした体験型プログラムを継続
的に企画運営するしくみを、4 年間

2

で段階的に構築してゆくプロジェク
トです。
こども☆ひかりフェスティバルを
体験した大学生ボランティアから、
ユーススタッフを募集し、ミュージ
アム訪問研修を経て、仙台市 AER で

3

の「ミュージアムストリート」をユー
ス主体で開催しました。

1

こども☆ひかりミュージアムスト
リート
ユースの OJT の場として、仙台市
の再開発ビル AER の空間を使わせて

4

もらえることになり、ここでのイベ
ントの企画運営をミッションとして、
プロジェクトは新たなスタートを切
りました。
10 月からの数度のミーティングは
具体的で緊張感のあるものとなり、
回を重ねるごとにチームの結束も強

6

まり、2 ヶ月の間で、彼女ら彼らは
めざましく成長しました。こどもひ
かりプロジェクトにとって、力強い

5

パートナーです。
こども☆ひかりミュージアムストリート〜ア
エルで会える！全国のミュージアム〜
2013 年 12 月 22 日 ( 日 )・23 日（月祝）10:00
〜 15:00 AER ２階アトリウム
来場者数 約 2,000 名、たいけん者数 1,539 名
／ 8 プログラム、スタッフ 35 名

7

Museum Street

ミュージアムストリート

こども☆ひかりミュージアムストリートのよう
す（１、４〜７）

アエルで会える！ 全国のミュージアム

日時

2013 年

12 月 22 日（日）・23 日（月祝）10:00〜15:00
（アエル）２階アトリウム

場所

© いよりふみこ

返しっ！
楽しさ、倍

ぇじぇ～な、クリ
ト
スマスプレゼン
たちから、じぇじ
大学生たちです）
ュ
by こどもひかりユース（ミ ージアムと子どもたちをつなぐ

ユースの
私

powered

メニュー

仙ちゃん

（助成：住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・
プログラムー活動・研究助成ー）

対象：幼児〜小学生 参加費：無料 申込：不要

化石のレプリカをつくろう【20 分・15 名】

色とりどりのプラスチックねんどで、アンモナイト化石のレ
プリカをつくります。

・・・小沼佳菜実（Youth 宮城教育大）
、高野理子（Youth 桜の聖母短大）
、
古谷 裕・塚本健司（兵庫県立人と自然の博物館）

きらりん☆てんてんで絵を描こう【20 分・10 名】
黒い画用紙に、てんてんてんと針で穴をあけると・・・

・・・竹部成海（Youth 桜の聖母短大）
、大松真菜（Youth 宮城学院女子大）
、
岡田可斗子（キッズプラザ大阪）

サイボーグ〜きみの筋電でロボットが動く【20 分・8 名】
力を合わせてロボットを動かし、ミッションを達成せよ。

キラキラな虫さんたち【自由参加】

青色や虹色に輝く昆虫の標本。ぬりえもできるよ。生きたク
ワガタムシに会えるかも。

・・・城内芙美（Youth 宮城教育大）
、徳井優舞（Youth 桜の聖母短大）
、
黒川周子（仙台市太白山自然観察の森）

アジアの楽器をならしてみよう【自由参加】
どんな楽器かは、お楽しみ。

・・・中屋敷 茅（Youth 東北大）
、高橋美優（Youth 宮城教育大）
、池内一
誠（九州国立博物館）
、上野知彦

岩絵具でつくるキラキラ☆はがき【自由参加】

日本の伝統的な絵具をつかって、はがきを作るよ。はがきの
持ち込みＯＫ。

・・・萱場優紀（Youth 宮城教育大）
、池内至誠（Youth 早稲田大）
、熊谷
加奈子（日本科学未来館）

運営本部

クリスマスプレゼントがあるかも？

・・・嘉山央基（Youth 東北大）
、服部修弥（Youth 宮城教育大）
、柴野志保、
清水文美、鈴木和子、八木 剛、山下治子

・・・堀尾加奈子（Youth 奥羽大）
、武田栞璃（Youth 宮城教育大）
、水谷
亜希（京都国立博物館）

世界にひとつのアクセサリーをつくろ♪【30 分・15 名】
身近にある材料でペーパービーズを作り、オリジナルアクセ
サリーに仕上げます。

アトリウム（自由通路）

マーク・・・整理券を配布します。
午前の分は 10 時から、午後の分は 13 時から、各ブースにて。
マーク・・・自由参加です。
混雑時には、順番待ちをしていただくことがあります。

