
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/

休 館 日 8 月 2 日、 10 日、 16 日、 23 日、 30 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

申　込

8 月 29 日 （日）①10 時～②13 時～

八ヶ岳総合博物館

藍の生葉で絹のストールを染めます。

各回６名 （要申込）

2,000 円 （材料費）

８月３日（火）10時 から電話で受付

日　時

集合場所

講　師

内　容

参加費

持ち物

申　込

8 月 21 日 （土） 8 時 30 分～

横谷峡駐車場

岩波均さん （市民研究員植物グループ指導者）

蓼科湖～乙女滝遊歩道周辺の植物観察

無料

歩きやすい服装、 飲み物、 記録帳等

７月 20 日 （日） から電話で受付

草木染

日　時

場　所

8 月 7 日 （土） ～ 10 月 10 日 （日）

神長官守矢史料館

企画展 「諏方上社の五官祝～中世編～」

植物観察会　in　蓼科

★プラネタリウム

８月の投影はありません。

さきおりでランチョンマット

日時 ８月７日㈯、 ８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

古文書解読講座 （3 回目）

日時 夜コース８月 26 日㈭　

19 時～ （２時間）
昼コース８月 22 日㈰

13時30分～ （２時間）

※申込不要

※参加費 500 円 （初回のみ）

※全６回の講座の３回目

古文書相談会
日時　８月 28 日㈯　

　　　　13 時 30 分～ 15 時

※申込不要

※参加費無料

星空観望会
日時　８月 14 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

８月の休館日（2日（月）、10日（火）、16日（月）、23日（月）、30日（月））

開館時間

　９時～ 17 時

☎76-2270

日　時

場　所

内　容

講　師

定　員

参加費

申　込

８月７日 （土） 13 時 30 分～ 15 時

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

尖石遺跡出土の土器付着物分析と黒曜石の産地推定

分析

茅野市文化財課職員

40 名 （申込先着順）

資料代 100 円※館内を見学する場合は観覧料が必

要です

7月13日(火)～前日に電話でお申し込みください。

縄文ゼミナール①

※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

茅野市美術館　夏の企画展

茅野市美術館では、諏訪地域ゆかりの工芸家 22 人の展覧会を開催します。

陶芸、金工、漆芸、皮革、七宝、木工、漆喰など、土地の風土や環境と密接に

関わる工芸の多彩な表現を紹介します。 作家が探究し表現する様々な作品と

の出会いを通じて、この地の工芸の流れをお楽しみください。

本展は宝くじ助成金を
使い実施します

会　 期　７月２３日（金・祝）〜８月22日（日）

　　 １0:00〜18:00　※火曜休館

観覧料　一般５００円、高校生以下無料
※障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方と付添 1 名は無料

工芸と出会う−この地の流れ

アーティストトーク　７/31（土）

親子のためのアート体験「みて、つくる–自分だけの〈工芸〉」 ８/８（日・祝）

きてみて！ギャラリーツアー　８ /11（水）

学芸員による作品解説会 　８ /15（日）

【関連イベント】 ※要事前申込み。 詳しくはお問合せください。

小川天香（漆喰）、北原三佳（鋳金）、和泉湧清（鋳金）、小口正二（漆）、宮坂房衛（彫金）、小川

正波（鍛金）、 浜達也（彫金）、 三村昌弘（彫金）、 五藤慶子（皮革）、栁澤香樹（皮革）、長田豊土

（陶）、宮坂正木（七宝）、和泉清（鋳金）、島立幸男（漆）、和泉湧三（鋳金）、 土岐千尋（木工）、竹

森公男（漆）、小松幸代（陶）、伊藤彰敏（陶）、小口稔（磁）、飯山和俊（陶）、向山伊保江（七宝）

出品作家（生年順）

ザワメキアート展 2021

会期　8 月 28 日（土）〜9 月 12 日（日） １０：００〜１８：００　会場　茅野市美術館　　観覧無料

The Invisible Landscape 80人がつくる風景

茅野 市民 館 茅野 市民 館

映画 『道草』 上映・トーク会

Light It Up Blue ちの 2021 関連企画

日時　8 月 29 日（日） 13：30 開始（13：00 開場）

会場　茅野市民館マルチホール　料金　無料　※事前にお申込みください

トークゲスト　宍戸大裕監督（来場またはリモートにてご参加いただきます）

主催：長野県、長野県教育委員会、信州ザワメキアート展2021実行委員会 　共催：茅野市美術館

第二回万華鏡コンサート

日時　8 月 9 日（月・休）

13：00 開始 （12：00 開場）

会場　茅野市民館マルチホール

出演　公募による演奏者

特別出演　山野安珠美 

料金　無料　※事前にお申込みください

邦楽の会

長野県内ゆかりの邦楽愛好家が

プロ、アマを問わず舞台に立ち、

演奏を発表し合います。 万華鏡

のように、その瞬間そこでしか出

会えない、きらきら光る邦楽の魅

力をお届けします。

主催：邦楽の会

共催：茅野市民館指定管理者

株式会社地域文化創造

企画：琴光堂和楽器店

茅野市美術館

主催：Light It Up Blue ちの 実行委員会　共同主催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

介護者付きでひとり暮らしをする知的障がい者の人々を追ったドキュ

メンタリー映画の上映とトークイベントを開催します。

バリアフリー字幕、音声ガイド付上映 （音声ガイドはお申込みください）

【オンライン配信】ご来場いただけない方に向けて、映画とトークそれぞれのオンライン配信も行い

ます。 お手持ちの機器でご視聴ください。 　※お申込みにはメールアドレスが必要です

長野県の障がいのある人の表現を紹介する公募展「ザワメキアート展」。 2016〜2019 年度

の公募展で入選した 80 名の皆さんの作品を一堂に集めた集大成となる展覧会です。
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※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。
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http://www.chinoshiminkan.jp/

