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館蔵品展
夏季展

ȧ!ɣ

ᇘષɅɛȩႨɈྰ

開館20周年
館蔵品展

−信濃を彩る名品たち−
平成26年6月14日
（土）
〜7月13日
（日）

āާ࠵31ୈ༃ɬࡥ༄ȱɀĂෳᄘॻᆏᇘષ࠵Ȧާ

ȜɥȞɉാိᅖതɂႨޠതɬय़ɐय़ಣ๘ɂȱɀĂ

࠵ڬᅰେୠȱɀȧȹᄭ࿚ɬێຨɅ๐ᅿȳɥĶᇘષ

ɈဇɂဦݛɬɉȪȩɭɁȧɘȱȹăȷɈෂ

ɅɛȩႨɈྰķɬާȱɘȳă

Ɂຎ࠵ɁɉĂఒ༏ਡĆෳᄘॻɈᇘષโ༬ाɂဿೋ

āগᅰɢɤఒ༏ĪෳᄘॻīɉĂຄႨɂಀႨĂ

ɬცɣȥɅȱĂఒ༏ɈᇘષɅఌɦĂᇘષߔɬఠ
ɛɥ௲ɬอࢷȳɥȹɛĂᅕęɄߤɬȽɀȧɘ
ȱȹăȷɈࠞێɂȱɀĂఒ༏Ɉᇘષɞ౺ߤĂȷȱ
ɀဇɈஜഊɬȳષᆧɞĂෳᄘॻɂ࠲बఠȞ
ྰ॑࿚ɈେୠɅɜȾɂɛɀઞɤɘȱȹă
āޑɈ࠵ഠ࿚๐ɁɉĂ૧ɅɘȾɩɥဗ࣋౦
ޢɞರෂਗಱɅൣȯɦɥෂ౦ఒ༏ကɈഈᅸĂ
მ౺ߤɈɘɤɂɂɜɅཡൿȱȹࣷ౦ކޤɄɃ
ɈʞĜʶɅܨȽȹຎ࠵ɈେୠᆧɬȮގȱɘȳă

