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鳥海山 木のおもちゃ美術館

オープンに向けて本格始動
新年度が始まり、7 月 1 日のグランドオープンに向けて旧鮎川小学校では内装や外構の工事が順調に進んでいます。
当 NPO 法人も今年 1 月に鳥海山木のおもちゃ美術館運営の指定管理者として認定いただき、運営のための組織づくりと
ともにハード、ソフト両面での準備を進めております。
子どもたちが楽しく安心して遊び、学び、そして、市内外・県内外からお客様をお迎えするためには、ボランティアスタッ
フである「おもちゃ学芸員」の方々の養成とスキルアップが欠かせません。「おもちゃ学芸員」は現在、約 90 名の方が養
成講座を受講済みで、今年度も 90 名程度の養成を見込んでいます。おもちゃと遊びはもちろん、秋田や由利本荘、そし
て鮎川地域の魅力を発信する大きな力になると期待しています。

おもちゃ学芸員養成講座は 3 月に第 3 期が開催されました

養成講座受講済みのおもちゃ学芸員に向けた手作りおもちゃ講習会

また、館内のトイ・ショップとダイニング・キッチンの出店公募が行われ、トイ・ショップは羽後本荘駅前で木工品店
を運営する株式会社 鳥海トライブ、ダイニング・キッチンは美術館と同じく当 NPO 法人が運営事業者として決定しました。
トイ・ショップは、子どもの遊びや学びを刺激するとともに、おとなも楽しめる国内外のおもちゃがラインナップされ、
見て触れて購入できるお店になる予定です。ダイニング・キッチンは、地域の魅力を活かしつつ、小さなお子さんも安心
して過ごせるお店になる予定です。美術館にお越しの際は、ぜひ、これらのお店も覗いてみて下さい。
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NEWS

工事進捗最新情報

※4 月 20 日現在

館内や外構の工事は着々と進行中です。「もりのあそびば」の中央には鳥海タワーがそびえ、木の温もりに包まれた空
間となっています。2 歳までの乳幼児と保護者だけが利用できる「ハイハイひろば」は床も壁もやわらかい秋田杉が使用
されています。グラウンドの奥と鮎川沿いの河川広場には駐車場が整備され、お客様を迎える準備が進められています。

もりのあそびばの鳥海タワー

ゆきぐにの民具展示室

ハイハイひろば

グッド・トイ サロン

グラウンド奥 駐車場（30 台）

鮎川河川広場 駐車場（70 台）

おもちゃ列車も整備中
移動の時間もおもちゃがいっぱい !
由利高原鉄道 鳥海山ろく線の 1 車輌
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YURI KOGEN RAILWAY
ゆりこうげんてつどう

木を用いて改装し、木のおもちゃを多数
積み込んだ走るおもちゃ美術館となりま
す。
「おもちゃ列車」に乗って車窓に由利本
荘の雄大な自然を眺めながら鮎川駅に到
着すれば、そこは「おもちゃ駅」
。そこ
おもちゃ列車 整備イメージ

を重ねながら「おもちゃ美術館」に向か
います。
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“NAKAYOSHI KOYOSHI”

PRODUCED BY TOKYO TOY MUSEUM

から無料シャトルバスに乗り、わくわく

な
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YURITETSU KIDʼS TRAIN PROJECT
WOODEN TOY TRAIN
SINCE 2018

YURI KOGEN RAILWAY

COLUMN

クラウドファンディングとおもちゃ駅

2018 年 2 月 1 日から由利高原鉄道（株）
（以下、ゆりてつ）が「クラウドファンディング」を開始しました。クラウドファ
ンディングとは、インターネットを通して、実現したいことや製品化したいものなどの情報を発信し、共感した不特定多
数の人が寄付する仕組みです。ゆりてつでは「鮎川駅の整備」を目的として、300 万円を目標に寄付を募り、4 月上旬に
目標を達成しました。これにより、鳥海山 木のおもちゃ美術館の最寄り駅である「鮎川駅」がおもちゃ駅として整備さ
れることが決定しました。市が整備を進めているおもちゃ列車、そしておもちゃ駅、さらにシャトルバスに乗っておもちゃ
美術館へ、というおもちゃづくしの流れが出来上がります。
鳥海山 木のおもちゃ美術館は、東京おもちゃ美術館を運営す
る認定 NPO 法人 芸術と遊び創造協会のプロデュースのもとで
由利本荘市が整備している、全国で 4 館目のおもちゃ美術館です。
先行する「やんばる森のおもちゃ美術館」
（沖縄県）
、「長門おも
ちゃ美術館」
（山口県）もクラウドファンディングで支援を得て
います。鮎川駅の整備にも 300 人近くの方からご支援をいただ
きました。全国のゆりてつファンの方々はもちろんのこと、お
もちゃ美術館ファンの方々が、「鳥海山 木のおもちゃ美術館」に
期待を寄せていることの証しです。
人々の思いによって素晴らしい駅が出来上がります。これか
らは、その思いを地域が受け取り、更に大きく育て、応えてい

