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開館時間　午前10時～午後６時
休館日　月曜日（月曜日が祝日および振替
　　　　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。
臨時休館日（確定分）
　８月12日（月）～21日（水）
ところ　公立諏訪東京理科大学　生涯学
　　　　習センター内
施設紹介
・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、エクセル、パ
　ワーポイント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、スマートフォン等
　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）
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。
https://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。どうぞ『ゆ
いわーく茅野』へお立ち寄りください。
『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 「チラシ」で伝える！
コツを学び、実際にダミーのチラシを作
ってみます。
とき　８月４日（日）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　1,000円
第２回 「SNS」で伝える！
SNSを使った広報を初歩から学びます。
とき　９月８日（日）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　1,000円
■まちづくり講座
【共通基盤づくり～まちづくりコーディネ
ーターってなんだろう？～】
地域のつながりをつくっていくコーディ
ネーターってどんな役割？NPO、地域、
職場など、どんな組織でも求められるコ
ーディネーターについて学びます。
とき　８月17日（土）午前９時～午後０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　無料
【まち育てとファシリテーション】
「そもそも、地域づくりとは」「支援の基
本的な考え方」などを、行政職員であり
ながら地域づくりプランナーとして活躍
する講師から学びます。
とき　９月１日（日）午前９時～午後５時
講師　髙橋信博氏（山形県置賜総合支庁農
　　　村計画課／地域づくりプランナー）
受講料　1,000円
【まち育てとコーディネーション～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７日（土）午前９時～午後５時
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

全長150ｍの流水プール、爽快なスライ
ダープール、50ｍ、25ｍの競泳プール、
小さなお子さん用の幼児用プールを備え
ています。思う存分楽しみ、水と親しく
なってください。
営業期間
　７月１日（月）～８月31日（土）
　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。）
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、安心、安全で住みよい地域づく
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）

松くい虫被害は、それまで健康だったマ
ツを急激に枯らします。
現在市内において松くい虫被害はまだ確
認されていませんが、早期発見及び被害
拡大防止のため、松林の一部だけ枯れて
いる等、不自然な枯れマツを見かけまし
たら、情報提供をお願いします。
問　農林課　林務係（内線405）

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

松くい虫による森林被害防止の
ための情報提供のお願い

茅野市情報プラザを
ご利用ください

「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。伐採届の提出は、伐採
を行う90日前から30日前までに必要と
なりますので、早めの手続きをお願いい
たします。
また、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。判
断が難しい場合はお問合せ下さい。
■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きまし
ては、管理事務所への申請が必要となる
場合がありますので、伐採前に各管理事
務所へご確認いただくようお願いします。
■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、必要書類添付
の上、農林課林務係へご提出ください。
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。
★ご注意ください
各分室は休館日に返却をすることができ
ません。分室設置施設での預かりもおこ
ないませんので、本館開館日には本館へ
ご返却ください。
本館・市民館にはブックポストを設置し
ていますので、休館日・開館時間外の返
却にご利用ください。
本館・各分室・市民館ともに開館日・開
館時間が異なります。
問　茅野市図書館　☎0266－72－9085

夏の終わりに背筋がひんやりするような、
ちょっぴり怖いおはなしはいかがでしょう。
いつもとは違った雰囲気が漂う夜の図書館
に、ご家族みなさんで涼みにきてください。
とき　８月22日（木）午後７時～８時
　　　開場　午後６時45分
ところ　茅野市図書館２階　閲覧室
問　茅野市図書館　☎0266－72－9085

７月15日（月・祝）開館記念日
８月23日（金）仮面の女神誕生日（出土日）
９月８日（日）縄文のビーナス誕生日（出土日）
　　　　　　八ヶ岳縄文の里マラソン
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

７月１日（月）・８日（月）、８月19日（月）・
26日（月）、９月２日（月）・９日（月）・
17日（火）・24日（火）・30日（月）
問　尖石縄文考古館　
　　☎0266－76－2270

７月１日（月）・８日（月）・16日（火）・
22日（月）、８月19日（月）・26日（月）、
９月２日（月）・９日（月）・17日（火）・
24日（火）・30日（月）
問　青少年自然の森　
　　☎0266－76－5858

