
定例イベントスケジュール
※申し込みは、前月 20 日（休館日の場合は翌開館日）から電話で受け付けます。

※イベントの詳細はホームページなどでご確認ください。

八ヶ岳総合博物館　　73-0300☎
神長官守矢史料館　　73-7567☎ Culture ＆ Art

Culture ＆ Art

文化・芸術

尖石縄文考古館

考古館ホームページ

掲載されている以外の情報は

ホームページをご覧ください。

博物館情報
★check★
博物館

ホームページ

茅野市塚原一丁目1番1号 （JR茅野駅東口直結）
TEL 82-8222  FAX 82-8223
休館日 火曜日（火曜が祝日の場合、翌平日）、年末年始
http://www.chinoshiminkan.jp/

★プラネタリウム

7 月の投影はありません。

休 館 日 博物館　７月５日、12日、19日、26日

史料館　７月５日～7日、12日、19日、26日

開館時間 ９時～17時 （史料館は16時30分まで）

観 覧 料 博物館　大人 310 円、 高校生 210 円、 小中学生 150 円

史料館　大人 100 円、 高校生 70 円、 小中学生 50 円

日　時

場　所

内　容

定　員

参加費

持ち物

申　込

8 月 1 日 （日） 10 時～正午

八ヶ岳総合博物館

藍の生葉で絹のストールを染めます。

10 名 （要申込）

2,000 円 （材料費）

エプロン、 帽子、 ゴム手袋

７月10日㈯10 時から電話で

受付

日　時

講　師

内　容

参加費

持ち物

申　込

7 月17日 （土） 6時30分～ 15時 （雨天中止）

岩波均さん （市民研究員植物グループ指導者）

御小屋尾根周辺の植物観察

無料

登山の装備 （登山靴、 雨具、 昼食 ・ 行動食等）

6 月 20 日㈰から電話で受付

草木染 植物観察会　in　八ヶ岳日帰り

さきおりでランチョンマット
日時　７月 10 日㈯、 11 日㈰

　　　　10 時～ 11 時 30 分と

　　　　13 時～ 14 時 30 分

※要申込、 参加費 400 円

　小学校高学年以上、 定員５名

ワクワク科学工作 「宝石せっけん」

日時　7 月 18 日㈰　

　　　　10 時～ 11 時30分

※要申込、 参加費300円

小学生が対象、 定員16名

古文書解読講座 （２回目）

日時　夜コース７月 15 日㈭　

　　　　19 時～ 21 時

　　　　昼コース７月 18 日㈰

　　　　13時30分～15時30分

※申込不要

※参加費 500円（初回のみ）

※全６回の講座の２回目

古文書相談会

日時　７月 24 日㈯　

　　　　13 時 30 分～ 15 時

※申込不要

※参加費無料

星空観望会
日時　７月 17 日㈯　

　　　　19 時 30 分～ 21 時

場所　北部中学校天体ドーム

※要申込、 参加無料

日時　7 月 10 日㈯　

　　　　19 時30分～21時

場所　総合博物館

※要申込、 参加無料

博物館で星空観察会

７月の休館日（５日、12 日、19 日、26 日）

開館時間

　９：00 ～17：00

☎76-2270

考古館のロビーには右のマットが敷いてあります。 これは尖石遺跡

から黒曜石の原産地として、 江戸時代から知られていた和田峠の

方向と距離を示したものです。 平均的な日本人の歩幅で 23,885

歩かかります。 縄文人は黒曜石を手に入れるため、 日常的に往復

5万歩以上を歩いていました。 皆さんは一日何歩歩いていますか？

考古館通信　Vol.1

対象は小学生。 往復はがきに、希望する講座 （第 2 希望まで）、参加者氏名、学校、学年、住所、電話番号 （保護者）

を明記し、 お申し込みください。 7 月 5 日消印有効。

※応募者多数の場合、 抽選。 重複の応募の場合は、 無効とさせていただくことがあります。 結果は、 7 月 15 日頃

　 までに返信します。

※キャンセルが発生した場合、 当日 8 時 30 分から電話で参加を受け付けます （先着順）。

申込 ・ 問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

博物館　夏の子ども教室

①食べる宝石 「こはく糖」 を作ろう

　日時　７月 22 日 （木 ・ 祝） 9 時 30 分～正午

※要申込、 定員 16 名 （③は定員 10 名）、 参加費 300 円

⑥ネイチャークラフト工作

　日時　７月 28 日 （水） 9 時 30 分～ 11 時

⑦ペーパークラフト工作

　日時　７月 31 日 （土） 9 時 30 分～ 11 時

⑤パラパラ漫画

　日時　７月 27 日 （火） 9 時 30 分～ 11 時

④紙コップヘリコプター

　日時　７月 25 日 （日） 9 時 30 分～ 11 時

②不思議なストロー工作に挑戦

　日時　７月 23 日 （金 ・ 祝） 9 時 30 分～ 11 時

③ハンカチに藍の生葉で草木染をしよう！

　日時　７月 24 日 （土） 9 時 30 分～ 11 時

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更等が生じる場合がございます。また当面の間、開館時間等を以下のとおりといたします。
●開館時間（正面・東西通路入口） 9:00～19:00　●受付時間（事務室窓口） 9:00～20:00　●図書室・常設展示室 10:00～18:00

茅野 市民 館

小池博史ブリッジプロジェクト 「壊れた時間のバラタ」上映会

主催：株式会社サイ　　共同主催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

日　 時　７月９日（金）

　　　　　 19:00 開始（18:30 開場）

会　 場　マルチホール

料　 金　無料　※事前にお申込みください

トーク　小池博史さん（リモート出演）

国内外で活躍する空間演出家・小池博

史さんによる短編映画「壊れた時間の

バラタ」を上映します。 インド叙事詩マ

ハーバー ラ タを 題 材 に、 世界 のパ

フォーマーと共に制作。 壮大な物語か

らエッセンスを絞り込み、 身体表現、

アニメーション、音楽などで表現した

作品です。

Photo by HIROSHI KOIKE

昨年延期となり、今夏上演される舞台「完

全版マハーバーラタ」のスピンオフ。 茅野

市民館では２０１８年、「新・伝統舞踊劇 

幻祭前夜 2018〜マハーバーラタより」を

上演し、多様な舞踊・芸能による舞台に

感嘆の声をいただきました。

※上映・トーク合わせて約80分の予定です

茅野市美術館 展覧会情報

工芸と出会うーこの地の流れ

会　 期　７月２３日（金・祝）〜８月22日（日）

　　　　   １0:00〜18:00

会　 場　茅野市美術館

観覧料　一般５００円、高校生以下無料

茅野市美術館 企画展

※障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方と付
　 添 1 名は無料

小口正二《長閑なる憩》
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