《木曽海道六十九次の内
大判錦絵

軽井沢》

江戸時代（19世紀）

歌川広重作

āɄ๐࿚ɂȱɀɉĂ
Ķ౦ޢগࢡɈႭ౿ಒ
ɌɄȹɊɞȱ

ࡉķɂᄆȯɦɥᆹǞۆಙɈಒࡉĂঈ॑
ɌȳȞ

ȹɦȥȰɤ

ɈၤɁȜɥဦࡉɂ్౿ɈెఄĂগൣ
ɘ ɭ Ⱥ ɣ

Ʌɡ

ෂ౦ɈɤɈय़ɂɜȢɥগଖॄĂጶᬪᅭɞ
ɣȞ

ɖȯȾ

ɐȾȦ

ɍɡȠɐ

ᅰĂၜઓജɄɃɈဗކĂཋᆵȜɥᑸဇᆏɀɈਗ
ಱూຑȦȜɤɘȳăȯɣɅɉĂྰโݟඩɜȞ
ႨɞĂ৮ট૪ൣষࡖɬൣȳɥྰ࿚ɁȜɥ
ɅȱȧȢ

౦ކཹޤĶࣩޤķɄɃĂႨဦݛɬਗ਼ɥຎ࠵ஒ
ഠɈᄭ࿚ɬێຨɅ๐ᅿȞȹȱɘȳăຎ࠵Ɉʋ˄ʇ
《浦島縁起絵》
（部分）

紙本著色

《大乗密厳経 巻中》
（中尊寺経）
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江戸時代

紺紙金銀書

ʏʿˋɬȤߖȱəȩȺȯȞă

平安時代（12世紀）

館蔵の一品
ȥȞ

ɠȠ

ȱ

Ȳ

ȭ

ॄงȥɣȱȹޡᵾહ
ɦȧȵȧȧɡȠ

āȭȭɁގȳɥޡᵾહɉĂෳᄘॻႰഠဦݛ

ஙȥɦȹಒĪ᥆ಒॄīȦȷɦɬဒȠɢȠɅ༐ɛɣ

ੰʓˋʗĜȦ௫ఒܛଠັ८ಡɅಪᆏȾိǐ

ɦɘȳăૌଞɈᇔੀɬĂॄํɈɜȾᆵɅɢȽɀĂ

༃Ī2::3īɈཡक෮ੈɅɢȽɀĂಫ࣠ರ࠹ۦɈ

ྒ࠹ɈණɘɁഗɤȷȠɂॄงɬഢȽȹɂ৽Ȣɣ

ੲ௱෨ࠫॄိݙงȥɣཡॽȯɦɘȱȹăࠥɞȥɄ

ɦɘȳăவȱ૪࠰ɬȤȞɀĂȷɈ௫ඦɅরᆾȦ

ଚჶɬɤȺȱɀഢȯɦȹණɅकɣɦȹఠȯ

८Ⱦݮഒਬɬ༐ɛȹૈಡȦഢɣɦɘȳăຎ૪Ɉఱ

41ǿȉɕɃɈൈܟवɈफ़ȥɣĂહɉိಒɁ

ɍɂɉĂॄํȦ༐ɛɣɦȹॄงɬᇔණɂॽɄȱഽ

ɏȹ

ڱɩɦĂȷɈ௫ɅಒɁɬȯɦȹൔɁȱɘ

ȩɈ༐ਬɬȞɘȱȹăᇔ௲ݛȦమɭȺɦɁɉ

ȱȹă໘ငɅௌਬȦȱȹൔɁཡॽȯɦȹȭ

ɄȞɁȱɡȠȥăȭɈޡᵾહȥɣɉĂෂ౦Ɉ

ɂȥɣĂႨᅰɉ଼ࡉɈહȦĂষɉഠਬࡉɂ

ఱɍɂɈૌɒɈȞȦ๙ɩȽɀȧɘȳă

ȱɀᅙȯɦȹȭɂȦɩȥɤɘȳă
āႨᆧɉĂश22/5үĂࡉ32/4үɈȧȯ
ɁĂܯȥɣॼငɅȥȫɀཊȞᵾȦߙȥȽɀ
ɩ ȿ ə ȭɭ

Ȟɘȳă໘ჶɅᆾಓȦࠫઍɁȧĂ౿Ʌɉ˅ʇ
˅ɬᅙȞɀȞɄȞȭɂȦɩȥɤɘȳăެჶɅɉ
Ⴈێ೨ɈೀȦĂṖငȥɣຯငෂܻɈજȥஒɅ
ɤĂॼငɈೀɈ௫ɅႨɈ༈࿃ɬိɅူɓ
დශȯȵȹȦĂહȥஒɅȫɣɦɘȳăɘȹĂ
ฦɅɉɞɞެതɅާȩඣჶજߍवɈȦȾȧɘ
ȳăȭɦɣɈູȥɣĂਡ໘Ɂ౺દȦɘȽȹɊ
ȥɤɈĂȜɘɤᇆᇉɈɄȞ23౦ࡢൣɈહɁ
ȜɥȭɂȦɩȥɤɘȳăޡཆఋɈ൙ɉྰ༏ᅚ
Īࡎॻຄ༏ණၫīɈູɁĂᇆૣɈહȦ
ࡎી࠷ಒᅚɁௌȥɦɀȞɘȳă23౦ࡢষɅ౻
ɭɅᄪȯɦȹෂਡદཆ૱હɬჹၝȱȹɜɈ
Ɂȳă
āહɬ༐ɛȹၖȦഢɣɦȹষĂഽౘɈȤॄȦ

講演会
平成26年６月14日㈯ 午後１時30分〜
演 題
「日本美術のオリジナリティ」
講 師
矢島 新 氏（跡見学園女子大学文学部教授）

講 座
平成26年７月５日㈯ 午後１時30分〜
演

題
「歴史館所蔵の美術工芸品案内」
講 師
伊藤羊子 氏（長野県信濃美術館学芸員）
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夏季展