考古学の最先端の研究成果を発表する講
座です。令和元年度の題材は、国指定の
史跡・特別史跡です。
第２回「国史跡　栃原岩陰遺跡から見た
一万年前の人々の暮らし」藤森英二さん
（北相木村教育委員会）
とき　７月13日（土）午後１時30分～３時
第３回「国史跡　長者ヶ原遺跡」木島勉
さん（糸魚川市教育委員会）
とき　８月31日（土）午後１時30分～３時
第４回「史跡　梅之木遺跡　竪穴住居の
復元から分かった縄文の暮らし」佐野隆
さん（北杜市役所教育部学術課長）
とき　９月７日（土）午後１時30分～３時
ところ　尖石縄文考古館（ガイダンスルーム）
参加費　100円（資料代）
※館内をご覧の場合、観覧料が必要です
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

平成29年に発掘調査した、茅野市湖東の
辻屋遺跡の発掘成果品を展示いたします。
期間　７月13日（土）～10月14日（月）
ところ　尖石縄文考古館特別展示室
※通常観覧料が必要です
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

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作りをする
講座です。
とき　７月27日（土）・28日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館ロビー集合
受講料　1000円
定員　10名
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」
　横編み法でブレスレットを作る講座で
　す。
　とき　８月４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14日（土）午後１時～３時
③「土器模様の拓本のしおりを作ろう」
　土器拓本を取り、ラミネートでしおり
　を作る講座です。
　とき　９月22日（日）午前10時～11時30分
　ところ　尖石縄文考古館
　定員　第１回　５名、第２・３回　10名
　受講料　各回1,000円
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

シニア世代を主役にしたファッションシ
ョー。公募による出演者が、思い出の一
着やお気に入りの一着をまとい、マルチ
ホールのランウェイを歩きます。
とき　8月18日（日）
ところ　茅野市民館 マルチホール（特
　　　　設会場）
料金　無料
※詳しくはお問合せください
問　茅野市民館　☎0266－82－8222
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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？

尖
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尖石縄文考古館　無料開館日

縄文を楽しむ（ミニ縄文教室）

尖

尖

尖

企画展「速報！辻屋遺跡」 図書館の怪談

尖 尖石縄文考古館 休館日

尖 青少年自然の森 休館日

尖 縄文ゼミナール

C

縄文教室③「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」

いきいきシニア！
モジモバファッションショー
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開館時間　午前10時～午後６時
休館日　月曜日（月曜日が祝日および振替
　　　　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。
臨時休館日（確定分）
　８月12日（月）～21日（水）
ところ　公立諏訪東京理科大学　生涯学
　　　　習センター内
施設紹介
・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、エクセル、パ
　ワーポイント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、スマートフォン等
　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）
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。
https://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。どうぞ『ゆ
いわーく茅野』へお立ち寄りください。
『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 「チラシ」で伝える！
コツを学び、実際にダミーのチラシを作
ってみます。
とき　８月４日（日）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　1,000円
第２回 「SNS」で伝える！
SNSを使った広報を初歩から学びます。
とき　９月８日（日）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　1,000円
■まちづくり講座
【共通基盤づくり～まちづくりコーディネ
ーターってなんだろう？～】
地域のつながりをつくっていくコーディ
ネーターってどんな役割？NPO、地域、
職場など、どんな組織でも求められるコ
ーディネーターについて学びます。
とき　８月17日（土）午前９時～午後０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　無料
【まち育てとファシリテーション】
「そもそも、地域づくりとは」「支援の基
本的な考え方」などを、行政職員であり
ながら地域づくりプランナーとして活躍
する講師から学びます。
とき　９月１日（日）午前９時～午後５時
講師　髙橋信博氏（山形県置賜総合支庁農
　　　村計画課／地域づくりプランナー）
受講料　1,000円
【まち育てとコーディネーション～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７日（土）午前９時～午後５時
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

全長150ｍの流水プール、爽快なスライ
ダープール、50ｍ、25ｍの競泳プール、
小さなお子さん用の幼児用プールを備え
ています。思う存分楽しみ、水と親しく
なってください。
営業期間
　７月１日（月）～８月31日（土）
　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。）
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、安心、安全で住みよい地域づく
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）

