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個人でパソコン・インターネットが利用
できる施設です。施設の使用は無料です。
Windows10でワード2016、エクセル
2016、パワーポイント2016をご利用
いただけます。
持ち込まれたUSBメモリーの利用も可
能です。
ADF付スキャナー（A４サイズ）、フラッ
トベット型スキャナー（A３サイズ）をご
利用いただけます。
プリンターによる印刷（有料）も行えます。
利用枚数に制限があります。（50枚まで）
ご自分のパソコンを持ち込み、無線また
は有線でインターネットをご利用いただ
けます。
※ただし、一部利用できないパソコン及
　び閲覧できないサイト、用意できない
　ソフトがございますので、初めて来館
　される方につきましては、事前にお問
　い合わせください。
※市が運営する公衆無線ＬＡＮスポット
　については、一部セキュリティ確保の
　ため、閲覧できないページがあります。
　（フィルタリング）
開館時間　午前10時～午後６時
休館日　月曜日（月曜日が祝日及び振替
　　　　　休日の場合は翌日）
　　　　年末年始
　　　　　（12月29日～１月３日）
　　　　※公立諏訪東京理科大学の行事
　　　　　等で臨時休館になる場合があ
　　　　　ります。
所在地　公立諏訪東京理科大学　生涯学
　　　　習センター内
　　　　（茅野市豊平5000番地1）
茅野市の情報がわかる、地域コミュニテ
ィサイト「茅野市どっとネット」もご利
用ください。
http://www.chinoshi.net/
問　茅野市情報プラザ
　　☎0266－82－7602

「ゆいわーく茅野」は、あらゆる主体の皆さ
んの「まちを元気にしたい」「だれかの役
に立ちたい」「何か面白いことをしたい」
等の想いを応援する協働・交流の拠点です。
市民活動推進のための相談・受付・情報
コーナーのほか、大小様々な会議室、調
理室、フリースペース、喫茶などがあり、
子どもから高齢者までいろんな方が各自
のスタイルで、活動や話し合い、交流・
学習・研修会等で活用しています。
ぜひ、「ゆいわーく茅野」へお寄りください。
「ゆいわーく茅野」主催講座
【伝えるコツを身につけよう】
様々な活動を行うとき、「うまく伝える」
ことが重要なポイントになります。「伝え
る」をテーマに、広報のプロからそのヒ
ントを学びます。
第１回　６月24日（日）
「ひとこと」で伝える　～基本編～
自分の団体のミッションや活動を「ひと
こと」で伝えられますか？
第２回　７月29日（日）
「チラシ」で伝える　～実践編～
団体やイベントのチラシを作成します。
第３回　８月19日（日）
「プレゼン」で伝える　～仕上げ編～
「プレゼンテーション」は「伝えるコツ」の
全ての要素が入っています。
時間　いずれも午後１時～５時
ところ　市民活動センター『ゆいわーく
　　　　茅野』
受講料　各回1,000円
【まちづくり講座】
○体験講座　他者の成功例から学び、活
　動に活かす
市内外のコーディネーター実践者から、
まちづくりにおける実践例を学びます。
とき　７月７日（土）午後１時～５時
受講料　無料
○まち育てとファシリテートの視点から
　～機嫌よう暮らせるまちにするために～
　～議論の見える化～
ともに育みあうまち育ての現場の事例紹
介とファシリテーショングラフィックを
学びます。
とき　８月18日（土）
　　　午前９時30分～午後４時30分
講師　乾　享 氏（立命館大学産業社会学
　　　　部教授）
　　　名畑　恵 氏（NPO法人まちの緑側
　　　　育くみ隊理事長）
受講料　1,000円
○コーディネートの視点から　～あらゆ
　る主体による協働のまちづくり～
まちづくりとコーディネーション、コー
ディネーターの必要性と役割を、講義と
演習から学びます。
とき　９月１日（土）
　　　午前９時30分～４時30分
講師　福島明美氏（地域クリエイター／
　　　茅野市市民活動参与）
受講料　1,000円
申込・問　ゆいわーく茅野（市民活動セ
　　　　ンター）☎0266－75－0633