・・・征矢彩香（Youth 宮城学院女子大）
、三上 響（Youth 東北大）
、和田
かおり（神戸ファッション美術館）
、蒲池昌江（福岡アジア美術館）

はてな☆BOX【自由参加】

わかさ生活（株）
）

オフィスロビー

広瀬通
Harb
SENDAI

12 月 20 日（金）
・21 日（土）には、せんだいメディアテークにて
「SMMA ミュージアムユニバース」が開催されます。

PARCO

名横丁

パピナ

青葉通
通駅

あおば

仙石線

EDEN

Labi

駅
仙台

主催：こどもひかりプロジェクト
協力：（公財）せんだい男女共同参画財団

S-PAL II

さくら野

東北本線

鉄
地下
市営
仙台

お問合せ 〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目
兵庫県立人と自然の博物館内 こどもひかりプロジェクト事務局
TEL: 090-9119-2005（清水）E-mail: amk@kodomohikari.com

東北新
幹線

12 月 22 日（日）
、１階アトリウムに、サンタクロース登場。11:00〜
12:00、13:30〜14:30（30 分前から記念撮影整理券配布）
（主催：

ひみつの材料で、工作をしちゃおう

・・・佐藤利昭（Youth 東北大）
、緑川沙智（Youth 桜の聖母短大）
、泉田
佳代（石橋美術館）
、鬼本佳代子（福岡市美術館）

ス
アクセ

インフォメーション

Loft

仙

仙石

線

台
駅

後援：仙台市・仙台市教育委員会

http://www.kodomohikari.com
本事業は、住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2013 の助成を得て実施します。
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仙台市青葉区中央１丁目 3-1 http://www.sendai-aer.jp
仙台駅西口徒歩 2 分。ペデストリアンデッキで直結。
アエル・マークワン駐車場：520 台収容、15 分 100 円。

ミュージアム訪問研修（２、京都国立博物館）
ミュージアムストリートの打合せ（３、アエル）
株式会社

子どもたちへのプレゼント
２個にこプログラム
福島のミュージアム関係者から、木
の実など、地元産の自然素材が使い
にくいというお話をきき、子どもた
ちへプレゼントする活動を開始しま
した。人と人とのリアルなつながり
の温かさを実感しました。
現地での活用：アクアマリンふくしま、ムシ
テックワールド（ふくしま森の科学体験セ
ンター）、福島市小学校理科部会（小学校 51
校）、飯舘村教育委員会、しらうめ保育園（伊
達市）、NPO 法人地球の楽好 等
全国での収集：北海道開拓記念館、岩手県立
博物館、仙台市科学館、仙台市太白山自然観
察の森、日本科学未来館、船の科学館、新江
ノ島水族館、愛知県陶磁美術館、京都国立博
物館、兵庫県立人と自然の博物館、NPO 法
人人と自然の会、倉敷市自然史博物館、福岡
市美術館、九州国立博物館、石橋美術館、名
護博物館 等

1

（助成：全労済地域社会貢献助成）

3

2
4
全国から集まったまつぼっくりやどんぐりなど
の木の実（１）
熱湯消毒作業（２）
オリジナルステッカー（３）
袋に小分けされた木の実（４）

5

パッキングして発送（５）
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研究発表・研究会
AZEC（アジア動物園教育担当者会議）
2013
「人文系と自然系博物館の教育連
携」をテーマとした会議にて、こど
もひかりプロジェクトや、その内容
を含む研究発表を行いました。
AZEC2013 での発表のようす

研究会
ユースとのコラボレーションを
テーマとして、こどもひかりの 10 年
後の姿をテーマとして、研究会を開

Kodomo Hikari Project
In Japanese Kodomo means

“Children” and Hikari means “Light”.

