7
8（土） 基本展示スポットガイド

第 15 回企画展
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16（日）MieMu の日

きて・みて・さわって
カモシカ☆パラダイス

23（日）わくわくワークショップ
「カモシカの頭骨をじっ
くりみてみよう」

4 月 15 日
（土）
〜 6 月 25 日
（日）
4/23
（日）

ギャラリートーク

30
（日）

講演会
「世界カモシカ井戸端会議」

5/3
（水・祝） カモ☆パラ
21
（日）

ホネワークショップ

13（土）さんちゃんのお食事会

体験講座
「ほ乳類化石をさがそう」

20（土）学芸員フリートーク

27（土）館長と調べる三葉虫のひ
みつ

28（日）わくわくワークショップ

千歳山荘和館 杉戸
半泥子と千歳山の文化遺産を継承する会蔵

6/11
（日）

ギャラリートーク
カモシカ
（ニホンカモシカ）

10（土）基本展示スポットガイド

団体との交流展

25（日）わくわくワークショップ

よみがえる半泥子
の千歳山荘展

「葉っぱのこすりだし図
鑑をつくろう」

6 月 13 日（火）〜
7 月 2 日（日）

8（土） さんちゃんのお食事会

第 16 回企画展

みんなののりもの大集合

15（土）学芸員フリートーク

〜この夏、三重をのりつくそう〜
７月 8 日
（土）
〜 9 月 18 日
（月・祝）
7/9
（日）

ギャラリートーク

8/6
（日）

わくわくワークショップ

27
（日）

ギャラリートーク

13
（日）

16（日）わくわくワークショップ

団体との交流展

「おもしろ博物館」

人形大使
「ミス三重」
90 周年里帰り展

22（土）館長と調べる三葉虫のひ
みつ

7 月 11 日（火）〜
9 月 3 日（日）

12（土）基本展示スポットガイド

ギャラリートーク

13（日）親子で昆虫標本づくりに
19（土） チャレンジ（2 日間）

20（日）標本の名前を調べてみよう
（平成 29 年度同定会）

26（土）館長と調べる三葉虫のひ
みつ

27（日）わくわくワークショップ

「オリジナル昆虫をつくろう」

9（土） さんちゃんのお食事会
16（土）学芸員フリートーク

ミス三重（ネブラスカ大学蔵）

今も使用される明治時代のアーチ橋
（亀山〜加太間）

17（日）岐阜県博物館講演会

16（土）さがしてみよう！磯の生物

23（土・祝）館長と調べる三葉虫の
ひみつ

24（日）わくわくワークショップ

第 17 回企画展

発掘された日本列島 2017

三重大学との連携事業展

先っちょ志摩に
生きる

9 月 30 日
（土）
〜 11 月 5 日
（日）
10/1
（日）

講座
「三重の旧石器・縄文時代」

14
（土）

講座
「三重の弥生時代」

28
（土）

講座
「三重の古代」

8
（日）

15（日）わくわくワークショップ

9 月 30 日（土）〜
12 月 3 日（日）

勾玉づくり体験

21
（土）

14（土）基本展示スポットガイド
「おもしろ博物館」

21（土）館長と調べる三葉虫のひ
みつ

講座
「三重の古墳時代」

企
画

11/3（金・祝） 講座
「三重の中世」

4（土） 岐阜県博物館講演会

御座の海女

石薬師東古墳群 63 号墓出土
馬形埴輪（鈴鹿市）

5（日） おとなのためのコケ講座
11（土）さんちゃんのお食事会
18（土）学芸員フリートーク

第 18 回企画展

23（木・祝）岐阜県博物館体験ワー

2020 年東京オリンピック・
パラリンピックがやってくる

クショップ

26（日）MieMu セミナー①
〃

―秩父宮記念スポーツ博物館
三重巡回展―（仮）

12/17
（日）

「まつぼっくりでクリス
マスツリーをつくろう」

17（日）正月かざりをつくろう

三重県生涯学習センター ×

23（土・祝）館長と調べる三葉虫の

三重県総合博物館連携事業

10（日）青川の石を調べよう

17（日）身近な冬鳥を観察しよう

ひみつ

市川崑総監督記録映画

「東京オリンピック」
上映会
1/14
（日）

わくわくワークショップ

10（日）わくわくワークショップ

ギャラリートーク

25（土）
阿波層群の化石をたずねて

「どんぐり図鑑をつくろう」

9（土） 基本展示スポットガイド

11 月 18 日（土）
〜 1 月 14 日
（日）
11/18
（土）

15（日）文化財探訪

洗濯板とたらい

トピック展

ギャラリートーク

13（土）さんちゃんのお食事会

くらしの道具

20（土）学芸員フリートーク

28（日）わくわくワークショップ

〜いま・むかし〜
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「伊勢型紙でポストカー

１月４日（木）〜
２月 16 日（金）

ドをつくろう」

団体との交流展

日本の甲冑・
武器武具の世界
〜武家の装いを支えた
モノづくりの伝統〜

10（土）基本展示スポットガイド

18（日）わくわくワークショップ

2 月 3 日（土）〜
3 月 18 日（日）

「おもしろ博物館」

25（日）MieMu セミナー②

1964 年東京大会
第 1 号ポスター

