2018 年度

Exhibitions and Events of

Fukushima Museum
企画展

福島県立博物館

4･5月の行事

匠のふるさと会津―技と祈りの建築文化誌

Ｈ30/4/28（土）〜 6/24（日） 〉〉企画展示室

企画展料金：一般･大学生 500 円 ( 団体 400 円）、高校生以下無料

■記念講演会（申込不要、無料、講堂）

■体験イベント（申込不要、当日随時受付、一部有料、実習室）

「奥会津地方の建築儀礼と職人巻物」

「親子ものづくり木工体験」

5/20( 日 ) 13:30 〜 15:00
講師：宮内貴久氏（お茶の水女子大学教授）

6/2( 土 ) 10:00 〜 16:00
講師：会津若松市建築業組合の皆さん

「越後大工の会津への旅立ち」

6/16( 土 ) 13:30 〜 15:00
講師：中村義隆氏（新潟郷土史研究会･新潟文化財鑑賞会顧問）

■バスツアー（要申込、20 名、無料

■展示解説会（申込不要、要企画展チケット、企画展示室）
4/28( 土 )･29( 日 )、5/6( 日 )･13( 日 )･26( 土 )、6/24( 日 )
13:30 〜

※要昼食代）

「知られざる会津の名建築をたどる」

5/12( 土 ) 9:00 集合
講師：小澤弘道氏（福島県民俗学会副会長）
※4/12( 木 ) より受付開始 ( 先着順 )

テーマ展

〜 5/20（日）

常設展料金

〉
〉部門展示室（考古）

4/28( 土 ) 〜 7/8（日）

展

講師 学芸員 杉崎佐保惠

13:00〜１4:00 「紀元前後のボートピープル」

講師 学芸員 荒木隆

常設展料金

4/3( 火 ) 〜 9/30（日）〉
〉総合展示室（中世）

要申込、15 名、無料、視聴覚室

4/22（日） ティータイム考古学『考古学を読む』①

〉
〉部門展示室（歴史美術）

祈りのふくしま２
ポイント

4/21（土） 保存科学講座
13:30〜１5:00

ふるさとの考古資料 7【楢葉町歴史資料館】移動展

築城 450 年 会津の向羽黒山城はどんな城？

申込不要、無料、レストラン

4/28（土） 子供ミニミニ博物館 申込不要、無料、体験学習室
〜 5/6(日)

4/3( 火 ) 〜 H31/3/31（日） 〉
〉総合展示室 ( 近世･近現代）

日本遺産 !
日本遺産 !

会津三十三観音と御詠歌
安積疏水ができるまで

5/4（金･祝）ハニワ大王のギャラリートーク②
11:00〜１2:00 「展示資料で見るふくしまの暮らし【食べる】
」
13:00〜１4:00
講師 学芸員 荒木隆

4/3( 火 ) 〜 4/27（金） 〉
〉総合展示室（近現代）

5/5（土･祝）実技講座「須賀川の絵のぼり･小旗をつくろう」
13:30〜15:00
講師 伝統技術保持者 大野青峯氏･大野久子氏

戊辰戦争ピックアップ 1―西郷頼母の戦略談―

要申込、10 名、1000 円、エントランスホール

〉部門展示室（民俗）
4/13( 金 ) 〜 6/20（水） 〉

ドウってどう使うの？―魚とりの道具たち―

5/11（金） 美術講座①「会津の仏教美術」

〉総合展示室（近現代）
4/28( 土 ) 〜 6/1（金） 〉

13:30〜15:00

〉エントランスホール
4/28( 土 ) 〜 6/3（日） 〉

11:00〜１1:30
14:00〜１4:30

戊辰戦争ピックアップ 2―磐城の戦い―

4/7（土）

特集展解説会

申込不要、無料、企画展示室

13:30〜１4:00

特集展解説会「震災遺産が語るコト」
講師 担当学芸員
申込不要、無料、企画展示室

4/8（日）

ハニワ大王のギャラリートーク①

11:00〜１2:00
13:00〜１4:00

「展示資料で見るふくしまの暮らし【着る】」
講師 学芸員 荒木隆

講師 おはなしの部屋、ハニワ大王とその仲間
申込不要、無料、体験学習室

4/14（土） 歴史講座 戊辰戦争こぼれ話①「西郷頼母の戦略談」

13:30〜１4:30

講師 学芸員 阿部綾子
講師 館長 赤坂憲雄

申込不要、無料、講堂

【お問い合わせ先】 福島県立博物館
〒965−0807 福島県会津若松市城東町1−25
TEL：0242（28）6000 FAX：0242（28）5986
Email：general-museum＠fcs.ed.jp
HP http://www.general-museum.fks.ed.jp/

f

公式 facebook

申込不要、無料、講堂

5/17（木） 館長講座 東北の文学者たち②「斎藤茂吉」
講師 館長 赤坂憲雄

申込不要、無料、講堂

5/26（土） 野外講座「高広山で化石をさがそう」

9:30〜17:00

講師 学芸員 猪瀬弘瑛ほか
要申込、43 名、500 円、郡山市逢瀬町河内高広山林道

※小学校3年生以上( 小･中学生は必ず保護者同伴)
申込先：郡山市ふれあい科学館 TEL024-936-0201

5/27（日） シリーズ ふくしまの新しい古代像を考える①
13:30〜１5:00「東北地方から福島県が独立した !?
―石城･石背国建国の背景ー」
講師 学芸員 荒木隆

申込不要、無料、講堂

申込不要、無料、講堂

4/19（木） 館長講座 東北の文学者たち①「吉野せい」
13:30〜１4:30

講師 学芸員 田中伸一

13:30〜１4:30

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

4/14（土） 博物館でも読み聞かせ①

11:00〜１1:30
14:00〜１4:30

講師 心に虹のおはなし会、ハーモニー
申込不要、無料、体験学習室

13:30〜１4:30

「山口弥一郎の見た三陸津波」「古文書から見る災害」
講師 担当学芸員

申込不要、無料、視聴覚室

5/12（土） 歴史講座 戊辰戦争こぼればなし②
「磐城の戦いと西洋医学」

講座･ギャラリートーク・イベント

4/1（日）

講師 学芸員 塚本麻衣子

5/12（土） 博物館でも読み聞かせ②

ジオパーク関連展覧会

11:00〜１1:30
13:30〜１4:00

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

https://www.facebook.com/fukushimamuseum/

※要申込の行事については 1 ヶ月前から募集を受け付けています。
電話もしくは受付カウンターでお申し込みください。
※都合により変更になる場合があります。詳しくは HP をご覧ください。

●開館時間 9:30〜17:00（入館は16:30まで）
●常設展観覧料 ※一般・大学生は270円（20名以上の団体の場合210円）、高校生以下は無料でご覧いただけます。

※学校教育に基づく活動として観覧する場合の大学生及び引率者、公民館等の団体は、事前の申請
（３日前まで）により、常設展の減免措置が受けられます。観覧料免除申請書は、ホームページよ
りダウンロードできます。

●４月の休館日 2日(月)･9日(月)･16日(月)･23日(月)
●５月の休館日 7日(月)･14日(月)･21日(月)･28日(月)