松くい虫被害は、それまで健康だったマ
ツを急激に枯らします。
現在市内において松くい虫被害はまだ確
認されていませんが、早期発見及び被害
拡大防止のため、松林の一部だけ枯れて
いる等、不自然な枯れマツを見かけまし
たら、情報提供をお願いします。
問　農林課　林務係（内線405）
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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

松くい虫による森林被害防止の
ための情報提供のお願い

茅野市情報プラザを
ご利用ください

「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。伐採届の提出は、伐採
を行う90日前から30日前までに必要と
なりますので、早めの手続きをお願いい
たします。
また、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。判
断が難しい場合はお問合せ下さい。
■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きまし
ては、管理事務所への申請が必要となる
場合がありますので、伐採前に各管理事
務所へご確認いただくようお願いします。
■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、必要書類添付
の上、農林課林務係へご提出ください。
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。
★ご注意ください
各分室は休館日に返却をすることができ
ません。分室設置施設での預かりもおこ
ないませんので、本館開館日には本館へ
ご返却ください。
本館・市民館にはブックポストを設置し
ていますので、休館日・開館時間外の返
却にご利用ください。
本館・各分室・市民館ともに開館日・開
館時間が異なります。
問　茅野市図書館　☎0266－72－9085

夏の終わりに背筋がひんやりするような、
ちょっぴり怖いおはなしはいかがでしょう。
いつもとは違った雰囲気が漂う夜の図書館
に、ご家族みなさんで涼みにきてください。
とき　８月22日（木）午後７時～８時
　　　開場　午後６時45分
ところ　茅野市図書館２階　閲覧室
問　茅野市図書館　☎0266－72－9085

７月15日（月・祝）開館記念日
８月23日（金）仮面の女神誕生日（出土日）
９月８日（日）縄文のビーナス誕生日（出土日）
　　　　　　八ヶ岳縄文の里マラソン
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

７月１日（月）・８日（月）、８月19日（月）・
26日（月）、９月２日（月）・９日（月）・
17日（火）・24日（火）・30日（月）
問　尖石縄文考古館　
　　☎0266－76－2270

７月１日（月）・８日（月）・16日（火）・
22日（月）、８月19日（月）・26日（月）、
９月２日（月）・９日（月）・17日（火）・
24日（火）・30日（月）
問　青少年自然の森　
　　☎0266－76－5858

考古学の最先端の研究成果を発表する講
座です。令和元年度の題材は、国指定の
史跡・特別史跡です。
第２回「国史跡　栃原岩陰遺跡から見た
一万年前の人々の暮らし」藤森英二さん
（北相木村教育委員会）
とき　７月13日（土）午後１時30分～３時
第３回「国史跡　長者ヶ原遺跡」木島勉
さん（糸魚川市教育委員会）
とき　８月31日（土）午後１時30分～３時
第４回「史跡　梅之木遺跡　竪穴住居の
復元から分かった縄文の暮らし」佐野隆
さん（北杜市役所教育部学術課長）
とき　９月７日（土）午後１時30分～３時
ところ　尖石縄文考古館（ガイダンスルーム）
参加費　100円（資料代）
※館内をご覧の場合、観覧料が必要です
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

平成29年に発掘調査した、茅野市湖東の
辻屋遺跡の発掘成果品を展示いたします。
期間　７月13日（土）～10月14日（月）
ところ　尖石縄文考古館特別展示室
※通常観覧料が必要です
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

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作りをする
講座です。
とき　７月27日（土）・28日（日）
　　　午前９時30分～午後３時
ところ　尖石縄文考古館ロビー集合
受講料　1000円
定員　10名
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」
　横編み法でブレスレットを作る講座で
　す。
　とき　８月４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14日（土）午後１時～３時
③「土器模様の拓本のしおりを作ろう」
　土器拓本を取り、ラミネートでしおり
　を作る講座です。
　とき　９月22日（日）午前10時～11時30分
　ところ　尖石縄文考古館
　定員　第１回　５名、第２・３回　10名
　受講料　各回1,000円
問　尖石縄文考古館
　　☎0266－76－2270