営業期間　７月１日（日）～８月31日（金）
　　　　　期間中無休予定
　　　　　※天候・気温・水温等により
　　　　　　営業できない日もあります。
営業時間　午前10時～午後５時30分
料金　大人500円、高校生400円、小
　　　人300円
　　　（１回分お得な回数券もあります。）
無料開放日
・無料開放日は７月８日（日）です。
・天候不良、気温、水温等により営業で
　きない場合があります。なお、この場
　合の振替はありません。
・当日の営業に関するお問い合せはプー
　ル受付窓口にお問い合わせください。
プール利用時の注意事項
・小学３年生以下のプール利用について
　は、必ず保護者同伴でご利用ください。
・おむつ（水泳用おむつを含む）を着用し
　ての遊泳は禁止です。
・足入れ型浮き輪の使用は禁止です。
・施設内での喫煙は決められた場所でお
　願いします。
問　茅野市運動公園プール
　　☎0266－72－5815

◆コミュニティ組織立ち上げ支援
　　　　　　及び区・自治会への加入◆
あなたのお住まいの地域では、ご近所同
士でお互いに助け合うことができますか。
近年各所で地震や豪雨などの大災害が発
生しています。防災や防犯、福祉の面で
もご近所同士の助け合い、支え合いは大
切です。茅野市には、100の区や自治会
があり、安全で安心な住みよい地域づく
りのために大きな役割を果たしています。
区・自治会がない地域で、助け合いや支
え合いの組織をお考えの場合は、お近く
の地区コミュニティセンターにご相談く
ださい。
また、区・自治会に加入していない方は、
お住まいの地域の区・自治会に加入して
一緒に地域づくりに参加しましょう。
問　パートナーシップのまちづくり推進課
　　（内線142）

とき　７月21日（土）・22日（日）時間未定
ところ　宮川かんてんぐら前
内容　地元の物産等の販売、山浦民謡踊
　　　りなど
問　宮川くらの会
　　☎090－9359－546（伊藤）

広
　
告

お知らせ、募集案内、イベント情報など
暮らしに役立つ情報をお届けします。

茅野市役所　☎0266－72－2101(代表)
〒391－8501 茅野市塚原二丁目６番１号

茅野市運動公園
プールオープン

お住まいの地域には、助け合いの
つながりがありますか

茅野市情報プラザを
ご利用ください

市民活動センター「ゆいわーく茅野」
～であう　つながる　創造する～
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茅野市の森林整備計画区域内の立木の伐
採を行うときは、森林法の定めにより
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出
が必要です。
伐採予定地が茅野市の森林整備計画区域
に含まれているかのご確認は、農林課林
務係へお問い合わせください。
○伐採届けについて
森林や立木の伐採をする場合は、事前の
届出が必要です。伐採届は伐採を行う
90日前から30日前までに提出していた
だくことになりますので、早めの手続き
をお願いします。倒木や災害等に際し、
緊急に伐採する場合は、事後の届出が必
要となります。
伐採を予定している森林が「保安林」に指
定されている場合は別の手続きが必要に
なり、諏訪地方事務所林務課への届出ま
たは許可申請が必要となります。
○別荘分譲地内での立木の伐採について
別荘分譲地内での立木の伐採について
は、各管理事務所への問い合わせも必要
となります。
○届出方法
農林課林務係窓口または、茅野市ホーム
ページに様式がありますので、記載例・
注意事項を参考に作成し、必要書類添付
の上、農林課林務係へご提出ください。
※届出が必要のない場合
　「枝はらい」、「下草刈り」等を行う場合
問　農林課　林務係（内線405）

★場所はどこ？
茅野市図書館は、茅野市運動公園内（茅野
市玉川500番地）にあります。
★利用登録できる方
①茅野市内に別荘をお持ちの方
②別荘をお持ちの方と同じ住所にお住ま
　いのご家族の方
　＊今まで登録されたことがない方は無
　　料で利用カードをお作りします。
　＊ご登録の際は、本人確認（免許証な
　　ど）・現住所確認（免許証など）・別荘
　　住所確認（公共料金等の通知など）が
　　できる公的な書類をお持ちください。
★本・雑誌の貸出
本・雑誌10冊まで、３週間貸出できます。
貸出期間中で予約等が無ければ、さらに
１週間、延長できます（お電話での申し
出もOK）。分室・市民館図書室の本、諏
訪６市町村の本も取り寄せて貸し出しで
きます。
※詳細はお問い合わせください。
問　茅野市図書館　☎0266－72－9085

考古学の最先端の研究成果を発表する講
座です。平成30年度の題材は、縄文時代研
究に多大な影響と業績を残した遺跡です。
「釈迦堂遺跡の発掘とその成果」
　８月４日（土）午後１時30分～３時
　一瀬　一浩　さん（釈迦堂遺跡博物館
　　学芸員）
「北の拠点　三内丸山遺跡
　　　津軽海峡文化圏を考える」
　９月１日（土）午後１時30分～３時
　岡田　康博　さん（青森県庁企画政策部
　　世界文化遺産登録推進室 室長）
ところ　尖石縄文考古館
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

