
★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。

アートで地域をサポートしませんか＃2　美術館編

美術館を　　　　  楽しもう！

※なるべく全回に参加ください。5回のうち3回以上参加　
　 された方には修了証を発行いたします。  

美術館の活動やさまざまなアートについて知り、

体験する講座です。鑑賞から一歩ふみだして、

美術館をもっと楽しんでみませんか？

美術館ってどんなところ？ 知って体験、興味ひろがる連続講座！
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第1回
　美術館の仕事

       1/14 土 13:30～16:00　茅野市民館アトリエ

第2回
　茅野市美術館サポーターの活動

       1/21 土 13:30～16:00　茅野市民館アトリエ

第3回
　みるを楽しむ～対話による作品鑑賞～

       1/28 土 13:30～16:00　茅野市民館アトリエ ほか

第4回
　他の美術館を知ろう

       2/4 土 13:30～15:30　茅野市民館アトリエ

第5回
　美遊com.定例会を見学しよう

       2/11 土・祝 10:00～12:00　茅野市民館アトリエ

参加費：無料(15名程度、事前にお申込みください）   

1月11日（水）〜3月２7日（月） 

10:00〜18:00　常設展示室　観覧料：無料

茅野市美術館　第4期収蔵作品展

長田豊土

《印花紋花器》1962年

宇崎竜童 50th anniversary

弾き語りLIVE 2023

JUST GUITAR  JUST VOCAL

2月18日（土）15:00開演（14:30開場）

茅野市民館 マルチホール

チケット発売日：1月7日（土）

※電話による受付は1月8日（日）からとなります。

ダウン・タウン・ブギウギ・バンドでのデ

ビューから50年。ミュージシャンとし

て、あるいは山口百恵をはじめ多くの

アーティストや映画・舞台などへ楽曲を

提供する音楽家として、目覚ましい活

動を続けてきた宇崎竜童が、名曲の

数々をギター１本で歌い上げる。

チケット料金 〈全席指定〉 5,500円

※未就学児の入場は、ご遠慮ください。

Program（予定曲）

港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ

想い出ぼろぼろ

イミテイション・ゴールド

さよならの向こう側　他

※曲目は都合により変更となる
　 場合があります

手がつむぐ、 いろ・かたち

日本画、版画、工芸の作家10名の作品を展示

します。202２年2月に逝去した工芸家・長田

豊土さんの特集ともに、版画家・濵澄三さん、

工芸家・小松幸代さん、

宮坂正木さんの新収蔵

作品を紹介します。培わ

れた技術と豊かな表現

をお楽しみください。

展示作家

武井武雄（版画家）

増沢荘一郎（版画家）

濵澄三（版画家）

渡辺隆夫（日本画家）

飯田荘七（版画家）

長田豊土（工芸家）

中林忠良（版画家）

宮坂正木（工芸家）

小松幸代（工芸家）

岩波昭彦（日本画家）

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。

1月の休館日　1日(日)～３日(火)、 10日(火)、
　　　　　　　16日(月)、23日(月)、30日(月)

開館時間　９時～17時

☎76-2270

ワクワク科学工作
「静電気で遊ぼう！」

日時　1月15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　1月7日㈯、 8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　1月28日㈯　

　　　　19時～20時30分

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

古文書相談会

日時　1月14日㈯　

　　　　１３時３０分～１５時

参加費　無料

その他　鑑定等は行いません。

※申込不要

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

１月１日（日）～３日（火）、１０日（火）、１１日（水）※［博物館のみ］、

１６日 （月）、 ２３日 （月）、 ３０日（月）

守矢史料館企画展 「卯年の古文書」

1月4日 （水） ～ 2月12日 （日）

神長官守矢史料館

通常入館料

日　時

場　所

料　金

1 月の土日祝日

１０時３０分～、 １３時３０分～

八ヶ岳総合博物館

8名

通常入館料

お電話にてお申し込みください。

休止あり。 予約時にご確認ください。

日　時

場　所

定　員

料　金

申　込

その他

プラネタリウム一般投影

１月 「シリウスのひみつ」

考古館通信 Vol.７

至徳 4(1387) 年３月２０日付

諏訪信有書状

縄文人とうさぎ

明けましておめでとうございます。 今年はうさぎ年です

ね。 縄文人にとって、 うさぎは重要な食料でした。 シカ

やイノシシに次いで、 いろいろな遺跡から骨が出土して

います。 右の写真は、 市内北山の栃窪岩陰遺跡から出

土した、 エチゴウサギの骨です。 考古館に展示してあり

ます。

とちくぼいわかげ
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