
   

 

 

 

   みなとの博物館ネットワーク・フォーラム  
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■会員証の発行 

フォーラムの会員証を発行しています。 

この会員証を提示すると会員証 1 枚につき同伴

を含む 3 名が加盟する博物館に入場料無料とな

ります! 

 

■会員助成制度の実施 

会員博物館の開催するイベントや企画展に対する助成制度により、会員の活動を支

援しています。 

 

■スキルアップ交流会の開催 

来館者数増などを目的として、会員博物館等の実務に携わる職員の資質向上を図る

ため、スキルアップ交流会を開催しています。 

 

■博物館情報の配信 

フォーラムの活動実績、各会員博物館の紹介やイベント情報等をメールにて配信し

ています。 

 

■企画委員会の開催 

みなとの博物館の振興やみなとの博物館を活用した地域振興のためのさまざまな方

策について検討しています。 

 

■ホームページでの情報発信 

フォーラムの活動や各会員博物館、イベント等に関する最新情報を紹介しています。 

     https://www.waterfront.or.jp/portmuseum/へ GO! 

日本のみなとまちには、多くの「みなとの博物館」があり、港の役割や歴史の紹介、

情報発信や交流の場として重要な役割を果たしています。 

しかし、このような博物館がどれ位の人々に知られているでしょうか。すばらしい情

報のつまった博物館がもっと多くの人々に利用され、親しまれるようにするために

は、視点を変えた発想や運営面での工夫などが必要となります。 

そこで、平成 16 年 6 月、「みなとの博物館」の関係者や港湾管理者が中心となり、

「みなとの博物館ネットワーク・フォーラム」を設立しました。このフォーラムを通

じ、多彩なアイディアを結集し、積極的に相互協力することで、活気みなぎる「みな

との博物館」の形成を目指しています。 

港の文化と歴史を次の世代へ豊かに伝えるための「みなとの博物館ネットワーク・

フォーラム」。多くのみなさまのご参加をお待ち申し上げております。 



   

 

 

みなとの博物館ネットワーク・フォーラム 加盟博物館一覧 

 

 

 （北海道） 苫小牧ポートミュージアム 

 （青森県） あおもり北のまほろば歴史館、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 

 （山形県） 山形県酒田海洋センター 

 （千葉県） みなとオアシス“渚の駅”たてやま（館山市立博物館分館） 

 （東京都） 東京臨海部広報展示室 ＴＯＫＹＯミナトリエ、船の科学館、物流博物館 

公益財団法人日本海事センター 海事図書館、東京海洋大学 百周年記念資料館・明治丸記念館 

 （神奈川県）横浜みなと博物館、日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸 

 （新潟県） 新潟市歴史博物館『みなとぴあ』 

 （富山県） 日本海交流センター 

 （石川県） 七尾フィッシャーマンズ・ワーフ、石川県銭屋五兵衛記念館 

 （福井県） みくに龍翔館、敦賀市立博物館 

 （静岡県） 道の駅｢開国下田みなと」（ハーバー＆ＪＧＦＡカジキミュージアム)、フェルケール博物館 

 （愛知県） 蒲郡市生命の海科学館、名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ 

 （三重県） うみてらす１４、海の博物館 

 （兵庫県） 神戸海洋博物館、神戸大学海事博物館、神戸築港資料館ピアしっくす、西宮市貝類館 

 （鳥取県） 海とくらしの史料館 

 （広島県） 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム） 

 （香川県） 瀬戸内海歴史民俗資料館（香川県立ミュージアム分館）、琴平海洋博物館（海の科学館） 

 （福岡県） 関門海峡ミュージアム、わかちく史料館（若築建設） 

       博多港ベイサイドミュージアム・博多ポートタワー 

 （長崎県） 新上五島町鯨賓館ミュージアム、南島原市口之津歴史民俗資料館 

 

会員募集中！ 

■会員証を提示すると会員証 1 枚につき同伴を含む 3 名が加盟する博物館で入場料優待となります。 

■会員博物館の開催するイベントや企画展に対する助成制度により、会員の活動を支援しています。 

■メールマガジンやホームページでイベント情報等を発信しています。 

     https://www.waterfront.or.jp/portmuseum/へ GO! 

