2018 年度

Exhibitions and Events of

Fukushima Museum
企画展

福島県立博物館

戊辰戦争 150 年

9･10 月の行事

9/1（土）〜 10/14（日）

〉
〉企画展示室

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

■記念講演会（申込不要、無料、講堂）

■展示解説会（申込不要、要企画展チケットもしくは年間パスポート、企画展示室）

「戊辰内乱と「官軍」の創造」

9/8( 土 )･15( 土 )･22( 土 )･23( 日 )･24( 月 )、10/6( 土 )･13（土）
いずれも 13:30 〜 14:30
講師：当館学芸員

9/16( 日 ) 13:30 〜 15:00
講師：宮間純一氏（中央大学文学部准教授）

「仙台藩と奥羽越列藩同盟」

9/29( 土 ) 13:30 〜 15:00
講師：水野沙織氏（仙台市博物館学芸員）

「北越戊辰戦争と会津藩」

10/14( 日 ) 13:30 〜 15:00
講師：田邊幹氏（新潟県立歴史博物館主任研究員）

会津藩旗
東京国立博物館蔵
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テーマ展

〉
〉部門展示室（歴史･美術） 常設展料金

10/27（土）〜 12/9（日）

詩人が見つけたふくしま―吉増剛造が出会った会津、漆
10/27（土）〜 12/2（日）

11:00〜１1:30
14:00〜１4:30

展

8:30〜１7:30

常設展料金

〜 9/2（日）

〉
〉展示ロビー

〜 9/14（金）

〉
〉総合展示室（近現代）

２度眠ったパレオパラドキシア

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

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

演奏 会津室内楽団アンサンブル｢Coderanni｣の皆さん 申込不要、無料、講堂
申込不要、無料、講堂

講師 館長 赤坂憲雄

9/22
（土） 講談「ふくしま戦物語
~9/24
（月）

11:00〜１1:30
13:00〜１3:30

講師 学芸員 荒木隆

奥州仕置と蒲生氏郷」

申込不要、無料、会津まつり「十楽」会場内

講師 考古分野学芸員

（ ※雨天の場合
※参加は、８月の「縄文土器をつくろう」参加者に限ります。
10/20
（土）
に延期。）

〒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/

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

申込不要、要常設展観覧料、総合展示室

申込不要、無料、レストラン

※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。

日本のわざと美

―重要無形文化財とそれを支える人々―

10/27（土）〜 12/2（日）

〉
〉企画展示室

■展示解説会 （申込不要、要企画展チケットもしくは年間パスポート、企画展示室）
10/27（土）10:00 〜 11:00
講師：文化庁文化財調査官 ほか
■記念講演会（申込不要、無料、講堂）
10/28（日）13:30 〜 15:30
講師：室瀬和美氏（漆芸家･重要無形文化財保持者（人間国宝））
佐々木正直氏（群馬県立館林美術館長）

会津若松市こどもの森

【お問い合わせ先】 福島県立博物館

申込不要、無料、講堂

「人間国宝とは何か？」（仮題）

10/7（日） 考古学講座「縄文土器の野焼き」
10:00〜１5:00

要申込、無料、講堂

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

9/20（木） 館長講座 東北の文学者たち⑥「石川啄木」

13:30〜１4:30

講師 学芸員 荒木隆

予 告 秋の企画展

申込不要、無料、体験学習室

9/17（月） ミュージアムイベント「Coderanni コンサート」

13:30〜１5:00

講師 館長 赤坂憲雄

講師 学芸員 荒木隆

「展示資料で見るふくしまの暮らし【生と死】」
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

出演 西舘好子氏 他

10/28（日） ティータイム考古学『考古学を読む』④
13:00〜１4:00 「わたしの茶碗・わたしの箸」

講座･ギャラリートーク・イベント

講師 学芸員 荒木隆

講師 専門員 相田優
実習室
※参加は、前日の「化石をさがそう」参加者に限ります。

10/21（日） ハニワ大王のギャラリートーク⑦
11:00〜１2:00 「展示資料で見るふくしまの暮らし【願う】
」

〉
〉部門展示室（民俗）

福島のこけし・東北のこけし

9/2（日）

10:00〜１2:00

13:30〜１4:30

黒船来航を伝える農具

11:00〜１2:00
13:00〜１4:00

講師 学芸員 猪瀬弘瑛 要申込、40 名、100 円（保険料）、塙町西河内
※雨天の場合翌週に順延

10/18（木） 館長講座 東北の文学者たち⑦「寺山修司」

〉
〉部門展示室（民俗）

10/26( 金 ) 〜 12/12（水）

申込不要、無料、体験学習室

10/14（日） 実技講座「化石標本をつくろう」

10:00〜１１:30

〉
〉総合展示室（中世）

築城 450 年 会津の向羽黒山城はどんな城？
〜 10/24（水）

講師 読み聞かせグループの皆さん

10/17（水） 親子でやすらぐ子守唄コンサート

戊辰戦争ピックアップ 5―若松城下の戦い―

〜 9/30（日）

申込不要、無料、体験学習室

10/13（土） 野外講座「化石をさがそう」

〉
〉部門展示室（考古）

うるわしのうるしのうつわ―土の中から―
ポイント

講師 語り部 横山幸子氏

10/13（土） 博物館でも読み聞かせ⑦

〉
〉展示ロビー

魚の化石展
〜 2019/5/19（日）

10/7（日） 実演「昔語り」

13:30〜１5:00

●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。

●９月の休館日 3日(月)･10日(月)･18日(火)･25日(火) ●10月の休館日 1日(月)･9日(火)･15日(月)･22日(月)･29日(月)

公式 twitter

https://twitter.com/fukushimamuseum

※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。