第３回「縄文時代の糸作りに挑戦してス
　　　　トラップを作ってみよう」
カラムシの収穫と糸作り作業、作った糸
で組みひも技術を使って作品を作る講座
です。
とき　７月28日（土）・29日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

普段は入館できない夜の考古館を探検し
ます。
とき　８月11日（土）午後７時～
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

①「縄文あんぎんでブレスレットを作ろう」
縄文時代の衣服を作る手法だった「あん
ぎん」の技術を使ってブレスレットを作
ります。
とき　８月５日（日）
　　　午前10時～正午
②「縄文風のペンダントを作ろう」
穴あきの高麗石を使ってペンダントヘッ
ドを作ります。
とき　９月16日（日）
　　　午前９時30分～正午
③「ドッキーを作ろう」
土器そっくりのクッキー“ドッキー”を作
ります。
とき　９月23日（日）
　　　午前10時～午後３時
ところ　尖石縄文考古館
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

とき　７月14日（土）～９月９日（日）
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

縄文風小屋づくり（全８回）開催中。１回
だけの参加でもOKです。
とき　第５回　７月８日（日）
　　　第６回　７月25日（水）
　　　第７回　８月８日（水）
　　　第８回　８月26日（日）
ところ　尖石縄文考古館
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

・７月16日（月・祝）開館記念日
・８月１日（水）茅野市市制施行60周年
　　　　　　　　記念
・８月23日（木）「仮面の女神」誕生日（出
　　　　　　　　土日）
・９月８日（土）「縄文のビーナス」誕生
　　　　　　　　日（出土日）
・９月９日（日）八ヶ岳縄文の里マラソン
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

守矢館長による講演会・ギャラリートー
クを行います。
・８月１日（水）午後１時30分～２時30分
　８月23日（木）、９月８日（土）午前11
　時～正午、午後２時～３時
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

７月２日（月）、９日（月）、８月20日（月）、
27日（月）、９月３日（月）、10日（月）、
18日（火）、25日（火）
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

７月２日（月）、９日（月）、16日（月・祝）、
17日（火）、23日（月）、８月20日（月）、27
日（月）、９月３日（月）、10日（月）、17日
（月）、18日（火）、24日（月）、25日（火）
問　青少年自然の森
　　☎0266－76－5858

※ご好評につきチケット完売しました。
　ありがとうございました。
とき　８月19日（日）午後３時開演
ところ　茅野市民館 マルチホール
出演　由紀さおり、安田祥子
問　茅野市民館　☎0266ー82－8222

広
　
告

立木の伐採の届出に
ついて

茅野市図書館を
知っていますか？

企画展「あさばち　縄文人の
うつわの作り分け」尖

かや葺き屋根職人さんと縄文風の
小屋を作ってみよう！尖

尖

尖

尖
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縄文ゼミナール

尖石縄文考古館 無料開館日

無料開館日ギャラリートーク・講演会

尖 尖石縄文考古館 休館日

青 青少年自然の森 休館日

尖 縄文教室

尖 ナイトミュージアム

尖 縄文を楽しむ（ミニ縄文教室）

茅野市市制60周年記念・
茅野市芸術文化協会30周年記念
「由紀さおり・安田祥子コンサート

～童謡100年～」
C



いつの世も変わらぬ人間の感情や関係を描
いたといわれるシェイクスピアの舞台。晩
年のロマンス劇「冬物語」をお届けします。
とき　７月19日（木）午後７時開演
ところ　茅野市民館 マルチホール
料金　［全席自由］一般3,000円、茅野
　　　市民館友の会会員2,500円、小・
　　　中・高校生無料
※未就学のお子様の入場はご遠慮くださ
　い。託児サービスをご利用ください　
■シェイクスピアの世界へようこそ！観
　劇（カンゲキ）のすすめ
◎小・中・高校生は無料で観劇いただけ
　ます。※無料チケットが必要です
◎外国からの方は「ウェルカムチケット」
　（1,500円）で観劇いただけます。タガ
　ログ語、英語、韓国語、中国語、ポル
　トガル語の上演ガイドもご用意します。
　※詳しくはウェブサイト　　　　　　
　　http://chinoshiminkan.jp/en/
　※同日、茅野市内小学４年生招待公演
　　あり
問　茅野市民館
　　☎0266ー82－8222