ટɂɂɜɅ౺ȧɥ 〜ĶఒୋટɈķ౫ฤɬࡥ༄ȱɀ〜
平成26年７月26日
（土）
〜８月31日
（日）
ɘȳă
āϱɁɉఱɍɂȦટȥɣɈ
षəɬຶɀĂટɒɈࠐଟĆ
ɤɬၩȬɀȞȹᅕાɬĂ
৽গᆧɬෂఘɅގȱɘ
ȳăɄȥɁɜಪࡉ૪ൣȥ
ɣဦ૪ൣɁɉਥᅓಒɬɂ
ɤȜȬĂਥᅓಒɈঈદණ
ᆧɂȷɦɬইɅȱȹಒࡉᇆ
ɄɃɬ๐ȱɘȳă
ȮɤɡȠɤɭ

āϲɁɉ৮ট૪ൣɅসᆧᆹ
ɂȱɀಜɅȯɦȹᄄೞɈ
ɊȽɖȩ

ఝᆹɬଲɤ௫ȬĂᄄೞૺཤᄄ
丸山晩霞「盛夏」

（丸山晩霞記念館 蔵）

ȠɭȰȞȴȢ

ۿ੮ూޏɄɃɬ๐ȱɘȳă

āෳᄘॻɁɉĶఒୋટɈķɈ౫ฤɬऴ࡙ɅĂ

āϳɁɉࣷൣટɈɉȲɘɤɞߔ৫ટɅ࠲ȳɥ

ိ37༃ɬĶఒୋɈટ! ఛ౦ࡢই༃ķɂ൨ȱĂ

ᆧĂூሆࡖɈɺ˃ʯʑટɬಭ๙ȱȹࠫʩ

ᅕęɄଲ೨ɬଌૈȱɘȳăຎ࠵ɁɉǓॢ37ȥ

ˋʭ˄ʛʠɄɃɬ๐ȱĂટߕࠫɈὑცࡖɅȾ

ɣǔॢ42ɘɁĸટɂɂɜɅ౺ȧɥġĶఒୋટ

Ȟɀచɤ၄ɤɘȳă

Ɉķ౫ฤɬࡥ༄ȱɀġĹɂ൨ȱɀࡠݤ๐ɬȞ

āఒୋɅɂȽɀટɉಜȽɀɜಜɦɄȞɜɈɁȳă

ɘȳă

౺ߤɈێငɁȜɤĂষ౦ɅરȳɓȧۆદɁȜ

āఒୋɉঈȥɣএൣɘɁĂટɈषəɂȱɀࡦ୭

ɤĂટɅ࠲ȳɥဦۆݛદɜഽęȜɤɘȳăࡠݤ๐

ɄટɈɅૅȢɣɦɀȧɘȱȹăȭɈɉ

ĶટɂɂɜɅ౺ȧɥķɅȮࡖȩȺȯȞă

ఒୋɈəɄɣȴୈ၃ණۊɅɜɜȹɣȯɦĂఱę
Ɉ౺ߤɬඐȽɀȧɘȱȹăబࣷɄᆊટɬɛĂ

講演会

4-111nࢡɈટߕණȥɣຶɣɦɥટɈषəɉĂ

日時：７月26日㈯

ȷɦȸɦɈ૪ൣɁဘଋโɄȺȫɁɄȩĂટɈ

演題：「飯綱信仰について」

ाࠫɞఒࣚĆટɄɃɈ౼తโɄૅȢɅɜɄɤĂ

講師：いいづな歴史ふれあい館
学芸員 小山丈夫 氏

ॻმࢼฆɈੰદɂȱɀಜɅଳɣɦɀȧɘȱȹă
ȷȭɁࡠݤ๐ɉ࠵ഠ࿚ɬෂఘɅĂঈʏʢʦɈۆ
ಙɬɛĂĂࠫຑɬ࠸ɛȹᇘષโ๘ȥɣ
ఒୋɈટɅȾȞɀచɤ၄ȽɀəȹȞɂૃȞɘȳă
ā๐ɉϱટɂ౺ȧɥĂϲદࣞɂȱɀɈટĂ
ϳࣷൣટɂఒୋɈજȾɈʋĜʢĜȥɣ৭ȯɦ
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講