シニア世代を主役にしたファッションシ
ョー。公募による出演者が、思い出の一
着やお気に入りの一着をまとい、マルチ
ホールのランウェイを歩きます。
とき　8月18日（日）
ところ　茅野市民館 マルチホール（特
　　　　設会場）
料金　無料
※詳しくはお問合せください
問　茅野市民館　☎0266－82－8222
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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？

尖
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尖石縄文考古館　無料開館日

縄文を楽しむ（ミニ縄文教室）

尖

尖

尖

企画展「速報！辻屋遺跡」 図書館の怪談

尖 尖石縄文考古館 休館日

尖 青少年自然の森 休館日

尖 縄文ゼミナール

C

縄文教室③「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」

いきいきシニア！
モジモバファッションショー



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。
■「サラバンド」（フランス）
銀色のパイプが宙を舞うヨルグさんのパ
フォーマンスと、ノエミさんの繊細で優
美なチェロの演奏が融合して、バッハの
有名な「無伴奏チェロ組曲（１、３、５番）」
の世界を物語ります。
※定員100名（おすすめ：６歳より）
とき　７月17日（水）午後７時開演
ところ　茅野市民館マルチホール（特設会場）
出演　ヨルグ・ミュレールさん
　　　ノエミ・ブタンさん（チェロ演奏）
料金　［全席自由］おとな 2,000円
　　　こども（高校生以下）500円
　　　ペア（おとな2名）3,500円
　　　茅野市民館友の会会員

（おとな）1,600円
※未就学児託児あり（要予約）
問　茅野市民館　☎0266－82－8222

■「いま、飛んでる？」（ラ・カンパニー・
　コティディエンヌ／フランス）
フランスの国立サーカス芸術学校（CNAC）
で学んだジャンとジェロームによる、自
転車のアクロバットとベルトを使った空
中技が合わさった、一瞬も目が離せない
現代サーカスです。
※定員各回150名（おすすめ：５歳より）
とき　７月31日（水）午後７時開演
　　　８月１日（木）午後２時開演
ところ　茅野市民館マルチホール（特設会場）
出演　ジャン・シャルミヨさん
　　　ジェローム・ガランさん
料金　［全席自由］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、
　　　茅野市民館友の会会員（おとな）1,600円
　　　※３歳未満はひざ上鑑賞無料
問　茅野市民館　☎0266－82－8222

本展では、茅野市・蓼科にアトリエを構
える銅版画家・中林忠良（1937－）を特集
します。初期の油彩作品から《Position》、

《転位》シリーズ、カラーのモノタイプ作
品、最新作までを一堂に展示します。
とき　７月26日（金）～９月８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

お年寄りを被写体にした公募写真展。人
生を積み重ねた高齢者の奥深い表情や、
生活を営む姿を撮影した公募写真や、諏
訪地域の子どもたちから公募した写真を
展示します。
とき　９月14日（土）～29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

７月１日（月）、８日（月）、16日（火）、22
日（月）、29日（月）、８月５日（月）、13
日（火）、19日（月）、26日（月）、９月２日

（月）、９日（月）、17日（火）、24日（火）、
30日（月）
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13日（土）～９月１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!」 
　https://www.shinshu-to-asobo.net 
　をご覧ください。
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

期間　７月13日（土）～９月16日（月・祝）
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

平均標高が日本一の長野県内
には、多くの天文施設・プラ
ネタリウムなどがあります。
博物館を見学したり、イベン
トに参加してスタンプを集め
るとオリジナルグッズがもらえます。
期間　７月１日（月）～９月30日（月）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
詳しくは、「長野県は宇宙県」ホームページ
https://www.nro.nao.ac.jp/̃uchuuken
/html/をご覧ください。
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６日（土）、８月３日（土）、９月７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

季節の星座観察をしたり、望遠鏡を使っ
た天体観察を行います。
とき　７月27日（土）、９月28日（土）
　　　いずれも 午後7時30分～9時
　　　※雨天の場合、室内で星・宇宙の
　　　　お話をします。
ところ　総合博物館
講師　市民研究員天文グループ
参加費　無料（申込み不要）
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13日（土）、８月24日（土）、
　　　９月14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
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星空観望会
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「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2019開催
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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。
■「サラバンド」（フランス）
銀色のパイプが宙を舞うヨルグさんのパ
フォーマンスと、ノエミさんの繊細で優
美なチェロの演奏が融合して、バッハの
有名な「無伴奏チェロ組曲（１、３、５番）」
の世界を物語ります。
※定員100名（おすすめ：６歳より）
とき　７月17日（水）午後７時開演
ところ　茅野市民館マルチホール（特設会場）
出演　ヨルグ・ミュレールさん
　　　ノエミ・ブタンさん（チェロ演奏）
料金　［全席自由］おとな 2,000円
　　　こども（高校生以下）500円
　　　ペア（おとな2名）3,500円
　　　茅野市民館友の会会員

