
八島ヶ原湿原の植物・生き物、地形など
を観察します。
とき　７月22日（土）午前７時～11時30分
集合場所　八島ヶ原展望台（八島ビジター
　センター「あざみ館」側）
講師　諏訪教育会自然調査研究部
参加費　無料（申込不要）
＊実施の最終判断は現地で行います。小
　雨決行ですが、コース変更の場合があ
　ります。
＊詳細のお問い合わせは、諏訪教育博物
　館（☎58－2977）までお願いします。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

市民の森（吉田山）でカラマツやアカマツ、
ミズナラなどと共生するキノコを観察し
ます。
とき　８月27日（日）午前９時～11時30分
講師　小山明人さん　参加費　無料
持ち物　きのこ図鑑・ルーペ（お持ちの方）
申込開始　７月20日（木）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

博物館周辺を散策しながら、シダ植物を
観察します。
とき　９月24日（日）午前10時～午後３時
集合場所　総合博物館
講師　佐藤利幸さん　参加費　無料
申込開始　８月20日（日）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

市内に鎌倉～戦国時代（中世）の重要な遺
跡が数多くあることはあまり知られてい
ません。近年発掘調査により、少しずつわ
かってきた内容、発掘の成果を展示します。
とき　８月５日（土）～10月９日（月・祝）
ところ　八ヶ岳総合博物館
料金　通常入館料
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

市民研究員キノコグループによる展示を
行います。写真や実物展示のほか、顕微
鏡観察のコーナーもあります。
とき　９月17日（日）～18日（月・祝）
ところ　ベルビア　イベントスペース
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

７月３日（月）～５日（水）まで、くん蒸作
業のため臨時休館します。８月14日（月）
臨時開館します。
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

茅野の中世遺跡に関係のある古文書を展
示します。
とき　８月５日（土）～10月９日（月・祝）
ところ　神長官守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館　☎73－7567

軽トラックの荷台で地元のとれたて新鮮
野菜や、果物、花、菓子、工芸品などが
販売されます。
とき　７月23日、８月27日、９月24日、
　10月22日の各日曜日午前８時30分～
　11時30分
ところ　JR茅野駅西口弥生通り（午前７
　時～正午の間は、歩行者天国）
問　茅野TMO事務局　☎72－3801

とき　７月21日（金）・22日（土）時間未定
ところ　宮川かんてんぐら前
内容　地元の物産販売、フリーマーケッ
　　　トなど
問　宮川くらの会
　　☎090－9359－8546（伊藤）

国や言葉を超えて心に届く、子どもも大
人も楽しめる世界の上質なアートパフォ
ーマンスをお贈りします。
■「ねんど　ねんど　ねんど」タレイアス・
　カンパニー（ドイツ）
とき　７月22日（土）午前11時、23日（日）
　　　午前11時
　　　※上演時間　約35分
　　　※おすすめ：４歳より
ところ　茅野市民館アトリエ
■「モビール」（フランス）
とき　７月28日（金）午後７時
　　　※上演時間：約20分
　　　※おすすめ：６歳より
ところ　茅野市民館マルチホール
■「フォークがおどる」シアター・ノーア
　クラフト（デンマーク）
とき　７月29日（土）午前11時、午後４時、
　　　30日（日）午前11時
　　　※上演時間　約35分
　　　※おすすめ：２歳より
ところ　茅野市民館アトリエ
※入場料（各作品）
　おとな（高校生以上）：1,500円、茅野市
　民館友の会会員：1,200円、こども：500
　円　＊「モビール」ペア（２名）：2,500円
問　茅野市民館
　　☎82－8222　 FAX82－8223

とき　10月５日（木）午後７時
ところ　茅野市民館マルチホール
脚本・演出　テレーサ・ルドヴィコ
美術　ルカ・ルッツァ
※詳細はお問い合わせください。
問　茅野市民館
　　☎82－8222　 FAX82－8223

■平原綾香ライブwith平原まこと
とき　10月22日（日）午後５時30分開演
　　　（午後５時開場）
ところ　茅野市民館 マルチホール
チケット一般発売　７月22日（土）
料金　6,800円　※全席指定
■関連企画　JOMONファッション「縄文
　の衣」～喜びを伝える風と時間の祝祭～
「衣装制作ワークショップ」７月2日（日）
「パフォーマンス」９月16日（土）
ところ　茅野市民館、永明小学校体育館
講師　時広真吾（衣装デザイナー）
問　茅野市民館
　　☎82－8222　 FAX82－8223

