
2014.7.12-11.30
を楽しもう!

茅野市内6館のミュージアムによる連携事業です。
2014年度テーマ「結ぶ～いにしえから未来へ～」
http://www.chinoshiminkan.jp/chino-museum/

茅野市ミュージアム活性化事業

主催：茅野市ミュージアム活性化推進委員会

お問合せ：茅野市美術館（茅野市民館内）
Tel. 0266-82-8222

※当事業は文化庁「平成26年度 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動
　支援事業」の補助事業です。

ワークショップ＆講座が大集合!
茅野のミュージアムを学び、体験しませんか?
料金：無料（要事前申込み）
お申込・お問合せ：茅野市美術館（茅野市民館内）　Tel. 0266-82-8222

2014年7月12日［土］～11月30日［日］

6館中4館のスタンプを集めると、特製マグネット（2個入り）
または藤森照信《ベジタブルシティ茅野》の特製クリアファイル
をプレゼント。
チケット購入時にスタンプを押印いたします。参加は一人一回まで。プレ
ゼントは数に限りがございます。休館日は各館により異なりますので、ご
注意ください。　※期間を過ぎてのスタンプやプレゼントはできません。

◆ちのミュージアム・スタンプラリー

定員：20名（先着・要事前申込み・10月6日締切）　料金：無料
全3回（各10:00～15:00）で茅野市内6館のミュージアムをバスで
巡ります。お弁当を持参ください。
10月13日［月・祝］ 会場：茅野市美術館、神長官守矢史料館
10月18日［土］ 会場：尖石縄文考古館、康耀堂美術館
10月25日［土］ 会場：蓼科高原美術館、八ヶ岳総合博物館
集合・解散：茅野市民館
※全3回に参加できる方を優先します。 詳細はお問合せください。

◆ちのミュージアム・ピクニック

2014年7月12日［土］～9月15日［月・祝］
9：00～19：00（火曜日休館）
会場：茅野市民館イベントスペース（ロビーに移動する場合あり）
観覧料：無料

◆パネル展示
各館の情報やおすすめを紹介しています。

定員：50名（先着・要事前申込み）　料金：無料
全2回　各13:00開始予定
11月5日［水］予定　　会場：尖石縄文考古館
11月12日［水］予定　会場：八ヶ岳総合博物館
※詳細はお問合せください。

◆茅野市ミュージアム・コンシェルジュ講座

2014年11月22日［土］　14:00開始予定
会場：茅野市民館マルチホール　料金：無料
※詳細はお問合せください。

◆シンポジウム

vol.4  茅野市尖石縄文考古館

小さい仮面の女神を作ろう
粘土1kgで、小さい仮面の女神を作ります。

講師：山科哲（茅野市尖石縄文考古館学芸員）
定員：10名（先着、小学3年生以下は保護者同伴）
持ち物：エプロン、汚れても良いタオル2枚（粘土が乾く
のを防ぐため）

小さい仮面の女神（右）

8.10sun

vol.3  京都造形芸術大学附属康耀堂美術館

ミツロウで
アートキャンドルを作ろう
ミツロウに天然素材で絵を描いて
アートキャンドルを作りましょう。

講師：渡邉昌美（京都造形芸術大学附属康耀堂美術館学芸員）
定員：20名（先着、小学3年生以下は保護者同伴）

8.3sun

茅野市民館周辺を歩こう
茅野市民館周辺の守矢文書に見られる
史跡などをご案内します。

講師：柳川英司（茅野市神長官守矢史料館学芸員）
定員：20名（先着）

大年神社

vol.5  茅野市神長官守矢史料館

8.31sun

vol.1  茅野市八ヶ岳総合博物館

万華鏡を作ろう
鏡を組み合わせてオリジナルの万華鏡を
作ってみよう。

講師：若宮崇令（茅野市八ヶ岳総合博物館館長）
定員：家族10組（先着、小学4年生以上）

2013年度の様子

7.31thu

会場
茅野市民館

イベントスペース
JR茅野駅東口直結

vol.2  茅野市美術館

光のオブジェを作ろう
アヤシイ現代の『竪穴式住居?』が出現!?
中庭を光でいっぱいにしよう。

講師：三澤一実（武蔵野美術大学教授）
造形アシスタント：武蔵野美術大学学生
定員：35名（先着）

7.31thu

vol.6  蓼科高原美術館 矢崎虎夫記念館

矢崎彫刻をもっと知ろう
矢崎虎夫作品を紹介後、原型を多く保管
する宮川寒天蔵にて作品を観賞します。
講師：梯裕史（蓼科高原美術館・矢崎虎夫記念館学芸員）
定員：20名（先着）

