
★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。

11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

ワクワク科学工作

「紙コップヘリコプター」

日時　11月20日㈰

　　　　10時～11時30分

場所　総合博物館

定員　16名

参加費　300円

※要申込

さきおりでランチョンマット

日時　１１月１２日㈯、 １３日㈰、

　　　　10時～11時30分と

　　　　13時～14時30分

対象　小学校高学年以上

定員　5名

参加費　400円

※要申込

星空観望会

日時　11月5日㈯　

　　　　19時30分～21時

場所　北部中学校天体ドーム

定員　20名

参加費　無料

その他　雨天曇天の場合は中止

※要申込

★11月のプラネタリウム
　　「火星再接近」

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

※休止あり。予約時にお確かめください。

古文書相談会

日時　11月19日㈯　１３時３０分～１５時

※申込不要、 参加無料、 鑑定等は行いません。

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

11月4日（金）、7日（月）、14日（月）、21日（月）、
24日 （木）、 28日 （月）

11月19日 （土）　１９時～２０時３０分

総合博物館

市民研究員天文グループ

20名

無料

雨天曇天の場合は室内で星 ・ 宇宙のお

話をします。

10月20日 （木） から電話で受付

日　時

場　所

講　師

定　員

料　金

その他

申　込

企画展 「信州天文文化 100 年」

１１月１日 （火） ～令和５年１月１５日 （日）

総合博物館

発足100周年を迎えた 「諏訪天文同

好会」 の歴史を通じて、 信州の美しい

星空の下で育まれてきた長野県の天文

文化について紹介します。

通常入館料

日　時

場　所

内　容

料　金

◆博物館で星空観望会＆望遠鏡相談会

縄文教室⑥「黒曜石の矢じりを作ってみよう」

日　時

場　所

内　容

講　師

対　象

定　員

参加費

持ち物

申　込

11月27日(日)　10時～ 15時

尖石縄文考古館

黒曜石を使って、 物を切ってみたり矢じりを作り

ます。

田中洋二郎さん

小学校5年生以上の方(小学校4年生以下の

方は危険なので、 参加はご遠慮願います)

１０名 （申込多数の場合は抽選）

1,000円

汚れてもいい服装、 軍手

11月13日 （日） までにお電話でお申し込みく

ださい。

日　時

場　所

内　容

その他

１1月3日 （木 ・ 祝）　１０時３０分～１２時

尖石縄文考古館ガイダンスルーム

「宮坂英弌記念尖石縄文文化賞」 は、 尖石遺

跡を中心に縄文のムラの研究に情熱を注いだ

宮坂英弌氏の業績を記念し、 縄文文化の研究

に功績のあった方に贈られる賞です。

10月8日に開催予定でしたが、 都合により

延期いたしました。 今回の授賞式はコロナ対

策のため、 一般の方のご参加はご遠慮くだ

さい。

第２３回宮坂英弌記念尖石縄文文化賞授賞式

第3期収蔵作品展茅野市美術館 常設展

映画 「銀河2072」上映会

舞踊と演劇の境界線を打破し、舞台芸術の新たな方向性を示し

続けた演出家・小池博史の長編劇映画第１作。50年後の日本。

「死体に意識を残す」研究を行っていた男は、恋人が死に瀕した

ことにより実験を成功させたが……。モノクロームで綴るアバン

ギャルドサイエンス・フィクション。

11/25（金）マルチホール

19:00開始（18:30開場）

● 料金 〈鑑賞券＋パンフレット付き〉

一般 1,500円、 ユース（22歳以下） 800円

人形劇 河の童 かわのわっぱ

おとな 2,000円

こども（高校生以下） 500円

ペア（おとな1名+こども1名） 2,300円

12/7（水）マルチホール

19:00開演（18:30開場）

※終演後、劇団員のトークあり

監督・脚本：小池博史／68分／モノクロ（パートカラー）

茅野市民館 みんなの劇場小池博史ブリッジプロジェクト

11/9（水）〜1２/２６（月） 10:00〜18:00

常設展示室   観覧料：無料

ろう者と聴者が協同で創造活動をしている人形劇団「デフ・パ

ペットシアター・ひとみ」による人形劇でお届けする、河童と人間

たちの物語。“共に生きる”とは何か、その本質に迫ります。

原作：火野葦平｢河童曼陀羅｣(国書刊行会)

脚本・演出：立山ひろみ　上演時間:80分（休憩なし）

photo by Hiroshi Koike※上映後、小池博史氏トークあり

・シニア割引 1,500円（65歳以上）

・ハート割引 1,000円（障がい者・療育

 手帳をお持ちの方、付添1名無料）　

※お子様のひざ上鑑賞無料　※託児あり（0〜3歳対象、要予約、定員8名、11/30締切）

●チケット料金〈全席指定〉

デフ・パペットシアター・ひとみ

10/27（木）

チケット発売
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