午後１時30分〜

座

日時：８月20日㈬
午前10時30分〜午後12時30分
演題：「山の日と長野県の近代遺産」
講師：当館 学芸部長

市川正夫

山地 の 民 は
哲学的芸術的宗教的 である
āຎ࠵Ɂɉိ35༃Ī3123īĂ௵ಡ๐Ɉࣷএൣ

ʹĜʐɜࣅȞ

ʋĜʢĜɁෳᄘॻɈߔ৫ટɈᇘષɬଲɤ௫Ȭɘ

ɈɁȳȦĂଌ

ȱȹăෳᄘॻɁɉߔ৫ટɉც૭31༃ൣȥɣழ

ɉ౺ટɬ

ߔ৫Ɉૢɂȱɀɘɤɘȱȹăુཱྀߔ৫Ɂટ

ڈȱĂટɬ൨

ɈᆵɬߔɭȺಆ༃࣋ુȹȻȦɛȹɜɈɁȳă

੮Ʌȱȹഽȩ

๐ɁɉĂෳᄘຑடߔ৫ɈটۣટɈᅕાɞĂ

Ɉࣽɬۆȱ

ȭ Ƞ Ɉ ɦȞȸȠ

ວ৫Ɉ࣋ુɁགဘߔɂȱɀɜߤᄠȱȹݭᄘᇖഠȦ

ɀȞɘȳăɘ

େୠȱȹ࿈Ⴈɞଖణɬ๐ȱɘȱȹă

ȹĂෳᄘુཱྀ

āɘȹĂෳᄘॻߔ৫ટષɈྒྷ॔ɈێȾɁ

ߔ৫ɬലࣞȱĂ

ȜȽȹ౷ǎ༃Ī2:24īɈෂბᆾழߔ৫आˎߕ

࣋ુɂȱɀɜ

ટഘૢঠɬɂɤȜȬɘȱȹăఛ૫ᇾɈĸ౽

ߤᄠĂఒ༏࣋

Ȟȱɐə

島木赤彦

ఊɈྜĹɁඪɣɦɥᅰૢɁȳăȭɈૢঠɈȜɂĂ

ޏۋɈॢࠃ

ߔ৫ટ༥ોሄȦɘɤɘȱȹȦĂ࣋ુȹȻɉɢ

ĸఒ༏࣋ۋĹɈ၂ୠɬოɛɥɄɃĂఒୋ࣋ۋ

ɤڤɄટၫၭɬॸ࢞ȱĂߔ৫ટɉɘȳɘȳ

ɈೣɬභȞȹఱဘɁɜȜɤɘȳăޑĸఒ༏࣋

ȱɀȞȧɘȱȹă

ۋĹɬ෮ੈȳɥɄȥɁૐȹȻȦࣙȞȹɈɉĂྒȦ

āǓॢ37կȥɣɘɥࡠݤ๐ĶટɂɂɜɅ౺

ȷɦɘɁఘబɈඟᇣɂȞȠჶȥɣሄȲɣɦɀȧȹ

ȧɥġĶఒୋટɈķ౫ฤɬࡥ༄ȱɀġķɁɜߔ

ߔ৫ટɬĶॻმ౯ۋķɂȞȠࠫ๘ȥɣڮȿ

৫ટɬɂɤȜȬɘȳă4-111ʹĜʠ˃ࢡɈટę

ȫĂટɈശറɬࣅȩෟȱȹ๘Ɂȱȹăಘྷɉ

ȦᇦɄɥෳᄘॻɉĂɺ˃ʬʣʑʠɈȜȭȦɦɈ

૫ɈɢȠɅෟȱɘȳă

ණăȷɭɄෳᄘॻმɅɂȽɀɉຎȹɤɈߔ৫

ĶટਡɅୣɚɜɈɉණ࣏ȩȱɀၐɈ௫ݚɬᅟȱĂ