9.7sun

2013年度の様子

10:00～11:30

16:30～18:30

10:30～12:00

10:00～12:00

9:30～11:30

10:30～12:00



茅野市

尖石縄文考古館
Togariishi Museum of Jomon Archaeology

茅野市美術館
Chino City Museum of Art

縄文研究の始発点で縄文文化に触れる
国特別史跡「尖石石器時代遺跡」の一角にある当館は、国宝「土
偶」（縄文のビーナス）や国宝の答申を受けた重要文化財「土偶」
（仮面の女神）をはじめ、躍動感あふれる土器や美しいヒスイの
装身具など約2,000点を展示しています。

茅野市の自然・文化のすべてがわかる
茅野市の大地の成り立ちや動植物といった自然、縄文時代以降
の考古・史跡資料といった歴史・民俗、寒天・のこぎりなどの産
業、文芸について総合的に展示しています。また、それぞれの分
野について企画展や講座を数多く開催しています。

京都造形芸術大学附属

康耀堂美術館
Koyodo Museum of Art

開館時間  9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日  毎週月曜日（ただし、7月22・28日、8月4･11日は臨時開館日）、
  年末年始及び祝日の翌日
観覧料  大人500円（400円）、高校生300円（200円）、
  小中学生200円（150円）

※（　）内は20名以上の団体割引料金
※諏訪6市町村在住の小中学生、茅野市在住の高校生または茅野市内の高校に通う高
校生、障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名、諏訪市ミュージアムパスポート
をお持ちの方は無料　※上記観覧料で常設展もご覧いただけます

● 「仮面の女神」国宝記念特別展　『縄文の「お母さん」』

茅野市

八ヶ岳総合博物館（併設：八ヶ嶽岳麓文芸館）
Chino City Yatsugatake Museum

北八ヶ岳には、多くのコケが生育し、貴重なコ
ケの森に選定されています。美しく神秘的な北
八ヶ岳のコケの世界をご紹介します。

※諏訪6市町村在住・在学の小中学生、茅野市在住・在学の高校生は無料
※上記観覧料で常設展もご覧いただけます

● 企画展　『北八ヶ岳のコケ』

2014年7月26日［土］～9月28日［日］

土偶を筆頭に、顔面把手付土器や土製
耳飾りなど、縄文時代の人々が表現した
母性や母性に関する資料を紹介してい
ます。

2014年6月14日［土］～10月13日［月・祝］

茅野市

神長官守矢史料館
Jinchokan Moriya Historical Museum

●企画展　『守矢文書にみる九頭井神社』

開館時間  9：00～16：30
休館日  毎週月曜日、年末年始及び祝日の翌日
観覧料  大人100円、高校生70円、小中学生50円
 （団体 20名以上 大人70円、高校生50円、小中学生30円）

※諏訪6市町村在住・在学の小中学生、茅野市在住・在学の高校生は無料　
※上記観覧料で常設展もご覧いただけます

延文元年（1356）『諏方大明神画詞』
十二月晦日の九頭井（葛井） 神事の条

次回予告 平成26年度 第2期収蔵作品展
2014年9月6日［土］～11月3日［月・祝］ 無料

寿齢讃歌 ―人生のマエストロ―写真展Ⅸ
2014年9月13日［土］～9月28日［日］ 無料

開館時間  10：00～18：00
休館日  毎週火曜日（祝日の場合は直後の休日でない日）、展示入替日、
  年末年始
観覧料  一般500円（300円）、高校生以下は無料

※（　）内は20名以上の団体料金　※障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方と付添の方
１名は無料

●企画展　夏秋展『いのちの贈りもの』

次回予告 秋季展「心に触れる絵画」
2014年9月24日［水］～11月30日［日］

開館時間  10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日  月曜日（祝日の場合翌火曜日）、第4火曜日および展示替期間
  冬期休業（2014年12月1日～2015年4月19日）
観覧料  一般（高大生含む）300円、中学生以下・本学学生無料

蓼科高原美術館
矢崎虎夫記念館

仮面の女神

● 企画展　『生誕100年 矢﨑博信展 幻想の彼方へ』
茅野市出身で、日本のシュルレアリスム
（超現実主義）絵画の先駆者・矢﨑博信
（1914-1944）の画業と思想を振り返ります。