■藤森照信 新作茶室　竪穴式茶室「低過庵」
「制作ワークショップ」
とき　７月23日（日）、30日（日）、８月
　12日（土）、13日（日）、19日（土）、
　20日（日）、26日（土）、27日（日）
ところ　茅野市民館 東広場、茅野市宮川
　　　　高部
「低過庵オープン＆フジモリ建築見学会」
とき　９月17日（日）
ところ　茅野市宮川高部
「フジモリ建築見学会」
とき　10月７日（土）、21日（土）
ところ　茅野市宮川高部（低過庵、神長
　官守矢史料館、高過庵、空飛ぶ泥舟）
「トークイベント」
とき　10月20日（金）
ところ　茅野市民館　マルチホール
出演　藤森照信 ほか
※参加には申込が必要です。

■ギャラリー・ビオラハウス
とき　10月１日（日）～22日（日）
ところ　茅野市民館 東広場
■まちの展
とき　10月１日（日）～22日（日）
ところ　茅野駅周辺
■ギャラリー・バードハウス
とき　10月１日（日）～22日（日）
ところ　茅野市民館周辺～市街の並木道
■JOMONフードスケープ
とき　10月８日（日）、９日（月・祝）、15
　　　日（日）、22日（日）※申込制
ところ　玉川荒神の古民家
■公募展「縄文のうつわ展」
とき　９月22日（金）～10月２日（月）
ところ　茅野市美術館 常設展示室
■関連企画　第２期収蔵作品展「人・物・
　自然のあいだに」
とき　９月22日（金）～11月５日（日）
ところ　茅野市美術館 常設展示室
■関連企画　こどもたちとみんなのJOMON
　アートワーク
とき　10月１日（日）～22日（日）
ところ　茅野市民館 中庭
■関連企画　道しるべの土器ランプ
とき　９月９日（土）～10月22日（日）
ところ　茅野市内各所
※詳細はお問合せください。
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　FAX82－8223

茅野市出身の彫刻家・藤森民雄（1954－、
新制作協会会員、横浜国立大学教授、茅
野市縄文ふるさと大使）の歩みを振り返り
ます。ギャラリートークや美術教室など
関連企画についてはお問合せください。
とき　８月６日（日）～９月４日（月）午前
　10時～午後６時（初日は午前10時30
　分から）
ところ　茅野市美術館
観覧料　一般500円、高校生以下無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎82－8222　 FAX82－8223

霧ヶ峰自然観察会
＊諏訪教育博物館主催

八ヶ岳JOMONライフフェスティバル
縄文アートプロジェクト2017
パフォーミングアーツ
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やさしい科学工作を通じて、科学の不思
議さやおもしろさを体験してもらいます。
７月「アニメマシーン作り」、９月「いろ
いろなロケット作り」。
とき　７月16日（日）、９月24日（日）
　　　いずれも午前10時～11時30分
ところ　総合博物館
講師　市民研究員（実験工作グループ）
定員　各回16名（要申込）
参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　各回実施前月20日（休館日の
　場合、翌開館日）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

季節の星座探訪と、大型天体望遠鏡によ
る見ごろの惑星・天体の観察を行います。
とき　７月29日（土）、８月26日（土）、９月
　23日（土）いずれも午後７時30分～９時
　＊雨天曇天の場合は中止します
ところ　北部中学校天体ドーム
　　　　（北部生涯学習センター）
講師　博物館職員
定員　各回20名（要申込） 参加費　無料
申込開始　各回実施前月20日（休館日の
　場合、翌開館日）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

○定例投影
空気で膨らませた直径５メートルのエア
ドームの中で美しい星空を体験できるプ
ラネタリウム投影を行っています。季節
の星座や天文現象、宇宙の話題を解説し
ます。テーマは７月「惑う星」、８月「環
のある惑星」、９月「縄文人がみた星空」。
とき　毎週土・日曜日および祝日。各日
　午前10時30分～と午後１時30分～
ところ　総合博物館
定員　各回20名（先着順）
参加費　要入館料
その他　整理券（当日分）は開館時よりお
　ひとりにつき1枚お渡しします。なく
　なり次第、配布終了。
○夏休み投影
期間限定のプラネタリウム投影です。夏休
みの星空観察に役立つ星・星座のお話です。
とき　８月１日（火）～４日（金）各日午前
　　　11時30分～と午後１時30分～
　　　８月５日（土）、６日（日）
　　　午前11時30分～
ところ　総合博物館
定員　各回20名（先着順）
参加費　要入館料
その他　整理券（当日分）は開館時よりお
　ひとりにつき1枚お渡しします。なく
　なり次第、配布終了。
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

