平成２８年度事業進捗状況
本年度は、下記事業を推進し所期の成果をあげ、文具文化の普及、科学技術の発展及び
振興に貢献した。
１．

理事会・評議員会開催等
平成２８年５月２４日
第１５回 理事会開催
○ 平成２７年度事業報告及び収支決算の件
○ 平成２７年度公益目的支出計画実施報告の件
平成２８年６月９日
第１３回 評議員会開催
○ 平成２７年度事業報告及び収支決算の件
○ 平成２７年度公益目的支出計画実施報告の件
平成２８年７月２７日
第１６回 理事会開催
○事務所移転の件
平成２８年１１月４日
第１７回 理事会開催
○ 選考委員選任の件
平成２９年３月２９日

平成２９年２月１４日

第１８回 理事会開催
○ 平成２９年度助成金交付の件
○ 平成２９年度事業計画及び収支予算の件
第１３回 評議員会開催
○ 平成２９年度助成金交付の件
○ 平成２９年度事業計画及び収支予算の件
助成金交付選考委員会開催
○平成２９年度助成金交付候補者決定の件

２．普及啓発事業
本年度も「文具科学館・資料館事業」を通じ、文具文化の普及、科学技術の発展
及び振興に貢献した。
事業活動の概要は以下の通りである。
２８年度 活動状況（文具資料館）
資料館の来館者数は昨年の平成２８年４月１日～本年３月末までの集計で 1,241 名
（男性 603 名、女性 638 名）でありました。初めて 1,000 名を超える過去最高の入館
者数になりました。学生（特に中学生）の学習・研究（フィールドワーク）テーマと
しての来館が多く 23 校 214 名の中学校生徒の来館者がありました。業界企業の新入
社員研修の場として、各団体の研鑽の場としてもご活用していただきました。また、
-1-

「定年時代」などコミュニティ紙の応募グループ、文化教室「博物館めぐり」の参加
グループなど中・高年齢者をターゲットとした募集グループの来館者なども年々増え
て来ております。さらに、SNS、雑誌等の紹介記事や地域観光スポット案内を利用し
ての来館者も増加する傾向がみられます。
一般来館者の内訳としては、文具の愛好家・研究家、博物館・科学館探訪（巡り）
する人、外国人観光客が 2,000 万人を超える昨今の状況下、相対して外国人（国籍多）
の来館者も目立って増加傾向が見られます。

４月取材・来館者等 ： 読売新聞東京本社 主任研究員 稲沢裕子氏来館、
「文化と文具」
取材に対応しました。「労働と科学」という雑誌に掲載された。
： 「鉛筆削りの歴史」について取材に対応した（資料提供）。小学校のライフワーク
： 「原稿用紙の歴史」について文具研究家の取材に対応した。（資料提供）
： ４月１４日（木）愛知教育大学付属岡崎中学校３年生３名「人気文具」のライフワー
クのため、修学旅行期間中に当文具資料館に来館し２時間程の研究取材協力に対応した。
： ４月１日（金）エコール・流通グループ４０名（女性２１名、男性１９名）は、東京
文具健保販売４階にて入社式及び研修を行い、当文具資料館も研修の一環で見学していただ
いた。昨年より２５名の増の参加がありました。
：定年時代は、春・秋の大川遊覧船企画ツアーで当文具資料館が最終見学コースになって
いる。定年時代６２名（女性３７名、男性２５名）
５月取材・来館者等
：株式会社ドゥ・アーバン面談、台東区観光情報誌制作会社。
「台
東瓦版」に文具資料館の紹介記事掲載の打ち合わせをした。
: ユニット株式会社面談、JR 浅草橋駅前「人形の秀月」の建て替え工事にともない地域
案内に「台東区観光案内」に掲載の文具資料館の紹介案内を建て替え工事完了（平成３０年）
までの２年間、工事防護壁に掲示することになりました。
: 東京都交通局広報２名来館、文具資料館見学。都営線沿線の観光ガイドマップの作製
を検討している。制作時には文具資料館の紹介案内したいとのことです。
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： 台東区産業振興財団、「台東区てづくり工房マップ」年度更新で掲載原稿再確認。
：K&B パブリッシャーズ、
「昭文社 MAPPLE 観光ガイド」
（電子版を含む）の日本文具資料
館の紹介記事の見直し、更新を打ち合わせた。
： ５月２４日（火）当財団理事より資料館へ万年筆３点寄贈していただいた。（パイロ
ット、セーラー 23K、ウォール・エバシャープ社製万年筆）
６月取材・来館者等 ：山川出版：機械式計算機、蒔絵万年筆、鉛筆巻紙の撮影取材があり
ました。
：台東区観光案内「瓦版」の取材・撮影。（株）ドゥ アーヴァンに面談しました。
： ６月９日（木）ゼブラ（株）新入社員研修会 ２４名（女性１０名、男性１４名）当
文具資料館も研修の一環で見学していただいた。昨年より７名の増の参加がありました。
： フィールドワークとして修学旅行に組み込んでいる中学校が最近増えている。
： WEB や観光案内等を見て来館する方が多いが、浅草橋駅前の人形の秀月の案内板を見
て来る来館者が最近ふえている。
その他 ： 来館記念品として、パイロット「フリクション」（＠４５×１，０００本）
作成しました。
７月取材・来館者等