休 館 日 8 月 2 日、 10 日、 16 日、 23 日、 30 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
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場　所
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8 月 29 日 （日）①10 時～②13 時～

八ヶ岳総合博物館
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2,000 円 （材料費）

８月３日（火）10時 から電話で受付

日　時

集合場所

講　師

内　容

参加費

持ち物

申　込

8 月 21 日 （土） 8 時 30 分～

横谷峡駐車場

岩波均さん （市民研究員植物グループ指導者）

蓼科湖～乙女滝遊歩道周辺の植物観察

無料

歩きやすい服装、 飲み物、 記録帳等

７月 20 日 （日） から電話で受付

草木染

日　時

場　所

8 月 7 日 （土） ～ 10 月 10 日 （日）

神長官守矢史料館

企画展 「諏方上社の五官祝～中世編～」

植物観察会　in　蓼科
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日時　８月７日㈯、 ８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

古文書解読講座 （3 回目）

日時 夜コース８月 26 日㈭　

19 時～ （２時間）
昼コース８月 22 日㈰

13時30分～ （２時間）

※申込不要

※参加費 500 円 （初回のみ）

※全６回の講座の３回目

古文書相談会
日時　８月 28 日㈯　

　　　　13 時 30 分～ 15 時

※申込不要

※参加費無料

星空観望会
日時　８月 14 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

８月の休館日（2日（月）、10日（火）、16日（月）、23日（月）、30日（月））

開館時間

　９時～ 17 時

☎76-2270

日　時

場　所

内　容

講　師

定　員

参加費

申　込

８月７日 （土） 13 時 30 分～ 15 時

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

尖石遺跡出土の土器付着物分析と黒曜石の産地推定

分析

茅野市文化財課職員

40 名 （申込先着順）

資料代 100 円※館内を見学する場合は観覧料が必

要です

7月13日(火)～前日に電話でお申し込みください。

縄文ゼミナール①

※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

茅野市美術館 夏の企画展

茅野市美術館では、諏訪地域ゆかりの工芸家 22 人の展覧会を開催します。

陶芸、金工、漆芸、皮革、七宝、木工、漆喰など、土地の風土や環境と密接に

関わる工芸の多彩な表現を紹介します。 作家が探究し表現する様々な作品と

の出会いを通じて、この地の工芸の流れをお楽しみください。

本展は宝くじ助成金を
使い実施します

会　 期 ７月２３日（金・祝）〜８月22日（日）

１0:00〜18:00 ※火曜休館

観覧料 一般５００円、高校生以下無料
※障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方と付添 1 名は無料

工芸と出会う−この地の流れ

アーティストトーク ７/31（土）

親子のためのアート体験「みて、つくる–自分だけの〈工芸〉」８/８（日・祝）

きてみて！ギャラリーツアー ８ /11（水）

学芸員による作品解説会 　８ /15（日）

【関連イベント】 ※要事前申込み。 詳しくはお問合せください。

小川天香（漆喰）、北原三佳（鋳金）、和泉湧清（鋳金）、小口正二（漆）、宮坂房衛（彫金）、小川

正波（鍛金）、 浜達也（彫金）、 三村昌弘（彫金）、 五藤慶子（皮革）、栁澤香樹（皮革）、長田豊土

（陶）、宮坂正木（七宝）、和泉清（鋳金）、島立幸男（漆）、和泉湧三（鋳金）、 土岐千尋（木工）、竹

森公男（漆）、小松幸代（陶）、伊藤彰敏（陶）、小口稔（磁）、飯山和俊（陶）、向山伊保江（七宝）

出品作家（生年順）

ザワメキアート展 2021

会期　8 月 28 日（土）〜9 月 12 日（日） １０：００〜１８：００　会場　茅野市美術館　　観覧無料

The Invisible Landscape 80人がつくる風景

茅野 市民 館 茅野 市民 館

映画 『道草』 上映・トーク会

Light It Up Blue ちの 2021 関連企画

日時 8 月 29 日（日） 13：30 開始（13：00 開場）

会場 茅野市民館マルチホール 料金 無料 ※事前にお申込みください

トークゲスト 宍戸大裕監督（来場またはリモートにてご参加いただきます）

主催：長野県、長野県教育委員会、信州ザワメキアート展2021実行委員会 　共催：茅野市美術館

第二回万華鏡コンサート

日時 8 月 9 日（月・休）

13：00 開始 （12：00 開場）

会場 茅野市民館マルチホール

出演 公募による演奏者

特別出演　山野安珠美 

料金 無料　※事前にお申込みください

邦楽の会

長野県内ゆかりの邦楽愛好家が

プロ、アマを問わず舞台に立ち、

演奏を発表し合います。 万華鏡

のように、その瞬間そこでしか出

会えない、きらきら光る邦楽の魅

力をお届けします。

主催：邦楽の会

共催：茅野市民館指定管理者

株式会社地域文化創造

企画：琴光堂和楽器店

茅野市美術館

主催：Light It Up Blue ちの 実行委員会　共同主催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

介護者付きでひとり暮らしをする知的障がい者の人々を追ったドキュ

メンタリー映画の上映とトークイベントを開催します。

バリアフリー字幕、音声ガイド付上映 （音声ガイドはお申込みください）

【オンライン配信】ご来場いただけない方に向けて、映画とトークそれぞれのオンライン配信も行い

ます。 お手持ちの機器でご視聴ください。 ※お申込みにはメールアドレスが必要です

長野県の障がいのある人の表現を紹介する公募展「ザワメキアート展」。 2016〜2019 年度

の公募展で入選した 80 名の皆さんの作品を一堂に集めた集大成となる展覧会です。
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