Museum Collaboration for Children in Tohoku Region

Mao MATSUDA1), Tsuyoshi YAGI 2), Ayami SHIMIZU 3)
1)

2)
3)

Kidsplaza Osaka, Ogimachi 2-1-7, Kita-ku, Osaka,530-0025, Japan, E-mail: matsuda@kidsplaza.or.jp
Museum of Nature and Human Activities, Hyogo, Yayoigaoka 6, Sanda, 669-1546 Japan, E-mail: yagi@hitohaku.jp
Kodomo Hikari Project, E-mail: amk@kodomohikari.com

催しました。

We launched Kodomo Hikari Project collaborating with different types of museums for the purpose of providing
educational programs, including various workshops and
hands-on exhibitions for the survivors of Tohoku earthquake and tsunami in 2011.

Natural History museum

2014 年 3 月 9 日 モンタナリゾート岩沼
「こども☆ひかりプロジェクトに参加して」東
北大学 嘉山央基
「ミュージアムに今できること」仙台・宮城
ミュージアムアライアンス (SMMA) 運営委員
長 佐藤 泰
「いわて子どもの森でのキャラバン体験」いわ
て子どもの森チーフプレーリーダー 長﨑由
紀
II グループディスカッション「3 年後の こど
も☆ひかりプロジェクト を考える」
コーディネーター 福岡市美術館 鬼本佳代子
参加者 :28 名

www.kodomohikari.com

Art museum

Festival at Sendai City Agriculture and Horticulture
Center where god damaged from a tsunami.

Museum of Nature and Human Activities, Hyogo

Fukuoka Art Museum / Fukuoka Asian Art Museum / Ishibashi Museum of Art

Insectarium

Planetarium

Aquarium

Ethnology

Mobile museum on Yanagawa-ten-jinja, small Shinto shrine
in Fukushima, 70km from Fukushima Daiichi nuclear plant

NPO Kidsn’ bugs club

Aquamarine Fukushima

Science museum

Himeji City Science Museum

Kyushu National Museum

Art museum

Ethnology

Mobile museums always travel together to Kodomo
Hikari Festival

Iwate 2013
National Museum of Emerging Science and Innovation

Aichi Pref. Ceramic Museum

Kyoto National Museum

Sendai 2012,2013

Kidsplaza Osaka

Fukushima 2012,2013

Various workshops from various museums were offered on Kodomo Hikari Festival
On Kodomo Hikari Festival in June 2013 we offered 19 workshops with 136 staff members from various institution, including aquarium, science
museum, planetarium, art museum, children’s museum and more.

2014 年 3 月 30 日 福岡アジア美術館
Distribution of the museums joined in Kodomo Hikari Festival

Staffs on Kodomo Hikari Festival in Sendai, 2013
Interdisciplinary approach worked wonderfully in terms of
stimulating creativity and motivation among staff members
from various organizations.
Number of staffs/organizations on Kodomo Hikari Festival
in June 2013, Sendai and Fukushima
Sendai
Fukushima
total
Museum

36/20

32/19

41/23

NPO, Company

15/10

12/8

18/11

University students

52/11

32/9

77/12

total

103/41

76/36

136/46

Matsuda et al. によるポスター

雑誌掲載・出講など
著作
三上 響 , 2014. こども☆ひかりプロジェクト 大
学生と全国のミュージムがコラボレーショ
ン !. ミュゼ ,106: 16-17.
泉田佳代，2014. こども☆ひかりプロジェクト
「 2 個にこプログラム」スタート !. ミュゼ ,106:
37.
水谷亜希 , 2013.「こども☆ひかりフェスティバ
ル in せんだい & ふくしま」での出会い . ミュ
ゼ ,104:11-13.
松 村 淳 子 , 2013. 土 の あ そ び「 ド ッ ト・ タ ウ
ン」児童館と美術館が一緒になってミュ
ゼ ,104:14-15.
池内一誠 , 2014. 東北の子どもたちのために
ミュージアムの力を結集する「こども☆ひか
りプロジェクト」. 博物館研究
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Working with university students in Tohoku region
We are sure that these young people will soon be an
essential force to re-develop the communities in the region
and bring back smiles to children`s faces through Kodomo
Hikari Project.

