
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

さきおりでランチョンマット

日時　２月12日㈯、13日㈰、

　　　　　　　25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 「静電気で遊ぼう」

日時　２月13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。

古文書相談会

日時　２月26日㈯　

　　　　13時30分～15時

※申込不要

※参加費無料

星空観望会

日時　２月 26 日㈯　

　　　　19 時～ 20 時 30 分

場所　北部中学校天体ドーム

※要申込、 参加無料

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。

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
★check★
博物館

ホームページ

休 館 日

開館時間

観 覧 料

2月の休館日 7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、
 24 日（木）、28 日（月）

開館時間
　９時～17時

☎ 76-2270

９時～17 時 （史料館は16時30分まで）

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

2月7日（月）、 14日（月）、 21日（月）、

24日（木）、 28日（月）

考古館通信 Vol.4

下手な土器

たいていの博物館に展示している縄文土器に比べて、 出

来が今一つと感じられる土器があります。 茅野市内の縄

文時代の遺跡からも、 そのような土器が出土していて、

考古館の一角に 「下手な土器」 として展示しています。

「次に作る予定の土器の試作品だ」 とか、 「子どもが作っ

た土器だ」 とかいろいろな可能性があります。 実物をご

覧になって、 その造形やなぜそのような土器があるのか、

あれこれ考えてみてはいかがでしょうか。

会　期

場　所

内　容

料　金

2 月 19 日 （土） ～3 月 19 日 （土）

総合博物館

総合博物館で活動した団体の活動記録や作品の展示

通常入館料 （3 月 19 日は入館無料）

活動発表展

日　時

場　所

定　員

申　込

2 月 6 日 （日） 8 時 30 分～10 時 30 分

すわっこランド駐車場

20 名　

1月 20 日 （木） から受付

冬の探鳥会

日　時

場　所

料　金

◆２月のテーマ 「冬の天の川」

※定員は各回 8 名。1月20 日（木）から受付。

2 月の土日祝日 10 時 30 分～、 13 時 30 分～

※5 日 （土）、 6 日 （日） を除く

総合博物館

通常入館料

日　時

場　所

料　金

◆特別投影メガスター CLASS

※定員は各回 8 名。1月20 日（木）から受付。

2 月 5 日 （土）、 6 日 （日） 13 時、 14 時、 15 時

総合博物館

通常入館料

プラネタリウム投影

茅野市民館をサポートしませんか 2021

「見えるもの、 見えないもの」

茅野市美術館

〜３月２７日（日） １０：００〜１８：００　

茅野 市民 館

第 13 回冬季合同公演「フランダースの負け犬」

［展示作家］矢﨑博信、立川義明、松澤宥、細川宗英、桜井寛、中沢優子、中村梧郎

日時　2 月 13 日（日）13：30 開演（13：00 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） 

蓼科高原音楽祭 ～花咲くコンサート～

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

※詳しくはお問合せください

チケット情報諏訪地区高等学校演劇連盟

諏訪地区の高校演劇部が合同で舞台をつくりあげ、上演します。

主催　諏訪地区高等学校演劇連盟
共催　茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

～蓼科にクラシック音楽の花束を～

国内外で活躍するアーティストによるコンサート。 耳なじみの

ある名曲や日本の歌を含む親しみやすいプログラムでクラシッ

クの魅力をお届けします。

料金 〈全席自由〉 各公演 3,000 円　 発売日 1月 29 日（土）

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第４期収蔵作品展

［映像特別編］　日程　2 月 6 日（日）、26 日（土）　

講　 師　上田謙太郎（映像作家）
参加費　無料 （事前にお申込みください）

矢﨑博信《作品（怪物と女体）》1938 年頃

※未就学児の入場はご遠慮ください

瀬﨑明日香ヴァイオリン・リサイタル

日時　３月 6 日（日）１４：００開演（13：３０開場）

会場　コンサートホール 

東條茂子フルート・リサイタル

日時　３月５日（土）１４：００開演（13：３０開場）

会場　コンサートホール 

常設展示室、観覧無料　
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