平成２９年度事業進捗状況
（平成２９年度活動報告）
（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）
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２９年 ５月２３日 第１９回 理事会開催
○ 平成２８年度事業報告及び収支決算の件
○ 平成２８年度公益目的支出計画実施報告の件
平成２９年 ６月１２日
第１４回 評議員会開催
○ 平成２８年度事業報告及び収支決算の件
○ 平成２８年度公益目的支出計画実施報告の件
平成２９年 ６月１２日 第２０回 理事会開催（みなし決議）
○代表および役員改選の件
平成２９年１０月３０日 第２１回 理事会開催（みなし決議）
○ 資料館随意契約及び嘆願書提出の件
平成３０年 ３月２９日 第２２回 理事会開催
○ 平成３０年度助成金交付の件
○ 平成３０年度事業計画及び収支予算の件
第１５回 評議員会開催
○ 平成３０年度助成金交付の件
○ 平成３０年度事業計画及び収支予算の件
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成３０年２月２０日

助成金交付選考委員会開催
○平成３０年度助成金交付候補者決定の件

平成３０年３月１２日 日本文具資料館 検討会（小売事業者）開催
○発足および経過の件
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。
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２９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２９年４月１日～本年３月３１までの集計で 1,300 名（男性
610 名、女性 690 名）でありました。今年度も 1,000 名を超える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 27 校 222 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、また各団体の研鑽の
場としてもご活用していただきました。また、「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。
平成２９年度（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで）
日本文具資料館入館者数

４月取材・来館者等 ： ＊ エコール・グループ新入社員（入社式）新入社員研修の一環として毎
年、文具資料館を研修の場として利用していただいている。
３日（月）エコール・グループ新入社員（入社式） ２１名（女性８名、男性１３名）
＊ 定年時代グループ（中高年者）の浅草散策ツアーの一つとして日本文具資料館が定期見学コ
ースになって来ている（春・秋のツアー企画）。
＊ 最近は来館の問い合わせも多くなり、新たなグループの来館者が増えてきている。
１４日（金）美江散歩 ２５名（女性２５名、男性０名）
２６日（水）美江散歩 ２４名（女性１５名、男性９名）
＊ 新年度計画予定「ものづくり」ビデオの DVD 化の準備を始める
５月取材・来館者等 ：
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２日（火）草加市立 東高校２年生１４名（男性０名、女性１４名）
１２日（金）秩父カルチャーセンター１０名（男性１名、女性 ９名）
１６日（火）シルバー大学落研１０名（男性５名、女性 ５名）
取材等
載。

：台東区 産業振興事業団「台東区手作り工房マップ」更新。日本文具資料館も継続掲

ハウスキーピング協会「整理・収納アドバイザー」季刊雑誌の取材。東京ちょっと小さめ博物館特集
に掲載（初夏号）。
６月取材・来館者等 ：
９日（金）ゼブラ㈱新入社員研修会 １７名（男性１０名、女性７名）
ゼブラ（株）新入社員研修の一環として毎年、文具資料館を利用していただいている。
フィールドワークとして博物館・資料館に組み込んでいる中学校が最近増えている。
取材等 :
台東区 生涯学習課より資料館の生涯学習項目の調査依頼あり対応。
徳間書店ワーキンググループ 計算する文具（計算機、そろばん）などの撮影取材あり。
７月取材・来館者等 ：
資料館維持会：維持会費請求
発起人７団体及び７５社あてに請求書を送付 （７月３１日）
取材等 :
台東区 花島産業（株）取材がありました。「東京２３区 街ラボ くねっと」
掲載リンク：http://kunet.freedom-link.net/taito-ku/