音の響きの良いコンサートホールで、日
本を代表するハープ奏者によるデュオリ
サイタルをお届けします。
とき　８月25日（土）午後２時開演
ところ　茅野市民館 コンサートホール
出演　山崎祐介、山宮るり子
料金　［全席指定］一般3,000円、茅野
　　　市民館友の会会員2,500円、高校
　　　生以下・ハート割引1,500円（障
　　　がい者、療育手帳をお持ちの方　
　　　※付添１名無料）
※未就学のお子様の入場はご遠慮くださ
　い。託児サービスをご利用ください
問　茅野市民館　☎0266－82－8222

国や言葉を超えて心に届く、大人も子ど
も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。
■「ナイト・ライト」シアター・リフレクシ
　ョン+イマジネイト＆レッド・ブリッジ・
　アーツ（デンマーク、スコットランド）」
※おすすめ：３歳より
とき　７月21日（土）午前11時開演、
　　　　　22日（日）午前11時開演
ところ　茅野市民館マルチホール
出演　アンディ・マンリー
料金　［全席自由］こども500円、おとな
　　　（高校生以上）2,000円、おやこ（お
　　　とな＋こども）2,300円、茅野市
　　　民館友の会会員1,700円

■「エレクトロニックな夢」アルマダ・プ
　ロダクション（フランス）
※おすすめ：６カ月より
とき　７月28日（土）午前11時開演、午
　　　後４時開演、29日（日）午前11時
　　　開演
ところ　茅野市民館アトリエ　
演奏・映像　ジェス・リュカ　
料金　［全席自由］こども500円、おとな
　　　（高校生以上）1,500円、おやこ（お
　　　とな＋こども）1,800円、茅野市
　　　民館友の会会員1,200円
問　茅野市民館
　　☎0266－82－8222

Super Theater小池博史ブリッジプロジェ
クトによる、古代インド叙事詩「マハー
バーラタ」を、アジアの異なる背景を持
つアーティストの融合による舞台表現で
お届けします。
とき　９月９日（日）午後２時開演
ところ　茅野市民館 マルチホール
料金　［全席自由］一般3,000円、茅野市
　　　民館友の会会員2,500円、ハート
　　　割引1,500円（障がい者、療育手帳
　　　をお持ちの方　※付添１名無料）
　　　小・中・高校生無料
問　茅野市民館
　　☎0266－82－8222

写真を通して人生の達人であるお年寄り
を称え、またそこに写り込む地域文化を世
界に届け、未来へ伝えていく公募写真展。
とき　９月15日（土）～９月30日（日）
　　　午前10時～午後６時
ところ　茅野市美術館　企画展示室
観覧料　無料
問　茅野市美術館（茅野市民館内）
　　☎0266－82－8222

広
　
告
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本展では、地域ゆかりの８人の画家（小堀

四郎、篠原昭登、田村一男、中川紀元、東

山魁夷、正宗得三郎、矢﨑博信、矢崎牧

廣）を取り上げ、画家がそれぞれに求めた

美と、地域との出会いをみつめます。

とき　７月28日（土）～９月９日（日）
　　　午前10時～午後６時

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）
　　☎0266－82－8222

みんなの劇場　子供のための
シェイクスピア『冬物語』C

C

公演「新・伝統舞踊劇　幻祭前夜2018
～マハーバーラタより～」C C

寿齢讃歌－人生のマエストロ－
写真展13

みんなの劇場 世界のトビラ

美

茅野市市制施行60周年記念事業
信濃美術をみつめる「描くこと　この地との出会い」美

photo by Bo Amstrup

東山魁夷《緑響く》1982年 長野県信濃美術館 東山魁夷館蔵
※前期（7／28～8／13）で展示。後期（8／15～9／9）では
　《緑響く》（習作）を展示

ムジカ・タテシナvol.9 山崎祐介×
山宮るり子　ハープデュオ・リサイタル



八ヶ岳総合博物館の30周年を記念してイ
ベントを行います。
○自然観察路開通式
博物館敷地内に新しく自然観察路が完成
しました。開通式では、開館30周年を記
念した植樹セレモニーも行います。
とき　10月14日（日）午前11時～正午
ところ　総合博物館
○親子で体験！巣箱作り
木の材料を組み立てて小
鳥の巣箱を作ります。ひ
とつは博物館自然観察路
の木に掛け、ひとつはお
持ち帰りいただけます。
とき　10月14日（日）　
　　　午前９時30分～正午
ところ　総合博物館
定員　親子10組
料金　300円（材料費）
持ち物　軍手、作業しやすい服装
※９月20日（木）から申し込み開始
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

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21日（土）、８月18日（土）、
　　　９月29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
　　　　　☎0266－73－0300