ટɜĂଌɉਡโɅəɦɊ࣡ɛɀȱȞૢɁȳă

ၐɈ௫ݚɅȽɀ࠽ޢȦᷭȩĂණɬॽɥငယโ

ॻმȦટɅపȱɚȧȽȥȫɬɥૢɂȞȢɘȳă

ઢ੭โɁɄȩɀൌโਗโɁȜɥăટਡɅୣɚ

ĶఒୋఱɂટķɈ࠲ɩɤɬॽȾɛɥࡥ༄Ɉ౫ฤ

ɜɈɈචय़ఘɈࣅȞȭɂɅਯࣗ܆ɬதȞɀ৽Ȣɥ

ૉɅɏȯɩȱȞʞĜʶɂ৽Ȣɘȱȹă

ȭɂɉᅰȴĂ
Īෂᆒīટ෴ɈȞɢȞɢȧɉ๏

Ķߔ৫ટȦआˎߕഘૢॣɬ௮ɤܛȢɀ

ɅɤఱɬದȱɀۧහɅઞȱĂ็ߔɂ࣋Ȧ౺ɘ

ɁȧȹɈɉɄȶ

ɦɥăટණɈმɉိঈਡɈმɅȱɀ࣋โɁȜ

ȥķăૐȹȻɉ

ɤ็ߔโɁȜɤૃโɁȜɤ॑โɁȜɥăટ

෮ੈɬమɛɥɄ

ਡმɈෳஒɬងᅤȳɥɅȤȞɀɜૃȞɬȞȹȳ

ȥɁĂێఱɈఱ

ɓȧɉෳᄘॻ࣋ۋଞɈჩɁȜɥķ
Ī౷ǔ༃ĸఒ

ဘɂޏȞɘȱ

༏࣋ۋĹ4:4ਖī

ȹăᄄಘྷɁ

āෳᄘॻɈ࣋ۋଞȦ็ߔโĆ॑โĆ࣋โɁȜ

ȳăిၸ౺ɘɦ

ɥɈɉટɈࣗ܆ɁȜɤĂȷɦȦȞȫɄȞĂದȱ

Ɉɺˁˁʆ༝ݬ

ɧɂȞȠɄɣĶટߕɂఝᆹɂɬȽɀޠෂɅࡘɀ

ఱಘྷɅɉిၸ

ɥɕȥɄȞķɂɘɁȞಜɤɘȳăಘྷɈ৽ઍɉ

ঢɬ൨੮Ʌȱȹ

ဿʾʣĜʇɁĂโɁȳăޑɈ๐ɁɉĂ

࿚ȦഽȩĂɘ

ߔ৫ટɈᇘષɅဩȵɀಘྷɈ౺ɞྒɈટɒɈ

ȹᅝݬఱɈɼ

ૃȞɬଏɐᆧɬގȱɘȳă

島木赤彦（1876〜1926）
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信州人の心のふるさと

「信濃の国」のなりたち
ɏəȭ

ષાȯɭćȭɈȜȞȺɺ˃ʇʶȦ
āĶఒ༏ɈਡķɬᅡȽɀȞɥɈɬ

ȲɝɄȞȥɄă
ષાȯɭćߖ
ɉǎȾȜɥȽ

āॽȹɢĊ
ɦȧȤ

ᇘ ᅂಪ౺ćఛဧɁɜॻ໘߂ණɁ

ɀဧȞȹȭɂ

āĶఒ༏ɈਡķȦᅡɣɦɀȞɥɂ

ȦȜɥɢă

āȞȠࡥૢȦȜȽȹɇăĶఒ༏Ɉ

ᇘᅂಪ౺ćȷȠ