（おとな）1,600円
※未就学児託児あり（要予約）
問　茅野市民館　☎0266－82－8222

■「いま、飛んでる？」（ラ・カンパニー・
　コティディエンヌ／フランス）
フランスの国立サーカス芸術学校（CNAC）
で学んだジャンとジェロームによる、自
転車のアクロバットとベルトを使った空
中技が合わさった、一瞬も目が離せない
現代サーカスです。
※定員各回150名（おすすめ：５歳より）
とき　７月31日（水）午後７時開演
　　　８月１日（木）午後２時開演
ところ　茅野市民館マルチホール（特設会場）
出演　ジャン・シャルミヨさん
　　　ジェローム・ガランさん
料金　［全席自由］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、
　　　茅野市民館友の会会員（おとな）1,600円
　　　※３歳未満はひざ上鑑賞無料
問　茅野市民館　☎0266－82－8222

本展では、茅野市・蓼科にアトリエを構
える銅版画家・中林忠良（1937－）を特集
します。初期の油彩作品から《Position》、

《転位》シリーズ、カラーのモノタイプ作
品、最新作までを一堂に展示します。
とき　７月26日（金）～９月８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

お年寄りを被写体にした公募写真展。人
生を積み重ねた高齢者の奥深い表情や、
生活を営む姿を撮影した公募写真や、諏
訪地域の子どもたちから公募した写真を
展示します。
とき　９月14日（土）～29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

７月１日（月）、８日（月）、16日（火）、22
日（月）、29日（月）、８月５日（月）、13
日（火）、19日（月）、26日（月）、９月２日

（月）、９日（月）、17日（火）、24日（火）、
30日（月）
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13日（土）～９月１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!」 
　https://www.shinshu-to-asobo.net 
　をご覧ください。
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

期間　７月13日（土）～９月16日（月・祝）
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

平均標高が日本一の長野県内
には、多くの天文施設・プラ
ネタリウムなどがあります。
博物館を見学したり、イベン
トに参加してスタンプを集め
るとオリジナルグッズがもらえます。
期間　７月１日（月）～９月30日（月）
ところ　総合博物館
料金　通常入館料
詳しくは、「長野県は宇宙県」ホームページ
https://www.nro.nao.ac.jp/̃uchuuken
/html/をご覧ください。
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６日（土）、８月３日（土）、９月７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

季節の星座観察をしたり、望遠鏡を使っ
た天体観察を行います。
とき　７月27日（土）、９月28日（土）
　　　いずれも 午後7時30分～9時
　　　※雨天の場合、室内で星・宇宙の
　　　　お話をします。
ところ　総合博物館
講師　市民研究員天文グループ
参加費　無料（申込み不要）
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13日（土）、８月24日（土）、
　　　９月14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
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特別展
「坂本養川と堰と人々の生活」

博 「長野県は宇宙県」スタンプラリー2019開催

博

博物館で星空観察会博

古文書相談会博

茅野市内における江戸時代の文書を使い、
古文書の解読をやさしく学ぶ連続講座で
す。日曜日の午後と木曜日の夜に開講し、
内容は同じですので、ご都合にあわせて
受講していただけます。
【日曜（昼）コース】
とき　７月28日（日）、８月25日（日）、
　　　９月22日（日）
　　　午後１時30分～３時30分
【木曜（夜）コース】
とき　７月25日（木）、８月29日（木）、
　　　９月26日（木）午後７時～９時
ところ　総合博物館
参加費　500円（初回受講時）
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！
とき　７月13日（土）、14日（日）、８月
　　　10日（土）、11日（日・祝）、９月
　　　７日（土）、８日（日）、27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　博物館はたおりボランティア