研究発表
MATSUDA, M.,YAGI, T. and SHIMIZU, A. 2013.
Kodomo Hikari Project
~Museum Collaboration for Children in
Tohoku Region~, AZEC 2013, Fukuoka.
OCHIAI, H., 2013. The “Cyborg” Workshop
-Attempt to get a sense of achievement.
AZEC2013, Fukuoka.
出講
土屋和美・清水文美 . 2013. . 博物館ボランティ
アの集い 2013. 北海道大学 .
八木 剛・清水文美 , 2013. ミュージアムボラン
ティアのつながり ~ ネットワークが生むチ
カラ ~. キッズプラザ大阪．
清水文美，2014.『こども☆ひかりプロジェク
ト』震災を忘れないために．三田市立武庫小
学校 4 年生（兵庫県三田市）．

(JPY)
7,000,000

6,730,700

6,000,000
income

「想像と創造。私たちのチャレンジ」
清水 文美 ( こどもひかりプロジェクト代表 )
「ミュージアムと、コラボと、私・・・」
池内 至誠 ( 早稲田大学 )
「2 個にこプログラム」~ 松ぼっくりでつなげ
る未来 ~
泉田 佳代 ( 石橋美術館 )
「未来へ向けて、新ジャーナル発進」
征矢 彩香 ( 宮城学院女子大学 )
参加者 :36 名

Grants

5,000,000

Donation(Corporate)

4,000,000

Donation(Personal)

2,924,952

3,000,000

Others

2,000,000
Kodomo Hikari Project was organized
by a museum volunteer, SHIMIZU
Ayami in November 2011.
Our office is located in Museum of
Nature and Human Activities, Hyogo.

1,000,000
0

20,000
2011*

2012

2013*

business year (April to March)
Annual Income of Kodomo Hikari Project
* 2011: November to March, 2013: April to November

運営

フリーペーパー「ミュージアム キッ
ズ！」を発行

プロジェクトの準備が始まったの

ミュージアムの魅力をユースが発

は、2011 年 6 月。呼びかけのしかた

信する新たなジャーナルをフリー

や趣旨書をつくり、関係者への呼び

ペーパーとして発行しました。

か け を 始 め ま し た。2011 年 11 月、

2014 年 3 月 A5 版 16pp.

団体「こどもひかりプロジェクト」

パンフレットを制作しました
プロジェクトの概要と支援の方法
を記載したパンフレットを、英文入
りに改訂しました。
2013 年 12 月 A4 版 4pp.

プロジェクトの概要と支援の方法
を記載したかわいいパンフレットを、

の規約を施行。以後、オフィシャル

新たに制作しました。

サイトの開設、グループメールの開

2014 年 3 月 A4 版巻３折 .

設など、少しずつ運営に必要なツー
ルを整えていきました。

あなたも
サポーターに！

ニュースレターを発行しました
こども☆ひかりプロジェクトを応
援して下さる方にお送りするニュー
スレターを新たに制作しました。
2013 年 5 月 A5 版 4pp.
2014 年 3 月 A5 版 4pp.

（助成：住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・
プログラムー活動・研究助成ー）

（助成：石橋財団）
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TIMELINE
2014 年
3 月 末 フ リ ー ペ ー パ ー「 ミ ュ ー ジ ア ム
キッズ！」の発行
3 月 30 日
館）
3月9日

公開研究会（福岡アジア美術
研究会（モンタナリゾート岩沼）

2013 年
12 月 22 日・23 日 こども☆ひかりミュー
ジアムストリート〜アエルで会える！全
国のミュージアム〜（AER，仙台市）
12 月 9 日〜 11 日 AZEC
12 月 1 日

パンフレット改訂

10 月 26 日・27 日 いいたて村文化祭（パ
ルセ飯坂，福島市）
7月1日
達市）

キャラバン at 梁川天神社（伊

6 月 29 日・30 日 こども☆ひかりキラキ
ラ復興フェスティバル（岩手県立博物館）
6 月９日
こども☆ひかりフェスティバ
ル in ふくしま（福島市こむこむ館）
6月8日
こども☆ひかりフェスティバ
ル in せんだい（仙台市農業園芸センター）

こどもひかりプロジェクトの１年

2013

2013 年度（平成 25 年度）事業報告書
2014 年 3 月 31 日
〒 669-1546
兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目 兵庫県立人と自然の博物館内
http://www.kodomohikari.com
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