
★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。

2月の休館日　6日(月)、1３日(月)、 20日(月)、
　　　　　　　24日(金)、27日(月)

開館時間　９時～17時

☎76-2270

下手な石器 （矢じり）

広報ちの令和３年２月号の Vol.4 で下手な土器を紹介しましたが、

石器にも下手なものがあります。 矢じり作りは、 黒曜石のどこを

割るのか見極めがむずかしい、いわゆる匠の技が必要な世界です。

考古館には、 先端が尖ってなく横から見ると分厚い、 とても刺さ

りそうもない矢じりも展示してあります。 上手な矢じりと並べてあ

りますので、 見比べてみてください。

考古館通信 Vol.８

八ヶ岳総合博物館オススメ動画

�

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

２月６日 （月）、 １３日 （月）、 ２０日 （月）、

２４日 （金）、 ２７日 （月）

活動発表展

２月１８日㈯～３月１８日㈯
八ヶ岳総合博物館
令和４年度に総合博物館で
活動した市民研究員、 博
物館はたおりボランティア
ねじばなの活動記録や作
品などの展示
通常入館料 （３月１８日は
入館無料　15時まで）

会　期
場　所
内　容

料　金

冬の探鳥会

２月５日㈰　

８時３０分～１０時３０分

諏訪湖中央公園駐車場

（しんきん諏訪湖スタジアム隣）

両角英晴さん （日本野鳥

の会諏訪支部）

２０名 （要申込）

無料

日　時

集合場所

講　師

定　員

料　金

博物館で星空観望会＆望遠鏡相談会

日　時

場　所

講　師

定　員

料　金

その他

２月４日㈯　１９時～２０時３０分

八ヶ岳総合博物館

市民研究員天文グループ

２０名（要申込）

無料

雨天曇天の場合は室内で

星 ・ 宇宙のお話

ワクワク科学工作
「ピンホールカメラ」

日時　2月12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　2月11日㈯、12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　2月25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

★2月のプラネタリウム
　　「いろいろな星団」

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　2月11日㈯　１３時３０分～１５時

※申込不要、参加無料、鑑定等は行いません。

茅野×ヒマラヤ

森下真樹×石川直樹

みちのちのダンススケープ

A Tail Holder 茅野公演

第14回冬季合同公演 「傀−KAI−」

諏訪地区の高校演劇部が合同で舞台をつくりあげ、上演します。 2/12（日）14:00開演（13:30開場）

マルチホール　料金：無料（お申込みください）主催：諏訪地区高等学校演劇連盟　　共催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

諏訪地区高等学校演劇連盟

アーティスト・イン・レジデンス推進事業

3/4（土）18:00開演 　3/5（日）15:00開演

マルチホール 

● チケット料金〈全席自由〉 

一般：3,000円

U-24、ハート割、シニア割：2,000円

18歳以下：無料（お申込みください）

※U-24：24歳以下 ※ハート割：障がい者・療育手帳を

お持ちの方、付添1名無料　※シニア割：65歳以上

主催：A Tail Holder ちの実行委員会
共催：茅野市民館指定管理者 株式会社地域文化創造

「ヒトがしっぽを失ったと言うのは本当だろう

か？」ー。ノルウェー在住の踊る人・濱田陽平（元

下諏訪町民）による、知っているはずのものがいつ

もと違った表情を見せる、光と影のソロダンス。

※各回15分前開場

チケット発売日：1/20（金）

2/23（木・祝）14:00開演（13:30開場）　マルチホール 

 踊る極致、登る極地

● チケット料金〈全席自由〉 ５００円 チケット発売日：1/28（土）

振付家/ダンサーの森下真樹さ

ん、写真家の石川直樹さんが茅

野・諏訪地域を訪れ、歴史や風

土を深掘りし、未知の魅力を発

見する「みちのちのダンススケー

プ」。地域リサーチをもとに複数

年に渡って創作を行っています。

©bozzo
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