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
　　　　　☎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月は「登り人形」、９月は「風船カー」。
とき　７月21日（日）、９月29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

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、７月「お
りひめ星とひこ星の距離」、８月「彗星と
流星群」、９月「中秋の名月」。
とき 土・日曜日および祝日。各日午前10時
　　　30分～と午後１時30分～の２回
　　　※9月15日（日）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　整理券は、当日開館時から、お
　　　　一人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

宇宙にはなぞや不思議がいっぱい。星座さ
がしをしながら星や宇宙のクイズにチャン
レンジしよう。夏休みの期間限定投影です。
とき　７月30日（火）～８月２日（金）、
　　　８月６日（火）
　　　各日 午前11時30分～12時10分 と 
　　　午後１時30分～２時10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　整理券は、当日開館時から、お
　　　　一人につき１枚お渡しします。
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

八ヶ岳西岳で、この時期しか見られない
植物を観察します。
とき ７月６日（土）午前７時30分～午後４時頃
集合場所　富士見高原スキー場駐車場
講師　諏訪教育会
参加費　無料（要申込）
服装・持ち物 長袖・長ズボン・登山靴、

昼食、飲み物、雨具、カメラ、図鑑、
記録帳等（ブヨが出ると思われますので、
虫除けスプレーをご用意ください。）
申込　６月20日（木）から受付
その他　実施の最終判断は現地で行いま
　　　　す。小雨決行ですが、状況によ
　　　　り中止もあります。
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

八島湿原を中心に、植物、野鳥等の自然
を観察します。
とき ７月20日（土）午前７時～11時頃
集合場所　八島ヶ原展望台
講師　諏訪教育会
参加費　無料
＊実施の最終判断は現地で行います。小
　雨決行ですが、コースの変更の場合が
　あります。
問　諏訪教育会　☎0266－52－0213
　　八ヶ岳総合博物館　☎0266-73－0300

藍の生葉で絹のストールを染めます。
とき　７月26日（金）午前10時～正午
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２日（火）午前10時から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266－73－0300

夜の博物館を探検気分でめぐってみませ
んか。昼はできない夜限定のミッション
にチャレンジしよう。怪談話もします。
親子揃ってご参加ください。
とき ８月９日（金）午後７時～８時30分
ところ　総合博物館
料金　無料
持ち物　懐中電灯
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

読書推進グループ読りーむinちのの皆さ
んによるおはなし・紙しばいや、月や星
にまつわるお話をします。
とき　９月13日（金）午後７時～９時
ところ　総合博物館
料金　無料
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14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20日（火）から受付
申込・問　八ヶ岳総合博物館
　　　　　☎0266-73－0300

ヨーヨー釣り、輪なげ、釣りゲームなど
の楽しい遊びや、わたあめづくりを体験
できます。
とき ８月14日（水）午前10時～午後４時
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

身近で見られるキノコの実物を展示し解
説します。鑑定も行います。
会期　９月15日（日）～16日（月・祝）
　　　午前10時～午後４時
ところ ワークラボ八ヶ岳（ベルビア２階）
料金　無料
問　八ヶ岳総合博物館
　　☎0266－73－0300

７月１日（月）～３日（水）、８日（月）、16
日（火）、22日（月）、29日（月）
８月５日（月）、19日（月）、26日（月）
９月２日（月）、９日（月）、17日（火）、24
日（火）、30日（月）
問　神長官守矢史料館
　　☎0266－73－7567

会期 ８月14日（水）～10月14日（月・祝）
ところ　守矢史料館
料金　通常入館料
問　神長官守矢史料館
　　☎0266－73－7567
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博 古文書解読講座

植物観察会

博 キノコ観察会

博

博

守

守

博物館おもしろ縁日

キノコ展

毎月お楽しみ会 草木染

博 さきおりでランチョンマット

博 ワクワク科学工作

博 プラネタリウム

プラネタリウム夏休み投影
「チャレンジ！アストロQ」博

毎月お楽しみ会　
博物館でお月見会・月夜の
おはなし会

霧ヶ峰自然観察会
＊諏訪教育会主催

探検！よるの博物館 
～ミステリーツアー～

神長官守矢史料館
休館日

企画展「守矢文書にみる改元・
元年の古文書」




