Exhibitions and Events of

Fukushima Museum

2018 年度

福島県立博物館

８ 月の行事

やいば

企画展

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

〜 8/19（日） 〉〉企画展示室

企画展料金：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

■シンポジウム（申込不要、要企画展チケット、講堂･企画展示室）

「ふくしま刀剣自慢」

■展示解説会（申込不要、要企画展チケット、企画展示室）

「刀剣展の見方・はじめの一歩（２）」

8/4( 土 ) 14:00 〜 16:00
講師：二上文彦氏（南相馬市博物館学芸員）
四家久央 氏（いわき市文化財保護審議会委員）
吉田陽一 氏（二本松市教育委員会主査）
平田禎文 氏（三春町歴史民俗資料館副館長）
管野和恵 氏（須賀川市立博物館学芸員）
内野豊大 氏（白河市文化財課学芸員）
中岡 進 氏（若松城天守閣郷土博物館学芸員）

8/19( 日 ) 13:30 〜 14:30
講師：月山貞伸氏（月山日本刀鍛錬道場刀匠）
鴨木年泰氏（東京富士美術館学芸員）

■居合実演（申込不要、無料、エントランスホール）
8/4( 土 ) 11:30 〜 12:00、13:15 〜 13:45
講師：福島県剣道連盟会津居合道部会の皆さん

「刀 銘 ( 葵紋 ) 以南蠻鐵於武州江戸越前康継」
土方歳三所用
佐藤彦五郎新選組資料館蔵

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

テーマ展

〜 8/19（日）

常設展料金

〉
〉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―
〜 8/19（日）

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―
※この展示は無料で見ることができます。

うるわしのうるしのうつわ―土の中から―
〉
〉総合展示室（近現代）

常設展料金

戊辰戦争ピックアップ４―会津の戦い―
〉
〉常設展示室 展示ロビー、レストラン

〜 8/18（土）

只見線のある風景―美しき奥会津・星賢孝写真展―
〜 8/29（水）

※10 月に予定している土器焼きも含め 3 日間参加可能な方に限ります。

8/11（土） 歴史講座 戊辰戦争こぼれ話⑤「若松城下の戦い」

13:30〜１4:30

〜 8/10（金）

対象 教職員の方（※校種は問いません）
要申込、30 名、無料、実習室ほか

8/4（土） 考古学講座「縄文土器をつくろう」
8/5（日）
講師 学芸員 高橋満
要申込、20 名、300 円、実習室

10:00〜１5:00

〉
〉部門展示室（考古）

ポイント

展

8/3（金） 博物館を活用した学校教育プログラム研修会
10:00〜１6:00

〉
〉エントランスホール

8/4( 土 ) 〜 2019/5/19（日）

講座･ギャラリートーク・研修会

〉
〉部門展示室（民俗）

〉総合展示室（近現代）
8/11( 土 ) 〜 9/14（金） 〉

戊辰戦争ピックアップ５―若松城下の戦い―

申込不要、無料、講堂

8/12（日） ハニワ大王のギャラリートーク⑤
「展示資料で見るふくしまの暮らし【学ぶ】」

11:00〜１2:00
13:00〜１4:00

講師 学芸員 荒木隆

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

8/16（木） 館長講座 東北の文学者たち⑤「佐々木喜善」
13:30〜１4:30

染型紙の世界

講師 専門員 佐藤洋一

8/26（日）

講師 館長 赤坂憲雄

申込不要、無料、講堂

シリーズ ふくしまの新しい古代像を考える②

しまに残したもの？―耶麻郡成立の背景ー」
13:30〜１5:00 「蝦夷大反乱がふく
講師 学芸員 荒木隆

8/31( 金 ) 〜 10/24（水） 〉
〉部門展示室（民俗）

申込不要、無料、講堂

黒船来航を伝える農具

予告

イベント

秋の企画展

戊辰戦争 150 年

8/11（土）
子どもミニミニ博物館 申込不要、無料、体験学習室
〜 8/19(日)

9/1( 土 ) 〜 10/14（日） 〉〉企画展示室

9:30〜16:30

企画展料金：一般･大学生 800 円 (20 名以上の団体 640 円）
、高校生以下無料

8/11（土） 博物館でも読み聞かせ⑤

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

8/14（火） ミュージアムイベント「親子で探検！はくぶつかんのウラ側」

11:00〜12:00
14:00〜15:00

要申込、各回親子 10 組（小学生向け）、無料

8/15（水） ミュージアムイベント「会津磐梯山市民盆踊り」

19:00〜20:30

講師 会津磐梯山盆踊り保存会の皆さん 申込不要、無料、前庭
※閉館後の開催のため、展示室には入れません。

8/18（土） ミュージアムイベント「ナイトミュージアム」

17:30〜１8:30

要申込、80 名、無料、総合展示室

【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

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

■展示解説会（申込不要、要企画展チケット、企画展示室）
9/1( 土 ) 10:00 〜 11:00（予定）
9/8( 土 ) 13:30 〜 14:30
講師：当館学芸員 他

9/2（日）

11:00〜１2:00
13:00〜１4:00

9/8（土）

11:00〜１1:30
14:00〜１4:30

ハニワ大王のギャラリートーク⑥

「展示資料で見るふくしまの暮らし【生と死】」
講師 学芸員 荒木隆

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

博物館でも読み聞かせ⑥
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

●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。
●８月の休館日 6日(月)･20日(月)･27日(月) ※13日(月)は臨時開館日です。

※要申込の行事は 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。

