
★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。

8月の休館日　22日(月)、29日(月)

開館時間　９時～17時

☎76-2270

日　時

内　容

対　象

8月21日 （日）

「仮面の女神」 国宝指定日につき、 茅野市縄文

ふるさと応援団の方は観覧料無料です。

ふるさと応援団の登録証をお持ちの方

茅野市縄文ふるさと応援団観覧料無料

内　容

返却期間

平成12年(2000年)に行われたタイムカ

プセルの封入物の返却を行っています。

お心当たりのある方は、 尖石縄文考古館ま

でお問い合わせ下さい。

令和5年2月1日 （水） まで

タイムカプセル封入物の返却

→タイムカプセルには、

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。

▲茅野市縄文ふるさと応援団ロゴマーク

ミュージアム情報

博物館情報
休 館 日

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

※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

8月11日（木・祝）、28日（日）

①10：00〜11：30

②13：30〜15：00

総合博物館

博物館で育てた藍の葉で

絹のストールを染めます。

各回6名

2,000円（材料代含）

ゴム手袋、よごれてもいい服装

7月20日（水）から受付

日　時

場　所
内　容

定　員
参加費
持ち物
申　込

草木染（藍の生葉染め） 植物観望会

8月6日（土）

8時30分～15時

総合博物館周辺

市民研究員植物グループ

20名

無料

7月20日（水）から

受付

日　時

場　所
講　師
定　員
参加費
申　込

8月27日（土）　
13時30分～15時
総合博物館
活動10年目の「市民研究員活動」
の意義などをお聞きします。これか
ら活動に参加してみたい方も歓迎。
講演後には、第3期市民研究員認
定者の認定書授与式も行います。
君塚仁彦さん（東京学芸大学教
育学部総合教育科学系教授）
無料
7月20日（水）から受付

日　時

場　所
内　容

講　師

参加費
申　込

博物館講演会

８月１日（月）、８日（月）、１２日（金）、１５日（月）、

２２日（月）、２９日（月）

９時～ 17 時 （史料館は 16 時 30 分まで）

★8月のプラネタリウム
「ブラックホール」

日時　土曜日、日曜日、祝日

　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　8月20日㈯、21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　8月20日㈯　

　　　　13時30分～15時

※申込不要

※参加費　無料

※鑑定等は行いません。

星空観望会

日時　8月6日㈯　

　　　　19時30分～21時

場所　北部中学校天体ドーム

講師　若宮崇令さん

※要申込み、定員20名、参加無

料、雨天曇天の場合は中止
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