７月１日（土）～９月７日（木）は「信州DCキ
ャンペーン」期間につき個人のお客様の尖
石縄文考古館観覧料を割引いたします。 
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

・７月17日（月・祝）開館記念日
・８月23日（火）「仮面の女神」誕生日（出
　土日）
・９月８日（木）「縄文のビーナス」誕生日
　（出土日)
・９月９日（土）～10月22日（日）
　八ヶ岳JOMONライフフェスティバル
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

７月18日（火）、24日（月）、31日（月）、
８月７日（月）、14日（月）
問　尖石縄文考古館　☎76－2270

７月31日（月）・８月７日（月）、12日（土）、
14日（月）
問　青少年自然の森　☎76－5858

皆さんの古文書学習における疑問・質問な
どにお答えします。鑑定等は行いません。
とき　７月８日（土）、８月19日（土）、９月
　16日（土）いずれも午後１時30分～３時
ところ　総合博物館　講師　博物館職員
参加費　無料（申込不要）
問　八ヶ岳総合博物館　☎73－0300

昔ながらの高機（たかばた）を使ってラン
チョンマットを織ってみましょう！博物
館はたおりボランティア「ねじばな」の指
導のもと、楽しく体験できます。初心者
の方もお気軽にご参加ください。
とき　７月８日（土）、９日（日）、８月12
　日（土）、13日（日）、９月９日（土）、
　10日（日）、29日（金）いずれも午前10
　時～11時30分と午後１時～２時30分
ところ　総合博物館
講師　ねじばな会員
定員　各回５名（要申込）
参加費　400円
対象　小学校高学年以上（踏み木に足が
　　　届く身長が対象になります）
＊原則、お申し込み１回につき、記名１
　名とさせていただきます。
申込開始　各回実施前月20日（休館日の
　　　　　場合、翌開館日）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

夏休みにふだん経験できない学習体験を
しませんか。自然や科学に親しむ６つの
教室を行います。
○「糸電話で自由研究」
身近なものを使ってできる自由研究の進
め方とまとめ方を指導します。
とき　８月１日（火）午前９時30分～11時
ところ　総合博物館　講師　博物館職員
定員　16名（要申込） 参加費　無料
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
○「夏の星座博士になろう」
夏の星座の学習と観察をします。
とき　８月２日（水）午後６時30分～８時
ところ　総合博物館　講師　博物館職員
定員　16名（要申込） 参加費　無料
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
○「ネイチャークラフト」
木の実や枝などを使って作品を作りまし
ょう。
とき　８月３日（木）午前９時30分～11時
ところ　総合博物館
講師　福田勝男さん
　　　（茅野ミヤマシロチョウの会）
定員　16名（要申込） 参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
○「コツコツきつつきを作ろう」
コツコツ木をたたく鳥の模型を作ります。
とき　８月４日（金）午前９時30分～11時
ところ　総合博物館
講師　市民研究員（実験工作グループ）
定員　16名（要申込） 参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
○「振動モーターカーを作ろう」
振動モーターを使った車の模型を走らせ
てみましょう。
とき　８月５日（土）午前９時30分～11時
ところ　総合博物館
講師　市民研究員（実験工作グループ）
定員　16名（要申込） 参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
○「手作りカメラに挑戦」
きれいに景色が見えるカメラ作りをします。
とき　８月６日（日）午前９時30分～11時
ところ　総合博物館
講師　市民研究員（実験工作グループ）
定員　16名（要申込） 参加費　300円
参加資格　小学生以上
申込開始　７月１日（土）～
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300

世界かんがい施設遺産に認定された「せ
ぎ」を講師の案内で巡る見学会です。
とき　７月15日（土）午前８時50分～午後４時
集合場所　市役所正面玄関
講師　原田　薫さん
　　　（茅野市大河原堰土地改良区　理事長）
定員　30名（要申込） 参加費　無料
持ち物　弁当、水筒、歩きやすい服装（遊
　歩道ではない山道を歩きます。）
申込締切　７月14日（金）まで
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎73－0300
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尖 信州DCキャンペーン博 ワクワク科学工作博 平成29年度　夏休み子ども教室

博 大河原せぎバスハイク

博 星空観望会

博 プラネタリウム投影

尖 尖石縄文考古館　無料開館日

尖 尖石縄文考古館　臨時開館日

青 青少年自然の森　臨時開館日

博 古文書相談会

博 さきおりでランチョンマット


