2018 年度

福島県立博物館 6・
７月の行事

Exhibitions and Events of

Fukushima Museum
企画展

ポイント

匠のふるさと会津―技と祈りの建築文化誌

展

〜 6/24（日） 〉〉企画展示室

ドウってどう使うの？―魚とりの道具たち―

6/2( 土 ) 〜 7/6（金） 〉
〉総合展示室（近現代）

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

戊辰戦争ピックアップ３―戦場のうわさ話―

■記念講演会（申込不要、無料、講堂）

6/22( 金 ) 〜 8/29（水） 〉
〉部門展示室（民俗）

染型紙の世界

「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）

7/7( 土 ) 〜 8/10（金）〉
〉総合展示室（近現代）

戊辰戦争ピックアップ４―会津の戦い―

〜 9/30（日） 〉
〉総合展示室（中世）

■展示解説会（申込不要、要企画展チケット、企画展示室）
6/24( 日 ) 13:30 〜

築城 450 年 会津の向羽黒山城はどんな城？

■体験イベント（申込不要、当日随時受付、一部有料、実習室）

講座･ギャラリートーク

「親子ものづくり木工体験」

6/2( 土 ) 10:00 〜 16:30
講師：会津若松市建築業組合の皆さん

6/8（金）

美術講座 会津の仏教美術②
「来世への祈り―浄土信仰の美術―」

6/9（土）

歴史講座 戊辰戦争こぼれ話③
「戦場のうわさ話」

13:30〜１５:00

美しき刃たち―東京富士美術館コレクションと福島の名刀
やいば

7/13（金）〜 8/19（日）

常設展料金

〉部門展示室（民俗）
〜 6/20（水） 〉

〉
〉企画展示室

13:30〜１4:30

講師 学芸員 塚本麻衣子
講師 学芸員 栗原祐斗

申込不要、無料、視聴覚室
申込不要、無料、講堂

6/10（日） ハニワ大王のギャラリートーク③

」
11:00〜１２:00 「展示資料で見るふくしまの暮らし【住む】
13:00〜１４:00

料金【当日券】：一般･大学生 800 円 (20 名以上の団体 640 円）
高校生 600 円、中学生以下無料
【前売り】：一般･大学生 700 円、高校生 500 円

講師 学芸員 荒木隆

※前売りチケットはこちらでお求めください・
・
・福島県立博物館、
福島民報社
（本社・
郡山本社・各支社支局・販売店）
、
うすい百貨店、中合ふくしま店、セブンチケット、
ローソンチケット
（前売り販売開始：6月8日）

6/21（木） 館長講座 東北の文学者たち③「宮沢賢治」

13:30〜１4:30

講師 館長 赤坂憲雄

（申込不要、無料）
「古刀再現―日本刀の心―」

7/6（金）

7/15( 日 ) 14:00 〜 15:30
講師：藤安将平氏（将平鍛刀場刀工）
会場：講堂

13:30〜１5:00

7/8（日）

「ふくしまの刀剣」
（申込不要、要企画展チケット）

11:00〜１２:00
13:00〜１４:00

7/29( 日 ) 14:00 〜 15:30
講師：渡邉明氏（日本美術刀剣保存協会会津支部長）
会場：企画展示室

申込不要、無料、講堂

7/1（日） ティータイム考古学『考古学を読む』②「象牙とハンコ」

13:00〜１4:00

■講演会

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

講師 学芸員 荒木隆

申込不要、無料、レストラン

美術講座 会津の仏教美術③
「中世の展開」
講師 学芸員 塚本麻衣子

申込不要、無料、視聴覚室

ハニワ大王のギャラリートーク④

「展示資料で見るふくしまの暮らし【乗る】」
講師 学芸員 荒木隆

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

7/14（土） 歴史講座 戊辰戦争こぼれ話④「会津の戦い」

■展示解説会（申込不要、要企画展チケット、企画展示室）
7/13( 金 ) 10:00 〜 11:00
講師：東京富士美術館学芸員・福島県立博物館学芸員

13:30〜１4:30

■居合実演（申込不要、無料、エントランスホール）

13:30〜１4:30

講師 学芸員 高橋充

申込不要、無料、講堂

7/19（木） 館長講座 東北の文学者たち④「西川満」

7/15( 日 ) 11:30 〜 12:00、13:15 〜 13:45
実演者：福島県剣道連盟会津居合道部会の皆さん

講師 館長 赤坂憲雄

申込不要、無料、講堂

7/22（日） ティータイム考古学『考古学を読む』③「キモノと装身具」

13:00〜１4:00

■体験イベント（申込不要、当日随時受付、エントランスホール、企画展示室）

「鎧を着て見る刀剣展」※企画展観覧はチケットが必要です。

講師 学芸員 荒木隆

7/28（土） 実技講座「唐人和凧をつくろう」

13:30〜１6:00

7/21( 土 )、7/29( 日 ) 13:30 〜 ( 随時 )
講師：YOROI 工房あいづの皆さん

申込不要、無料、レストラン

講師 伝統技術保持者 齋藤誠一氏 要申込、親子 15 組、500 円、実習室

※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込みください。

イベント・実演

6/9（土）

重要文化財
「太刀 銘一 ( 福岡一文字 )」
東京富士美術館蔵

東京富士美術館イメージアーカイブ /DNPartcom

11:00〜１１:30
14:00〜１４:30

展

〜 7/8（日） 〉
〉部門展示室（歴史美術）

常設展料金

祈りのふくしま２
7/10( 火 ) 〜 8/19（日）

f

公式 facebook

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

出演 玄如節顕彰会の皆さん 申込不要、無料、エントランスホール

7/1（日） 実演 大堀相馬焼の絵付け

13:30〜１5:00

講師 山田慎一氏（いかりや商店 白河工房）申込不要、
無料、
エントランスホール

11:00〜１１:30
14:00〜１4:30

講師 読み聞かせグループの皆さん

申込不要、無料、体験学習室

7/16（月） ミュージアムイベント けんぱく映画会「ハーメルン」

〉
〉部門展示室（歴史美術）

華麗なる島―会津出身の文化人・西川満が愛した台湾、繋いだ日本―
【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/

申込不要、無料、体験学習室

7/14（土） 博物館でも読み聞かせ④

〉
〉エントランスホール

野山の宝 化石・鉱物展―友の会化石・鉱物探検隊第２回成果展―
7/22( 日 ) 〜 8/19（日）

講師 読み聞かせグループの皆さん

6/23（土） ミュージアムイベント 玄如節と日本の民謡

13:30〜１5:00

テーマ

博物館でも読み聞かせ③

13:00〜１５:４5

申込不要、当日 13 時より受付開始、先着 200 名、無料、講堂

●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。

●６月の休館日 4日(月)･11日(月)･18日(月)･19日(火)･25日(月) ※6月19日(火)は臨時休館です。
●７月の休館日 2日(月)･9日(月)･17日(火)･23日(月)･30日(月)
※イベント等は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。