列車と駅と美術館を繋ぐ一体化構想

くことになります。

INTERVIEW

人と人が繋がる新しい場所
星野太郎さん（東京おもちゃ美術館 副館長）

旧鮎川小学校の木造校舎が木のおもちゃ美術館として生まれ変わるまでには、東京おもちゃ美術館をはじめ、多くの人が
関わり、アイデアを出し合い、計画を進めてきました。整備計画が立ち上がった当初から、その中心で準備を進めてきた東京
おもちゃ美術館副館長の星野太郎さんにお話を伺いました。
Q. 星野さんは約 3 年前に初めて由利本荘市を訪れたと思

Q．最後に新しく誕生する鳥海山木のおもちゃ美術館に期

いますが、その時の印象はいかがでしたか？

待することと、これまで関わってくださった、そしてこれか

星野太郎さん（以下、星野） 一番初めに訪れたのは、アクア

ら関わる皆さんへのメッセージをお願いします。

パルでの木育キャラバン開催のためでした。その時はその

星野

イベントのみの訪問で、まだ美術館設立の話はなかったか

術館工事に携わっていただいた職人の皆様、寄付者、市役所

と思います。それがこうして話が持ち上がり、20 回近くも

の方々、運営される方々・・・鳥海山木のおもちゃ美術館は、

訪問させていただくことになるとは思いませんでした。そ

今日に至るまででもすでに多くの市民の方々に支えられ、

の時感じた印象、
「とても人が人に暖かい街だな」という思

造られている「市民立」の美術館です。今後もこの輪がより

いは、3 年たった今でも変わっておりません。

大きく広がっていくような、末長く多くの方に愛される美

Q．おもちゃ美術館の意義と目指す将来像を教えてください。

術館となることを期待しています。

星野

開館後におもちゃ学芸員として活動される皆様、美

木のぬくもり溢れる空間で、多くの親子が、おもちゃ

学芸員と一緒に遊びながら、少しでも木のこと、森のことに

星野 太郎

関心を持ってもらうことが一番の意義かと考えています。

東京おもちゃ美術館 副館長

また将来的には、このおもちゃ美術館が市民の方々の生活

昭和 55 年生まれ

の一部となり、また由利本荘市にとっての観光拠点となり、

埼玉県出身

市全体が活性化するきっかけとなればと思っています。

趣味はサッカー
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イベント情報カレンダー

5

6

月

7

月

05.25( 金 )
NPO 由利本荘木育推進協会 総会
（at 由利善隣館）
05.26( 土 )−27( 日 )
第４期おもちゃ学芸員養成講座
（at 由利善隣館）

月

07.01( 日 )
9:00 グランドオープニング

06.17( 日 )
館内一斉清掃＆学芸員講習
06.18( 月 )−20( 水 )
内覧会

※オープン後は手作りおもちゃワーク
ショップや木工製作体験のプログラム
を組んで定期的に開催します。夏休み
特別プログラムも予定しています。

06.24( 日 )−25( 月 )
モニターツアー
06.30( 土 )
竣工式

TOY MUSEUM
GROUP

※日程は変更になる場合がございます。

日本全国各地の豊かな自然とその土地に伝

東京おもちゃ美術館

わる文化を「おもちゃ」や「遊び」を通して、

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-20 四谷ひろば内
http://goodtoy.org/ttm/

受け継ぎ、育む空間である「おもちゃ美術館」

やんばる森のおもちゃ美術館

が全国に広がっています。
鳥海山 木のおもちゃ美術館は全国で 4 館目

〒905-1411 沖縄県国頭村字辺土名 1094-1
http://www.kunigami-forest-park.org/

としてオープンします。今後も全国で設立

長門おもちゃ美術館

が検討されています。

〒759-4106 山口県長門市仙﨑4297-1
https://nagato-toymuseum.com/
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玉ノ池
由利高原鉄道
鳥海山ろく線

鮎川

P1

子吉

矢島・湯沢市

P2

詳しくはホームページで！

鮎川

にかほ市

由利本荘市産 木のおもちゃのイメージ
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発 行：特定非営利活動法人 由利本荘木育推進協会
〒015-0363 秋田県由利本荘市町村字鳴瀬台65-1 旧鮎川小学校

http://chokaisan-wtm.jp

〒015-0363 秋田県由利本荘市町村字鳴瀬台65-1
TEL 080-7855-2268

(固定電話は6月以降)

www.yurihonjo-mokuiku.jp info@yurihonjo-mokuiku.jp

鳥海山木のおもちゃ美術館
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コンビニエンスストア

そのほか金額に応じた返礼品がございます。

薬師堂

一 口 館 長 の も と に は、
鳥海山をモチーフにし
た積み木が届き、館内
にはお名前入りのフ
レームが飾られます。
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5.5km
（10分）

二番堰

手市

・横

本荘
IC

日本海東北自動車道

鮎川 太郎

ＪＲ羽越線

水林

日本海

おもちゃと遊びはも
ちろん、由利本荘市の
魅力を伝え、また多世
代交流の架け橋とな
る活動を応援・支援
し、
「一口館長」
となっ
ていただける方を募
集いたします。

P3

ガソリンスタンド

館内にお名前が残ります

羽後本荘

秋田市

「一口館長」募集のご案内