  

みなとミュージロー 

(みなとの博物館の案内人) 



   

 

 

博物館名 入場料 優  待

苫小牧ポートミュージアム 無料 無料

あおもり北のまほろば歴史館 310 無料

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 510 無料

山形県酒田海洋センター 無料 無料

みなとオアシス“渚の駅”たてやま（館山市立博物館分館） 無料 無料

東京臨海部広報展示室　ＴＯＫＹＯ ミナトリエ 無料 無料

船の科学館 無料 無料

物流博物館　 200 無料

公益財団法人日本海事センター 海事図書館 無料 無料

横浜みなと博物館　 400(2館共通600）
　（注2）

2施設企画展とも無料

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸
歴史博物館400、氷川丸300

(2館共通500）
無料

新潟市歴史博物館『みなとぴあ』 300 企画展は別途 入場・企画展とも無料

帆船海王丸 400 無料

七尾フィッシャーマンズ・ワーフ 無料 無料

石川県銭屋五兵衛記念館 500 無料

みくに龍翔館 300 無料

敦賀市立博物館 300 無料

道の駅｢開国下田みなと」（ハーバー＆JGFAかじきミュージアム) 500 無料

フェルケール博物館 400 無料

蒲郡市生命の海科学館 500 無料

名古屋海洋博物館・南極観測船ふじ 300（3館共通710）
（注1）

3施設とも無料

うみてらす１４ 310 無料

海の博物館 800 無料

西宮市貝類館 200 無料

神戸海洋博物館 900 無料

神戸大学海事博物館 無料 無料

海とくらしの史料館 410 無料

呉市海事歴史科学館　（大和ミュージアム） 500 無料

瀬戸内海歴史民俗資料館（香川県立ミュージアム分館） 無料 無料

琴平海洋博物館（海の科学館） 450 無料

関門海峡ミュージアム 500 無料

わかちく史料館（若築建設株式会社） 無料 無料

博多港ベイサイドミュージアム・博多ポートタワー 無料 無料

新上五島鯨賓館ミュージアム 210 無料

南島原市口之津歴史民俗資料館                                　 200 無料

神戸築港資料館ピアしっくす 無料 無料

東京海洋大学　百周年記念資料館・明治丸記念館 無料 無料

みなとの博物館ネットワーク・フォーラム　会員証提示による優待について

(注1)　3館　：　名古屋海洋博物館、ポートビル展望室、南極観測船ふじ

(注2)　2館　：　横浜みなと博物館、帆船日本丸

※会員証1枚につき同伴を含む3名が優待を受けられます。



   

 

 

みなとの博物館ネットワーク・フォーラム 入会申込書 

   みなとの博物館ネットワーク・フォーラムに下記の通り入会を申し込みます。 
 

■入会申込日       年  月  日 

■会員名 

ふりがな  

 

(＊団体の場合) 

 ＊代表者名 

 

ふりがな 

氏 名  

＊担当者名 

所属・役職 氏 名 

  

＊ホームページ 

 

URL http://www.  

リンク     可  ・   不可 

■連絡先 

 

個人会員の場合、
会社又は自宅 

 

住所 〒 

 

電話番号 FAX 番号 

  

E-mail（担当者）  

本フォーラムの活動内容に対する要望または関心事項 

 

 

 

＊入会申込みを受理した後、会費請求書を送付させていただきます。（特別会員は除く） 

＊当フォーラムでは、皆様から頂いた「名前、住所、電話番号、メールアドレス」の個人情報は厳重に管

理させて頂き、会員証、会報の送付、その他必要に応じたご案内の利用目的以外に利用いたしません。 

 

  お問い合せ／お申し込み  みなとの博物館ネットワーク・フォーラム事務局 

（一般社団法人ウォーターフロント協会内） 

〒108-0023 東京都港区芝浦 3-11-9 武藤ビル 

           TEL：03-3453-4191 FAX：03-3453-0252 

           E-mail  wf @waterfront.or.jp 
協力：国土交通省港湾局 

本フォーラムは平成 15 年 7 月の観光立国関係閣僚会議により策定された観光立国行動計画に当局の施策として
位置づけられています。 

観光立国行動計画に対する問い合わせ先：国土交通省港湾局海洋･環境課  TEL:03-5253-8685 

 

● 正会員(年会費：5,000 円) 

組織参加するみなとの博物館、並びにみなとの博物館を設置、運営又はそのための費用を負担する団体（公益法人、

特殊法人、民間団体及び民間企業）、並びに地方公共団体(港務局を含む) 

● 特別会員(年会費：無料) 

組織参加する大学、その他の研究機関、若しくはその研究者又は国の関係行政機関。 

● 賛助会員（年会費：個人 １口 3,000 円、団体 1 口 30,000 円 ） 

  


