
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

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

3月の休館日 ７日（月）、14日（月）、22日（火）、28日（月）

開館時間　９時～17時

☎76-2270

未入稿

３月７日（月）、14日（月）、22日（火）、28日（月）

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

３月５日（土） 19時～20時30分

総合博物館

無料

20名

２月20日（日）から受付

※雨天の場合は室内で星 ・ 宇宙のお話をします。

日　時

場　所

参加費

定　員

申　込

博物館で星空観察会

３月26日（土） ①10時30分～正午　

②13時～14時30分

総合博物館

2,500円

大野好弘さん（園芸研究家）

各回10名

３月1日（火）10時から受付

日　時

場　所

参加費

講　師

定　員

申　込

苔テラリウムづくり～らくらくメンテで長く楽しむ～

日　時

場　所

内　容

対　象

持ち物

定　員

参加費

申　込

３月 19 日 （土）

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

縄文博士への第一歩！縄文検定初級の開催

茅野市在住 ・ 在勤の方、 茅野市博物館の

学習会員の方、 日本遺産 「星降る中部高

地の縄文世界」 の構成文化財を所蔵する

市町村に在住の方

筆記具、 ノート

40 名 （申込先着順）

無料

３月 18 日 （金） までにお電話でお申し込

みください。

尖石縄文検定初級

内　容

返却期間

令和３年10月９日に、尖石縄文考古館にてタイムカ

プセルの開封式を執り行いました。

封入されていた手紙は、尖石縄文考古館に保管し

てあります。詳しい内容は尖石縄文考古館ホーム

ページに掲載してあります。返却をご希望の方は、

考古館までお問い合わせ下さい。

　　令和４年２月１日（火）～令和５年２月１日（水）

→小学校や団体、 個人など様々な方

からの手紙が封入されていました。

茅野市 5000 年祭記念タイムカプセル
封入物の返却

★３月のプラネタリウム
　　「シリウス B に挑戦」

土日祝日の10時30分～、13時30分～

※定員8名、要事前予約。要通常入館料。

さきおりでランチョンマット

日時　３月12日㈯、13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

古文書相談会

日時　３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　３月26日㈯　

　　　　19時～20時30分

場所　北部中学校天体ドーム

※要申込み、定員20名、参

加無料。雨天曇天の場合

は中止。

昼間の星をみる会

日時　3月13日（日）

　　　　10時～11時

場所　北部中学校天体ドーム

※要申込み、定員20名、参

加無料。 雨天曇天の場合

は中止。

茅野 市民 館 Light It Up Blue ちの 2022

　　　　〜ひろがれ！ 青い光がつなげるこころ〜

いろいろな個性を持つ人たちが「まぜこぜ」にいる社会。 「違い」にふれ

て認めあい、広く、ゆるく、つながっていく。 ともに生きる命とつながる

感性あふれる地域社会をめざし、毎年 4 月 2 日の「世界自閉症啓発デ

ー」にあわせ、茅野市民館をライトアップし、青い光で包みます。

関連企画 「まぜこぜフェス」

4 月 2 日（土）　ロビー

●まぜこぜアートワークショップ 『ART IN BLUE』

　〜あなたの青「ブルー」を表現してみよう！〜

　13:00〜16:00（予定）　講師：西川直子

　参加費：無料　 定員：30 名程度（お申込みください）

●まぜこぜ shop2022　13：00〜16:30（予定）　　

●ほっしー☆とあそぼう　17:30〜18:00（予定）

　 出演：ほっしー☆　　参加費：無料

関連企画 「“つながる”パネル展示」

３月 13 日（日）〜4 月 9 日（土）9:00〜19:00　スロープ

 ブルーライトアップ

4 月 2 日（土） 18:30〜22:00

【カウントダウン】 18:15〜18:30

4 月 3 日（日）〜9 日（土） 19:00〜22:00 

茅野市民館・茅野市美術館  事業アイデア募集 2022→2023茅野 市民 館 茅野市美術館

茅野市民館・茅野市美術館では、地域のみなさんから事業についての

アイデア提案を募集します。 詳しい内容や申込み方法はウェブサイトをご

覧いただくか、茅野市民館までお問合せください。

募集期間　3 月 2 日（水）〜3 月 31日（木）

対　　　象　どなたでも（個人・グループ不問）

※アイデアの内容やご意見は 2023 年度茅野市民館・茅野市美術館の事業

　 検討に生かします。

http://www.chinoshiminkan.jp/

info/2023idea.html

３月１９日（土）～５月２９日（日）

長い歴史がある御柱祭。御柱祭の起源について記され 
た古文書や、古い写真・史料などを通じて、これまでの 
御柱祭の様子を伝えます。 

料金 各館とも、通常入館料 

【神長官守矢史料館】 
        ☎７３-７５６７ 

大宮御造営之目録［写］
嘉暦四年（1329年）三月（明治5年写） 

御柱の起源を記した 
最古の年号をもつ史料 

宝殿造営についての記述とともに、
御柱を負担する郷村として大井
庄（佐久市岩田村）、小県郡小泉
庄（上田市小泉）などが記載され
ており、信濃国中で御柱を行って
いたことが分かる。 

企画展「御柱祭」 
神長官守矢史料館・八ヶ岳総合博物館 

会期 令和４年（2022年） 

展示物の 
みどころ 

戦前の木落しの様子 薙鎌 (なぎがま)

【八ヶ岳総合博物館】 ☎７３-０３００ 

諏訪神社に古来より伝わる神器 

薙鎌は、上社見立てのときに、御柱に決まった木に
打ち付けられる。諏訪明神は、風を収める、風を凪
ぐ神といわれる。「おまじない」の道具として、平安
時代頃から使われたと思われる。 

展示物の 
みどころ 
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