2014年7月26日［土］～8月31日［日］

コレクションから「自然の恵み」をテー
マに日本画、洋画、ガラス工芸など約
60点をご紹介します。

2014年7月26日［土］～9月12日［金］

北八ヶ岳のコケ（樋口正信氏提供）

2014年8月9日［土］～10月13日［月・祝］

●常設展

旧暦3月酉の日（現在は4月15日）に行われていた、御頭祭（大御立座神
事）に関する展示をご覧になれます。

茅野市ちの上原の九頭井（葛井）神社の神主と諏訪上社の神楽役を勤め
ていた九頭井大夫矢島家文書について展示します。

開館時間  9：00～16：30
休館日  毎週月曜日、年末年始及び祝日の翌日
観覧料  大人310円、高校生210円、小中学生150円
 （団体 20名以上 大人210円、高校生150円、 小中学生100円）

● 企画展　『九頭井大夫家文書の世界』

2014年8月9日［土］～10月13日［月・祝］

地域をみつめ、対話し、紡ぐ美術館
郷土出身および郷土ゆかりの作家の作品1,000点超を収蔵。美
術館の入る文化複合施設・茅野市民館は、施設全体としてホー
ル・美術館・コミュニティの各機能を持ち、特長を活かして美術
と他ジャンルとのコラボレーションにも取り組んでいます。

八ヶ岳の麓、6000坪の森に佇む美術館
コレクションは近現代の日本画、油画、水彩画、ガラス工芸など約
370点。年4回のコレクション展、特別展や企画展のほか、地域住
民の皆様が気軽に足を運べる美術館を目指し、コンサートやワー
クショップなど様々なイベントを開催しています。

〒391-0213 長野県茅野市豊平4734-132
■JR中央本線・茅野駅下車、バスで渋の湯線「尖石縄文考古館前」下車
■中央自動車道・諏訪ICより車で約25分

〒391-0213 長野県茅野市豊平6983
■JR中央本線・茅野駅下車、バスで福沢入口バス停・理科大入口バス停まで
10分、下車徒歩数分　■中央自動車道・諏訪ICより車で15分

〒391-0213 長野県茅野市豊平4734-215
■JR中央本線・茅野駅下車、バスで渋の湯線「尖石縄文考古館前」下車すぐ
■中央自動車道・諏訪ICより車で約30分

彫刻は…観て、触れて…心で感じて…
茅野市出身の彫刻家・矢崎虎夫の作品群を収蔵展示するため、
お気に入りの地であった蓼科高原にオープンした美術館。北八ヶ
岳ロープウェイの隣接地で、東西のエスプリを融合させた矢崎虎
夫の彫刻の世界をお楽しみいただけます。
〒391-0301 長野県茅野市北山4035
■JR中央本線・茅野駅下車、「北八ヶ岳ロープウェイ」行きバス乗車にて、終点
下車　■中央自動車道・諏訪ICより車で約50分

〒391-0002 長野県茅野市塚原1-1-1 茅野市民館内
■JR中央本線・茅野駅下車、東口直結
■中央自動車道・諏訪ICより車で約12分

諏訪信仰の原点がわかる
諏訪上社の神長官を江戸時代まで勤めた、守矢家に伝わる古文
書約1,600点を収蔵する目的でつくられました。守矢文書は諏
訪上社の神事に関わる記録や、武田信玄の書状など、戦国武将
にまつわる古文書を多く収蔵しています。

〒391-0013 長野県茅野市宮川389-1
■JR中央本線・茅野駅下車、バスで高部バス停まで10分、徒歩3分
■茅野駅下車、駅より2.5km、徒歩40分　■中央自動車道・諏訪ICより車で15分

八ヶ岳総合博物館企画展にあわせ、九
頭井神社に関する古文書について展示
します。

●常設展　『矢﨑虎夫彫刻作品 常設展示』

開館時間  10:00～16:00
休館日  火曜日、冬期（2014年12月1日～2015年4月24日予定）
観覧料  大人500円（400円）、子供300円（250円）
 ※（　）内は30名以上の団体料金。

矢崎虎夫氏の初期から晩
年に至るまでの作品を一堂
に展示。

矢﨑博信≪高原の幻影≫1938年 諏訪市美術館蔵

Tel.0266-76-2270 Tel.0266-73-0300 Tel.0266-73-7567

Tel.0266-82-8222 Tel.0266-71-6811 Tel.0266-67-6171
または0266-67-2009

（北八ヶ岳リゾート）

photograph by Satoshi Asakawa

佐原和行《桃》1996年

矢崎虎夫≪雲水群像≫1971年