ਡķɉɜɂɜɂෳᄘॻુཱྀߔ৫Īএఒୋߔ࣋

āȷȠĂ
ɢȩඪȽ
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ȭɧȦȧȞɭ

༃ɢɤĶఒ༏ɈਡķɅ࠲ȳɥ
ᆧɂʩʥ˃ɬ௵ಡ๐Ɉࣷএൣ
ʋĜʢĜɁ๐ȱɀȞɘȳăȶɌ
ȮᅿȩȺȯȞă

歴史館を もっと身近に
企画展や講座に
何回も足を運ぶ方は、

パスポート会員がお得！

āᇘષ࠵ɁɉĂࡅކ๐ଆɁ༃ǒޑาĂࡅކ
๐Ćࡠಣ๐Ć࠵ഠ࿚๐ɬާȱĂ௵ಡ๐ଆɈ
๐ൖȢɜ૪ȽɀȞɘȳăɘȹĂࠫᅿᆧɈ
ྼᅟɄਆĆਆޏܩɉĂ༃61ޑɕɃଌૈȱɀ
ȞɘȳăĶȷɈȾɃࠫᅿᆧɬပȠɈɉȻɡȽɂ
ĤķɂȞȠၫɉĂʩʑʵĜʠۙޏɅȤడȱਮə
ȩȺȯȞă
ā༃ྣޏ3-111ܟɁĂడȱਮəȞȹȺȞȹȷɈ
ȥɣǍ༃࠰ĂჟᆧɁ௵ಡ๐Ćࡅކ๐ɬࠫᅿɁ

平成25年度秋季企画展「刃が語る信濃」の講座
終了後に行われた展示解説を、熱心に聞く観覧者

ȧɘȳăɜȻɧɭਆĆਆޏܩɜჟᆧɁȳăȯ
ɣɅĂॸ࢞ࡢᅟĆʮʛʇ˄ʛʠĆࡅކ๐ూሃɈ
ෂȥɣǍઋĪ2-111ܟഊຎīɬమยȱɘȳă༃
ǐޑཡɈĸᇘષ࠵ȹɢɤĹɜᅁഗȱɘȳă
āழĆෂĆ৫౺ɉĂޏჟᆧɁȳĪࠃဘɈ
మยɉȜɤɘȵɭīăʩʑʵĜʠۙޏɅɄȽ
ɀĂᇘષ࠵ɬȞɅߖȱəɘȱɡȠĊ
平成25年度に刊行された出版物

「歴史館は遠いなぁ」
という方々には、

出前講座・出前授業

āᇘષ࠵ɁɉĂॻ໘ી෨ഺຑɈགဘ࠵Ćྰ࠵
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ĶෳᄘॻɈۆಙཡक3125ķ
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࠵ޏɁާȱɘȳă
āȭɈɕȥĂழĆෂĆ৫ɒȧĂୂࣞ
ɜଌૈȱɀȞɘȳăɘȹĂʈ˃ĜʯɁĶॻ
ਆķɅడȱਮɭɁȞȹȺȩၫၭɜȜɤɘ