： ７月２６日（水）：亀清楼にて（AM１１：３０～）、発起人７団体へ文具資料館維持会報告会を開
催。出席者（敬称略） 発起人団体：大沼章浩、溜井謙二、斉藤 仁、植竹 喬、文具資料館：松本
健次、佐藤力皇
①日本文具資料館活動状況
②平成２８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２９年度の会費徴収について
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８月取材・来館者等 ：
フリーペーパーJOB aidem に「電卓開発ヒストリー」の特集記事に日本文具資料館の展示品が取
材・掲載されました。
東京松屋：江戸からかみ実演に協力（版木貸出）。『江戸時代の版木で、自分だけの江戸からかみ
を摺ってみよう！』夏休み！えどはくで伝統文化を体験
会場：江戸東京博物館 常設展示室 5 階ミュージアム・ラボ
９月取材・来館者等 ：
東京都中央図書館、日本文具資料館の案内の更新。
台東区産業振興事業団、日本文具資料館の案内の更新。
小学館：児童学習局、学習雑誌編集局取材
今月より新ノベルティ（来館記念品）になる。
「ヤマトミニのり」
「ゼブラ SΛRΛSΛ ボールペン」
１０月取材・来館者等 ：
３日（火）八王子市立宮上中学校 ２年生 ５名（男性３名、女性 ２名）
１１日（火）エコール流通グループ
１８名（男性１６、女性 ２名）
１２日（木）朝日カルチャーセンター
２５名（男性３名、女性２２名）
１９日（木）（株）三越
１２名（男性３名、女性 ９名）
取材等 : 「ＴＢＳ」厨子王ライターズ・オフィスが取材。
１０月１１日（火）エコール流通グループ 事務機研修会にて、資料館見学。
平成２９年１０月２５日（水）第 14 回 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２９年１０月３０日（月）台風一過、晴：AM１１：００
文具の日にちなむ、文房至宝碑 「修祓の儀」無事に挙行いたしました。（２９名参加）、於：湯島
天満宮
2017ISOT 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。
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１１月取材・来館者等 ：
「小学館」小学８年生「今昔びっくりペン博物館」特集で取り扱い２ぺージ記事。
１２月５日夕刊、掲載記事

：「読売新聞」

2017 ISOT 文具大賞「アワード」商品の展示展示をしました。（該当１０社のうち７社協力）
機能部門

デザイン部門

カール事務器（株）

エクスシザース

（株）コクヨ工業滋賀

びわこテンプレート

（株）ソニック

トガリターン 手動鉛筆削り

（株）デザインフィル

ブロッククリップ

プラス（株）

スライドカッター ハンブンコ

（株）LIHIT LAB.

クリップファイル

（株）レイメイ藤井

zeit Vektor ミーティングボックス A4

神奈川県横浜市、株式会社つくる 野中伸恭会長より
「 商 」の無垢板の寄贈がありました。
１２月取材・来館者等 ：
６６人（男性３９人、女性２７人）
今月の５人以上の多人数来館者はナシ、２名での来館者が多かった。
取材等 : 訪日外国人向け観光サービス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」に日本
文具資料館の紹介記事を掲載予定（紹介言語：英語、中国語、韓国語）。
WE CHAT、WEIBO（中国 SNS）、インスタグラム、FACEBOOK 等の SNS にも掲載予定。
掲載記事……
Japan Stationery Museum
Stationery junkies will go crazy for this museum on the Easten side of Tokyo.Despite
its small size, the Japan Stationery Museum packs in a lot， including tablets from
Mesopotamia，Egyptian papyrus，Chinese seals, typewriters，calculators，and more!
Be on the lookout for the giant calligraphy brush that weighs 14kg (31lbs)and took
50 horses' tails to make!
Address: 1-1-15 Yanagibashi， Taito-ku Tokyo
Tel: 03-3861-4905
0pen: Monday- Friday 1:00p.m. － 4:00p,m.
Close: Weekends， Dec 28th-Jan 5th
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北海道札幌市、高橋 寛氏より
「 逸見中等学校生徒用 計算尺使用法解説」の寄贈がありました。

１月取材・来館者等 ：
１２２人（男性６１人、女性６１人）
湯島天満宮 : 「奉納書道展」作品展示１月２５日（水）より２９日（日）まで
出品数１，２２６作品、入選９６４作品
１月２７日（土）表彰式 午後１時～
２月取材・来館者等 ：
来 館 者：１８２人（男性９０人、女性９２人）
今月は中学生の来館者多し、９４名（男性 ４７名、女性 ４７名）
取材：パール商事 台東区産業局パンフ取材あり。
３月取材・来館者等 ：
来 館 者：７５人（男性４４人、女性３１人）
今月の５人以上の多人数来館者は以下のとおり
９日（金）東向島 寺島中学校 ２年生
９日（金）北区立 明桜中学校 ２年生
２０日（火）大川散歩会

６名（男性 ３名、女性 ３名）
６名（男性 ４名、女性 ２名）
８名（男性 ８名、女性 ０名）

※今月の来館者は京都市、尼崎市、金沢市、札幌市、枚方市、福岡市など遠方よりの来館者多く
あり、また台湾、香港、北京など外国からの来館者も目立った
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