： ①台東区役所生涯学習アンケート（当文具資料館に該当項目なし）

に対応した。
②埼玉大学教育学部教員免許更新に際しての教員講習（美術館、博物館等を利用しての教育
講習）に対応した（日本文具資料館のパンフおよび資料の提供をした。講習日８月２６日）。
その他 ： ７月６日（水）ＩＳＯＴ２０１６「日本文具大賞」入賞商品の確認・資料収集
： ７月１２日（火）：ベルモントホテル「ラコント」にて（AM１１：００～）、発起人
７団体へ文具資料館維持会報告会を開催。（ ①日本文具資料館活動状況 ②平成２７年度
の維持会員の加入状況と会費納入状況について ③平成２８年度の会費徴収について）
８月取材・来館者等 ： ①フジテレビ、情報制作局 神垣氏 来館取材に対応した。
： ②台東区文化産業観光部観光課「台東瓦版］夏号に文具資料館が掲載され、50,000
部印刷発行した。
： ③８月３日（水）フリーライター取材に対応した。東京新聞８月２７日（土）「東京
どんぶらこ」２８面に文具資料館掲載された。
: ④８月３０日（火）株式会社
取材、「東京の小さなミュージアム」A5 版
４C、１６０ページ建てで、１～２ページ取材に対応した。
その他 ： ８月１０日（水）一般日本文具財団の事務所移転作業（引越し）
９月取材・来館者等 ： ①台東区産業振興事業団「台東区手作り工房マップ」に掲載記事
（日本文具資料館）の訂正、校正。
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： ②セットスクエアー・ワン、雑誌制作会社 撮影取材「シャープ・ペン他」に対応し
た。
： ③９月１６日（金）、学校法人日本教育財団の撮影取材。東京通信大学の新設にとも
ない、日本文具資料館のビデオ撮影の依頼９月１２日（月）と、撮影取材に対応した。学校
教材として使用する。
１０月取材・来館者等 ： ①「東京のちいさな美術館・博物館・文学館」１０月１９日発
売、定価 1,500 円、著者：増山かおり、出版社：株式会社えくすナレッジに日本文具資料館
が記事掲載された。
： ４単協合同仕入市にさきがけて大東京文具チェーン様２３名、文具資料館を研修・見
学に利用して頂いた。
： １０月２８日（金）読売カルチャークラブ、１０名（男性１０名）の来館者がありま
した。
その他 ： 平成２８年１０月２５日（火）第 13 回 全文連 定時社員総会に出席。於：
東京ドームホテル。「資料館の最近の動き」について説明をさせて頂いた。
： 平成２８年１０月３１日（月）晴：AM１１：００
文房至宝碑 「修祓の儀」無事に挙行しました。（３１名予定３名欠席、２９名参加）、於：
湯島天満宮
： 2016ISOT 文具大賞「アワード」展示依頼のお願い（該当１０社）をしました。
： 埼玉県ふじみ野市 玉井 勝 様より Casio fx-2000（電卓）、シャープ Elsi Mate
EL-8048（そろばん付電卓）、リコー Slide Rule（計算尺）３点を文具資料館へ寄贈してい
ただきました。
１１月取材・来館者等 ： ①１１月２４日（木）共同通信社「手帳、携帯筆記具（矢立）」
の取材・撮影に対応した。
:②台東区手作り工房マップ 2016～2017 に日本文具資料館の案内記事が掲載されました。
その他 ： 2016ISOT 文具大賞「アワード」を特設コーナーへ展示をしました。
（協力８社）
： 都文商事務局へ「日本文具資料館の昨年および最近動き」を送付しました。
１２月取材・来館者等 ：①１１月２４日（木）共同通信社「手帳、携帯筆記具（矢立）」
の取材記事の掲載がありました。
記事ＵＲＬ：http//this.kiji.is/180937524481607160?c=39546741839462401
共同通信デジタル編成部
： 定年時代 １２１名（女性６６名、男性５５名）の来館者がありました。
： 鍋横日赤分団 ４２名（女性２５名、男性１７名）の来館者がありました。
: ②１２月２日（金）読売新聞（子供新聞）
「身近な文房具（羽ペン、石盤、石筆、筆記
具類）」特集の取材がありました。１２月２２日（木）読売新聞（子供新聞）に掲載。
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: ③台東区生涯学習課学習センター「アンケート調査」に協力しました。
その他 ： １２月８日（木）放送作家 堀口茉純「浅草歴史探訪」の団体グループ
槐文會 １９名（女性４名、男性１５名）ありました。
： 2017 湯島天満宮「第３８回湯島天満宮奉納書道展」優秀賞記念品の手配。

浅草

１月取材・来館者等 ： ①テレビ朝日取材（ロジックエンターテイメント）、事前取材在
りました。
: ②台東区産業観光部観光課「アンケート調査」に協力しました。
その他 ： 日本文具資料館ホストサーバー終了にともない新サーバーへの移行作業（H29/
１/１～１/１７）DNS 移行完了しました。
： 平成２９年１月２９日（日）湯島天満宮「第３９回湯島天満宮奉納書道展」開催。優
秀作品賞協賛する。式典参加協力。
奉納書道作品（1,185 作品）昨年より２３作品の増で昨年出品数を超えました。
２月取材・来館者等 ： ①徳間書店、筆記具関係の取材・写真撮影がありました。「仕事
今昔ものがたり」の記事として筆記具に触れる取材内容です。
: ②テレビ朝日（中島氏）、筆記具関係の取材・写真撮影がありました。
:

③株式会社旅行出版社「施設アンケート調査」に協力しました。

３月取材・来館者等 ： ①２月に取材をした徳間書店（伊勢氏、筆記具関係の取材）のフ
リーペーパー紙「Joｂaidem」出来上がりる。
９日（木）八王子市 都立南大沢学園 ３年生
８名（女性３名、男性５名）
１５日（水）垣本女性ツアーグループ ８名（女性８名）
３０日（木）定年時代
１８名（女性１４名、男性４名）
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