
★check★
博物館
ホームページ

八ヶ岳総合博物館　　73-0300☎
神長官守矢史料館　　73-7567☎

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。

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。

５月の休館日　9日(月)、16日(月)、23日(月)、30日(月)

開館時間　９時～17時

☎76-2270

★5月のプラネタリウム
　　「決着！88星座」

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　５月14日㈯、15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　５月21日㈯　

　　　　13時30分～15時

※申込不要　※参加費無料

ワクワク科学工作
「光の箱を作る」

日時　５月15日（日）

　　　　10時～11時30分

※要申込み、定員16名、

参加費300円

星空観望会

日時　５月７日㈯　

　　　　19時30分～21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。

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

持ち物

定　員

参加費

申　込

５月28日（土）・29日（日）

10時～15時30分

尖石縄文考古館

国宝「土偶」(縄文のビーナス)を実物大で作り、乾

燥後野焼きを体験する講座

尖石縄文考古館土器サークル

小学校5年生以上

お弁当・汚れても良い服装・汚れても良いタオル

2枚 ・ ビニール袋（50㎝×50㎝位のもの） マス

ク着用

10名 （申込多数の場合は抽選）

1,000円

※野焼きは10月10日に行います。

5月15日(日)までに電話にてお申し込みください。

縄文教室①「縄文のビーナスを作ってみよう」

日　時

場　所

内　容

講　師

定　員

参加費

申　込

5月14日（土） 13時30分～15時

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

永明中学校校庭遺跡の発掘調査速報（仮）

文化財課職員

40名（申込先着順）

受講料無料（資料代100円） ※館内を見学

する場合は観覧料が必要

5月13日(金)までに電話にてお申し込みく

ださい。

縄文ゼミナール①

茅野市美術館 寿齢讃歌ー人生のマエストロー写真展 17

開催中 「いのちの輝き・生誕120年 小堀四郎」

〜7 月 4 日（月） 10:00〜18:00　　茅野市美術館 常設展示室　　鑑賞無料

木山裕策と歌声カルテットの

昭和歌謡コンサート

茅野 市民 館

日時　6 月 13 日（月） 14：00 開演 （13：00 開場）

会場　マルチホール

料金 　〈全席自由〉 一般 2,000 円 （当日 500 円増）

【関連イベント】 学芸員による作品解説会

5 月 7 日（土）11:00〜 ロビー

定員 15 名（要事前申込・無料）

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。 おおむね 75 歳以上の方を被写体とした写真

を公募します。 写真は講師による講評を経て美術館に展示し、さらに

作品集に掲載します。 どうぞふるってご応募ください。

胸が高鳴る懐かしの名曲たち。あの時、あの場所で歌っ

た曲…。 懐かしのあの歌を楽しみましょう！

応募期間　5 月 1日（日）〜5 月 30 日（月）

被 写 体　おおむね 75 歳以上の高齢者

応募枚数　1 人 3 点まで提出可能

※カラー・モノクロどちらも可

参 加 費　一般／ 1 人 3,000 円

 大学・専門学校生以下／

 1 人 2,000 円

■写真募集

■写真展　9 月 10 日（土）〜9 月 25 日（日）

主催：株式会社マイソングエンタテイメント

共同主催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

※前売で完売した場合、当日券の販売はございません。

出演
木山裕策
（代表曲「home」）

歌声カルテット

第 1 期収蔵作品展

講師：英伸三（写真家）

チケット発売日
4 月 21日（木）

ミュージアム情報

博物館情報
休 館 日

5月2日（月）、6日（金）、9日（月）、16日（月）、

23日（月）、30日（月） （２日、６日は博物館のみ）

開館時間 ９時～17時（史料館は16時30分まで）

休館日〜観覧料項目は文字組なし設定で

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

５月１日、８日、15日、22日、29日、

６月５日　すべて日曜日　６時～８時

青少年自然の森　管理棟前　集合広場

※５月１日は考古館駐車場５時30分集合

無料

４月20日（水）から受付

日　時

場　所

参加費

申　込

鳥見スポット尖石史跡公園・青少年自然の森で
日曜早朝探鳥会

５月22日（日）　13時30分～15時30分

総合博物館

古文書の解読を学ぶ全５回の講座

500円

4月20日（水）から受付

日　時

場　所

内　容

参加費

申　込

古文書解読講座 【第１回】

◆無料開館のお知らせ

5月18日「国際博物館の日」は無料開館します。
無料開館となる施設：尖石縄文考古館、八ヶ岳総合博物館、
神長官守矢史料館

星空に夢を
プロジェクト

※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
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