10（土）さんちゃんのお食事会

団体との交流展

17（土）学芸員フリートーク

伊勢型紙の技と
模様

11（日）身近な冬鳥を観察しよう

25（日）わくわくワークショップ

3 月 15 日（木）〜
21 日（水・祝）

煉革鱗札具足 久居藩祖
藤堂高通所用（個人蔵）

館長と調べる三葉虫のひみつ

日程 : 5/27,7/22,8/26,9/23,10/21,12/23
13時30分から 定員 : 20名 対象 : 小学生以上

講座など
基本展示スポットガイド

数ある展示コーナーの中から、学芸員のおすす
め展示を解説します。誰が、どこの解説をする
かは来てみてのお楽しみ。
日程 : 第2土曜日 11時から

さんちゃんのお食事会

オオサンショウウオのさんちゃんがエサを食べ
るところを観察しよう。
日程 : 第2土曜日 11時から

わくわくワークショップ

第4日曜日を中心に、どなたでも参加できる
ワークショップを行います。

学芸員フリートーク

学芸員が知っているあんなこと、こんなこと。
色々なお話をします。
日程 : 5/20,7/15,9/16,11/18,1/20,3/17
13時30分から 定員 : 80名 対象 : 小学生以上

MieMu セミナー

〜三重を知ろう！もっと広く、もっと深く〜

三重の自然や歴史・文化についての専門家を招
き、三重の魅力を探求する講座を行います。
日程 : ①11/26,②2/25
13時30分から 定員 : 80名 対象 : 小学生以上

親子で昆虫標本づくりにチャレンジ

日程 : 8/13,8/19 定員 : 12組 対象 : 小学生以上

標本の名前を調べてみよう

（平成29年度同定会）

日程 : 8/20 対象 : 小学生以上

おとなのためのコケ講座

日程 : 11/5 定員 : 10名 対象 : 一般（初心者向け）

正月かざりをつくろう

日程 : 12/17 定員 : 15名 対象 : 小学生以上
（ただし小学3年生以下は保護者同伴の事）

※別途材料費必要。申し込みは別途要項をご覧くだ
さい。

さがしてみよう！磯の生物

日程 : 9/16 定員 : 30名 対象 : 小学生以上

文化財探訪

日程 : 10/15 定員 : 30名 対象 : 一般

阿波層群の化石をたずねて

日程 : 11/25 定員 : 30名 対象 : 小学生以上

青川の石を調べよう

日程 : 12/10 定員 : 30名 対象 : 小学生以上

身近な冬鳥を観察しよう

日程 : 12/17,3/11 定員 : 30名 対象 : 小学生以上

定員・申込み方法について
連続講座：すべての日程にご参加いただきます。
現地集合：直接現地へお越しください。
整理券：開始時間の1時間前から、2階受付にて整理券
を配布します。
当日受付：開始時間までに所定の場所へお集まりくだ
さい。定員に達し次第、締切りといたします。
事前申込：開催日の2ヶ月前から３週間前（必着）の期
間に往復はがきまたは電子申請でお申込みください。
※電子申請は、当館ホームページのイベント案内より
お申込みください。
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/
MieMu/84927046739.htm
なお、右記のQRコードからもアクセ
スできます。
〇１つの行事につき１通の申込みが必要です。代表者
の氏名、年齢、住所、当日連絡が取れる電話番号およ
び参加者全員の氏名、年齢をご記入ください。
〇応募者多数の場合、抽選となります。なお、電子申
請の場合、申込み後に届く到達確認メールは、当選の
通知ではありませんのでご注意ください。
○1件あたりのお申込み人数は4名までとし、これを抽
選単位とします。
○各イベントは、悪天候などにより中止することがあ
ります。当日参加のイベント実施の可否については
ホームページをご覧いただくか、MieMuへお問い合
わせください。

お問い合わせ

三重県総合博物館（MieMu）

三重県津市一身田上津部田 3060 〒514-0061
tel 059-228-2283 mail MieMu＠pref.mie.jp
HP http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/

※フィールドワークへの小学生の参加は保護者同伴

岐阜県博物館交流企画
9/17（日）13:30〜
11/4（土）13:30〜

※MieMuからも学芸員や活動グループが岐阜県博物館に出かけて講演会等を
「えっ！違うの？思い込みの植物たち 〜生物多様性と保全〜」
担当:可児 美紀（岐阜県博物館植物担当職員）
「能の幽霊考察 〜世阿弥の「幽霊」創造について〜」
担当:南本 有紀（岐阜県博物館民俗担当学芸員）
事前申込 定員:20名×２（１時間20名ずつの２回開催）

11/23（木・祝）13:00〜 「どんぐり標本箱をつくろう」
14:00〜 材料費:150円

行います。参加方法は岐阜県博物館にお問い合わせください。

9/3（日） 「カモシカとそのなかまたち」
（田村香里学芸員）
10/7（土）
「壬申の乱と古代の伊勢国、そして斎宮」
（天野秀昭学芸員）
11/3（金・祝） 三重県総合博物館ミュージアム・パートナーによる体験ワーク
ショップ

