
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。

※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

http://www.chinoshiminkan.jp/

茅野市塚原一丁目1番1号 （JR茅野駅東口直結）

休館日 火曜日（火曜が祝日の場合、翌平日）、年末年始

〜蓼科にクラシック音楽の花束を !!! 〜

蓼科高原音楽祭 秋のコンサート 「赤とんぼ」

寿齢讃歌

人生を積み重ねた高齢者の奥深い表情や

生活を営む姿を大切に記録し、未来に残し

たい。 お年寄りを

被写体に、 地域を

はじめ全国から寄

せられた公募写真

を展示します。

会期　９月１７日（金）〜１０月３日（日）

　　　　１０：００〜１８：００　火曜休館

会場　企画展示室　　観覧料　無料　

【関連展示】思い出の寿齢讚歌－刻の重なり－

日時　１０月２日（土） １４：００開始（１３：３０開場）　 会場　コンサートホール

出演　藤原功次郎（トロンボーン）、原田恭子（ピアノ） 

チケット（全席指定） 2,000 円　※８月２１日（土）発売開始

蓼科高原からクラシック音楽の魅力をお届けするコンサート。 国

際的に活躍するトロンボーン奏者・藤原功次郎さんを迎え、誰も

が一度は耳にしたことがある名曲をトークを交えてご紹介します。

主催：蓼科高原音楽祭実行委員会

共同主催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

茅野 市民 館

11月に開催する「第 27 回長野県聴覚障害者大会 in 諏訪」を前に、全日本ろうあ

連盟創立７０周年記念映画『咲む（えむ）』の南信地区上映会を開催します。

日程　９月４日（土） 　 会場　コンサートホール

上映時間　①１０：３０ ②１４：００ ③１８：００ （各回３０分前開場）

料金　高校生以上：1,200 円、小・中学生：５００円、未就学児無料

主催：社会福祉法人長野県聴覚障害者協会 南信地区上映会実行委員会

共催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造
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今年度の公募写真より

茅野 市民 館

ⓒbozzo

茅野市美術館 第２期収蔵作品展

会期　９月１７日（金）〜１０月３１日（日）

　　　　１０：００〜１８：００　火曜休館

会場　常設展示室　　観覧料　無料　

茅野市美術館

とき

 『咲む』 南信地区上映会 in 茅野　

永明中学校校庭遺跡の発掘調査を実施しています

永明小学校 ・ 中学校建替え事業に伴い、 新校

舎建設予定地(現永明中学校校庭)の約 5,800㎡

で発掘調査を行っています。

発掘地は弥生時代後期 (3世紀 )の集落遺跡で

す。 塚原地区には弥生時代から奈良 ・ 平安時代に

かけての遺跡が集中しています。 本遺跡は昭和

45 年の中学校校庭の造成に際して土器などが発

見されたことから遺跡として確認されました。 

本年度 4 月から発掘を開始し、 現在までに弥生

時代および平安時代の竪穴住居址、 弥生時代以

降の旧河道などが見つかっています。

８月末に現地説明会を開催し、 調査成果を一般

に公開する予定です。

問　文化財課文化財係　☎76-2386

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

休 館 日

開館時間

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

９月の休館日　6日(月)、13日(月)、21日(火 )、27日(月)

開館時間

　９時～17時

☎76-2270

★プラネタリウム

9 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　９月 11 日㈯、 12 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

作って遊ぼう！ワクワク科学工作
「振動の不思議な世界」

日時　９月 12 日㈰

　　　　10 時～ 11 時 30 分

※定員 16 名、 要申込。

　　参加費 300 円。 対象は小学生。

古文書解読講座 （４回目）
日時　夜コース９月 16 日㈭　

　　　　19 時～ （２時間）

　　　昼コース９月 12 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 4 回目

古文書相談会
日時　９月 25 日㈯　

　　　　13 時 30 分～ 15 時

※申込不要

※参加費無料

星空観望会
日時　９月４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

場　所

内　容

講　師

持ち物

参加費

申　込

９月 16 日 （木） 13 時～ 15 時

八ヶ岳総合博物館

博物館周辺のコケ観察と学習

平岡照代さん （平岡環境科学研究所）

歩きやすい服装、 飲み物、 記録帳

無料

８月 20 日 （金） から電話で受付

日　時

講　師

内　容

参加費

持ち物

申　込

９月 24 日 （金） ９時～ 16 時

小山明人さん （菌類懇話会）

吉田山のキノコ観察～博物館でキノコ学習

無料

昼食、 飲み物、 歩きやすい服装

８月 20 日 （金） から電話で受付

コケ観察会

日　時

場　所

9 月 25 日 （土） ～ 26 日 （日） 10 時～ 16 時

茅野市中央公民館

キノコ展

キノコ観察会

9月6日（月）、13日（月）、21日（火）、27日（月）
※史料館は24日（金）も休館

９時～17時（史料館は16時30分まで）

日　時
場　所
内　容
講　師
定　員
参加費
申　込

９月 11 日 （土） 13 時 30 分～ 15 時
尖石縄文考古館ガイダンスルーム
尖石遺跡出土の土偶と芯材
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要観覧料
前日までに電話でお申し込みください。

縄文ゼミナール②

日　時
場　所
内　容

定　員
参加費
申　込

9 月 23 日 （木 ・ 祝） 19 時～ 20 時
尖石縄文考古館ガイダンスルーム
照明を落とした夜の考古館を見学し、 より縄文
時代に近い状態で展示物を見る講座
20 名 （申込多数の場合は抽選）
受講料 1000 円 （プレゼントつき）
９月１日㈬～９月19日㈰に電話でお申し込みください。

縄文を楽しむ①「ナイトミュージアム」

日　時

場　所

内　容

定　員

参加費

申　込

9 月 26 日 （日） 10 時～ 12 時

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

国宝 「土偶」 ( 縄文のビーナス ) のレプリカを、

実際に触れて持ってみて、 その感覚を学芸員

や参加者同士で語り合う講座

10 名 （申込多数の場合は抽選）

受講料 1000 円

9 月 7 日㈫～ 9 月 22 日㈬に電話でお申し込

みください。

縄文を楽しむ②
「縄文のビーナス （レプリカ） を持ってみよう」
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