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

博物館情報

1月1日（土）〜3日（月）、11日（火）、12日（水）【博物館のみ】、
17日（月）、24日（月）、31日（月）

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

プラネタリウム一般投影 1月「2022年の天文現象」

守矢史料館企画展 「寅年の古文書」
会 期 1 月 4 日 （火） ～ 3 月 18 日 （金）
場 所 神長官守矢史料館
内 容 寅年に作成された
古文書・古記録
などで、 むかしの
寅年に何があった
か展示します。
料 金 通常入館料

10時～11時30分と

19時～20時30分

※申込不要

場所 北部中学校天体ドーム

※参加費無料

※要申込、参加無料

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

開館時間
９時～17時
☎ 76-2270

1日（土）～ 3 日（月）、11日（火）、
17日（月）、24日（月）、31日（月）
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。

考古館通信 Vol.3

の展示を行います。 小中学生の力作を多
くの方にご覧いただきたいと思います。

書写の部

中諏 （茅野市 ・ 原村） の小中学生の作品展

茅野市の小中学生の作品展

会期

会期
（木）

～ 1/24

1/29

（月）

会場

日時 1月16日㈰

茅野市美術館企画展示室

10時～11時30分
※定員16名、要申込。

入場無料

参加費300円。対象は小学生。

（土）

～ 2/4

（金）

9 ： 00 ～ 21 ： 30
（日曜日は 17：30、 最終日は 16：00 まで）

会場

茅野市中央公民館
入場無料

茅野市塚原一丁目 1 番 1 号（JR 茅野駅東口直結）

尖石縄文考古館
1月の休館日

優秀と認められた図工 ・ 美術 ・ 書写作品

9 ： 00 ～ 18 ： 00 （最終日は 15 ： 00 まで）

日時 1月8日㈯、9日㈰

Culture ＆ Art

図工 ・ 美術の部
1/20

さきおりでランチョンマット 作って遊ぼう！ワクワク科学工作
「スノードーム」

日時 1月22日㈯

13時30分～15時

※定員 8 名、要事前予約。
要通常入館料。

小中学生
作品展

※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。

星空観望会

日時 1月22日㈯

日 時 土日祝日の10：30〜、 13：30〜

慶長19(1614)年3月 信州諏方御頭帳

定例イベントスケジュール
古文書相談会

文化・芸術

★check★
博物館
ホームページ

休 館 日

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/

茅野市民館

茅野市民館をサポートしませんか 2021

演劇の種 オンラインで 育てましょ！
会わずにつながる演劇部
講 師 柏木陽（NPO法人演劇百貨店代表／演劇家）
参加費 無料 （事前にお申込みください）
このワークショップは原則オンラインで行います。 お
手持ちの PC・タブレット・スマートフォンでご参加くだ
さい。 参加方法や参加日程など、 詳しくはお気軽に
お問合せください。

茅野市民館で演劇を楽しむクラブ活動。
今年度はいろんな表現の“種”をオンラインでつなげて遊んでみます。
［ゆったりコース］ 1/21（金）、 2/25（金）、 3/25（金）
演劇の入口「台本」を読んでみます。 はじめて演劇にふれる方、ウェルカム！
［がりがりコース］ 1/14（金）、2/4（金）、2/18（金）、3/11（金）、3/21（月・祝）
それぞれの生活のなかのことを持ち寄って、 オンラインでできる演劇を試し
てみます。
［まとめの会］ 3/27（日） ※茅野市民館を会場に開催する予定です
「ゆったり」「がりがり」の参加者が一緒に活動を振り返ります。
※日曜・祝日を除き 19:00 開始を予定しています

雪に閉ざされた、 与助尾根遺跡
厳寒期、 縄文人はどのような生活をしていた
のでしょうか？
男たちは雪の野山で狩猟を行い、 女たちは家
の中でカゴ細工などの手仕事をしていたものと
考えられています。

茅野市美術館

アートで地域をサポートしませんか 美術館編

茅野市民館

ピアノ ×ヴァイオリン × チェロ

美術館の活動やさまざまなアートについて知り、 体験する講座です。 鑑賞か
ら一歩ふみだして、 美術館をもっと楽しんでみませんか？

ル・レーヴ ピアノ三重奏団 コンサート

日 程 1/23（日）、1/30（日）、 2/5（土）、 2/12（土）、 2/19（土）
参加費 無料（事前にお申込みください） ※内容など詳しくはお問合せください

日時 １月１５日（土）１４：００開演（13：３０開場）
会場 コンサートホール
出演 ル・レーヴ ピアノ三重奏団
料金 〈全席自由〉 一般 :500 円、 小・中学生 : 無料
（要事前受付） ※未就学児の入場はご遠慮ください

茅野市美術館

第４期収蔵作品展

1 月１０日（月・祝）〜３月２７日（日） １０：００〜１８：００ 常設展示室、 観覧無料

※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

19

●図書室・常設展示室 10:00～18:00

18