平成25年度 飯田市美術博物館で行った連携講座の様子

ȳăȶɌĂȮߤᅙȩȺȯȞă
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表紙写真の説明

INFORMATION

どうぶつそうしょくつきつりてどき

《長野県宝 動物装飾付釣手土器》
ふださわ

インフォメーション

富士見町札沢遺跡出土品

■2014年

５月
休館日
26

５月〜８月の行事予定
速報展

長野県の遺跡
発掘2014
開催中〜６/１
（日）

６月
休館日

2・ 3
9・16
23・30

館蔵品展
開館20周年

歴史に煌めく
日本の美
〜信濃の歴史を彩る
名品たち〜

６/14（土）〜7/１３
（日）
講演会

６/１４
（土）１３
：
３０〜
「日本美術のオリジナリティ」
講師 矢島 新 氏
（跡見学園女子大 文学部教授）
講

7・14
22・23
28

（長野県信濃美術館 学芸員）

美術工芸品案内」

講師

伊藤 羊子 氏

夏季展

休館日

4・11
18

第1回 上級 ５/24
（土）

考古学セミナー

13:30〜15:30

５/24
（土）

県考古学会

āႨᆧɉĂဦ૪ൣෂࡖෂᅝɈบࡉɁȜɥăᇫငɉĂ
ဦȦૈȯɦȹȺȫɈࠤ೧ɄകఄɁȜɥȦĂบငɉූɄക
ఄɁȤȤɩɦɀȞɥăȯɣɅĂบင௫ɅɉǏྴɈʰʫɅૣȹ
౺ȧဘȦ༯ȯɦɀȞɥăᇫငষၫȥɣบငɒ༻Ȟ௫Ȧɧ
ȠɂȳɥǍྴɬݡȢĂɅɜȧȯɭɊȥɤɈᄭɦȹഢवɁ
ȜɤĂဦఱɈၹȥɄࠐ౯ɂএᆵȦȠȥȦȢɥă
ā2:41༃ൣɅཡॽȯɦĂɄȦɣȩຄࢶਡᆏགဘ࠵Ʌࡍ൵๐ȯ
ɦɀȞȹă2::5༃ɅஒഠଞȥɣॻɅࡍഡȯɦĂຎ࠵ഠɂɄȽȹă

行事アルバム

第39回 藤森栄一賞受賞記念講演

「森将軍塚古墳の保存と整備」
講師 矢島宏雄（千曲市教育委員会）
遺跡報告会

古文書講座
（通年受講生）
第１回 初級Ａ
初級Ｂ
中級Ａ
中級Ｂ
第２回 上級

６/ １（日）
６/19
（木）
６/ ７（土）
６/19
（木）
６/28
（土）

歴史館セミナー①
６/21
（土） 13:30〜16:00
福島正樹 絹本著色一光三尊像
林

誠 明治三陸地震津波の
新聞報道と絵画

寺内隆夫 立体的な土器装飾への道

市川正夫 小谷村の地理・歴史と暮らし

考古学講座②
６/28
（土） 13:30〜15:00

西山克己氏（長野県埋蔵文化財センター調査第１課長）

22 （土）県埋蔵文化財センター
講演会・遺跡報告会 ３月21日
職員による弥生時代に関する報告の後、
「ヒミコ時代の信州
と西日本」と題し、工楽善通氏（大阪府立狭山池博物館長）
にご講演いただきました。会場は215名もの参加者であふれ、
赤い土器のクニ 信州について、改めて関心の高さを実感
しました。

７/５
（土）１３
：
３０〜

7月

8月

古文書講座

シナノの積石塚古墳

座

「歴史館所蔵の

休館日

講座・イベント

高さ16.6㎝（当館蔵）

古文書講座
（通年受講生）
第２回 初級Ａ
初級Ｂ
中級Ａ
中級Ｂ
第３回 上級Ａ

７/ ６（日）
７/17
（木）
７/ ５（土）
７/17
（木）
７/26
（土）

山とともに生きる
〜
「信州山の日」制定を
記念して〜

7/26（土）〜8/31（日）
講演会

７/２６
（土）１３
：
３０〜

「飯綱信仰について」

講師 小山 丈夫 氏
（いいづな歴史ふれあい館 学芸員）
講

座

８／２０
（水）
１０:３０〜１２
：
３０

「山の日と長野県の近代遺産」
講師 市川 正夫
（当館 学芸部長）

古文書講座
（通年受講生）
第３回 初級Ａ
初級Ｂ
中級Ａ
中級Ｂ
第４回 上級

８/ ３（日）
８/21
（木）
８/ ２（土）
８/21
（木）
８/23
（土）

歴史館で夏休み
８/８
（金）
〜10
（日）

遺跡報告会 ４月19日（土）速報展内のテーマ展示「長野県
の近世城郭・城下町発掘最前線」にちなみ、松本市・長野市・
飯田市の各埋蔵文化財担当者から報告をいただき、発掘最
前 線での新鮮な情 報を知ることが できました。参加者62
名。
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