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７日（土）、８日（日）、８月11
　　　日（土・祝）、12日（日）、９月８日
　　　（土）、９日（日）、28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
　　　届く身長の方が対象になります）
　　　＊原則、お申し込み一回につき、
　　　　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
　　　　　☎0266－73－0300

午前中は吉田山でキノコを観察します。
午後は博物館で観察したキノコについて
学習します。
とき　9月15日（土）午前9時～午後4時
講師　小山　明人 さん　　参加費　無料
持ち物　昼食、飲み物、歩きやすい服装
申込開始　８月21日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

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14日（土）、８月18日（土）、
　　　９月15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
　　☎0266－73－0300

○定例投影
エアドームで季節の星座のお話や宇宙の
映像を体験できます。テーマは毎月変わ
ります。７月「火星大接近」、８月「流れ星
に願いを」、９月「中秋の名月」。
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～
※７月７日（土）、８日（日）の一般投影は
　午前のみです。
※９月15日（土）は午前・午後ともに投
　影はありません。
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。
○開館30周年記念事業「七夕ヒーリング」
満天の星に包まれて七夕の夜をのんびり
過ごしませんか。高精細な星空を映し出
すスーパープラネタリウム「メガスター」
による贅沢な空間をお楽しみください。
とき　７月７日（土）～８日（日）
　　　いずれも午後１時、２時、３時、
　　　４時からの4回（各回35分間）
ところ　総合博物館
定員　各回15名　　参加費　要入館料
その他　整理券は、当日開館時より、お
　　　　一人につき1枚お渡しします。
　　　　博物館学習会員の方は、６月23
　　　　日（土）から事前予約をすること
　　　　ができます。
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

昭和33年に茅野市が誕生してから60年。
家並みや生活風景の移り変わりが感じら
れる昔懐かしい写真を展示します。また
博物館の古いポスター・チラシなどを展
示し、30年の歩みをご紹介します。
会期　９月15日（土）～11月25日（日）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

県内の博物館・美術館をめぐるスタンプ
ラリーに参加しています。期間中、中学
生以下の入館料は無料です。３館分のス
タンプを集めると達成賞オリジナル缶バ
ッチ、ミュージアムクイズ正解者（中学
生以下対象）にはオリジナルシールのプ
レゼントがあります。
期間　７月14日（土）～９月２日（日）
ところ　総合博物館
その他　詳細は、サイト「信州とあそぼ！」
　　　　http://www.shinshu-to-asobo.net 
　　　　をご覧ください。
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

○講演会「霧ヶ峰賛歌」
美しくて不思議な霧ヶ峰の自然と出来事
を45年間追い続けた講師に、その魅力
をお話しいただきます。
とき　７月８日（日）
　　　午後１時30分～３時
ところ　総合博物館
講師　西村　豊 さん（自然写真家）
参加費　無料（申込不要）
○地域を歩く「霧ヶ峰の自然」
博物館からバスで車山肩まででかけます。
動物や植物等、霧ヶ峰の自然について講
師の解説を聞きながら歩きます。
とき　７月16日（月・祝）
　　　午前７時50分～正午
集合場所　総合博物館
講師　西村　豊 さん（自然写真家）
定員　30名
参加費　無料
申込開始　６月20日（水）から受付
その他　野外での活動です。歩きやすい
　　　　服装・雨具・暑さ対策など各自
　　　　ご用意ください。

○草木染
藍の生葉で絹のストールを染めます。
とき　７月29日（日）午後１時～３時
ところ　総合博物館
定員　16名
参加費　2,000円
持ち物　エプロン、帽子、ゴム手袋
申込開始　７月１日（日）
　　　　　午前10時から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

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「登り人形」、９月「走る円盤」。
とき　７月15日（日）、９月23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
　　　　　☎0266－73－0300

休館日　７月２日（月）、９日（月）、17日
　（火）、23日（月）、30日（月）
　８月６日（月）、13日（月）、20日（月）、
　27日（月）
　９月３日（月）、10日（月）、18日（火）、
　25日（火）
　８月１日（水）は、市制施行60周年を記
　念し、無料開館します。
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

「ミュージアム王国
信州とあそぼ！」
ミュージアム・スタン
プラリー2018開催

茅野市制施行60周年
博物館開館30周年記念事業
企画展「茅野市60年　博物館30周年」
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星空観望会

博
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博 プラネタリウム

博 さきおりでランチョンマット

博 キノコ観察会

博 古文書相談会

ワクワク科学工作

八ヶ岳総合博物館
開館30周年記念メイン事業

八ヶ岳総合博物館
開館30周年記念事業




