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Exhibitions and Events of

Fukushima Museum
企画展
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興福寺と会津 〜徳一がつないだ西と東〜

福島復興祈念展

7/6（土）〜 8/18（日）
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〉
〉企画展示室・部門展示室 歴史・美術

大人･大学生：1300 円（団体：1000 円）
企画展料金 高校生 800 円（団体：640 円）
小･中学生無料

■ 展示解説会（申込不要､要企画展料金）
講師：当館学芸員
※6日（土）
､27日（土）
､28日（日）は興福寺僧侶による
特別解説があります。

①7/6（土）10:00 〜 11:00
②7/13（土）
､③7/20（土）
､④7/27（土）､⑤7/28（日）10:00 〜 11:00、13:30 〜 14:30

■ 夜の仏像鑑賞会（申込不要､要企画展料金）
①7/6（土）､②7/13（土）､③7/20（土）､④7/27（土）17:30 〜 19:00
講師：当館学芸員

※ 各日最終入場は 18:30 まで。企画展以外の観覧はできません。

※20 日（土）は長岡龍作 氏（東北大学教授）による特別解説です。

■ 公演「声明の響き〜仏教伝統の調べ〜」（申込不要､参加無料）

（申込不要､参加無料）
■ ワークショップ「福島の孔雀石でほとけさまを描こう」

7/6（土）14:00 〜 15:00
出演：新義真言聲明三宝会のみなさん
場所：エントランスホール

7/14（日）13:30 〜 15:30
場所：エントランスホール

講師：塚本麻衣子､猪瀬弘瑛（当館学芸員）

（申込不要､参加無料､先着200名）
■ プレイベント/ 連続講座「阿修羅像を未来へ」
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6/9（日）13:30 〜 15:00
講師：辻明俊 師（興福寺執事）
、今津節生 氏（奈良大学教授）

一般･大学生：1000 円､高校生：640 円
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場所：講堂

講座・イベント
6/8（土）
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博物館でも読み聞かせ

考古学講座

11:00 〜 11:30
14:00 〜 14:30

講師 読み聞かせグループのみなさん

6/8（土）

はじめてさんの古文書講座②
「近代編」

13:30〜15:00

講師 栗原祐斗（当館学芸員）

6/15（土）

6/29（土） 「部門展示室リニューアル記念講座 会津大塚山古墳を考える」

無料、体験学習室

13:30 〜 15:30

実習室 ※参加申込は締め切りました。

7/7（日）

ミュージアムイベント「山ノ内磐水と玄如節」

13:30 〜 15:00 出演 玄如節顕彰会のみなさん ほか

13:30 〜 15:00

無料、エントランスホール

民俗講座

講師 山口拡（当館学芸員）

無料、講堂

6/21（金） 館長講座『風土の旅学―東北編』③「イザベラ・バード」
講師 赤坂憲雄（当館館長） 無料、講堂

6/23（日） はじめてさんの古文書講座③
「中世編」
講師 高橋充（当館学芸員）

無料、講堂

7/13（土）

博物館でも読み聞かせ

11:00 〜 11:30
14:00 〜 14:30

講師 読み聞かせグループのみなさん

13:30 〜 15:00

13:30〜15:00

講師 大里正樹（当館学芸員）

無料、体験学習室

7/19（金） 館長講座『風土の旅学―東北編』④「特別編・徳一」

※講座終了後に展示解説会を行います。（解説会参加には要常設展チケット）

13:30 〜１4:30

民俗講座

「部門展示室リニューアル記念講座③ 雪国・会津のまつり」
※講座終了後に展示解説会を行います。（解説会参加には要常設展チケット）

6/16（日） 「部門展示室リニューアル記念講座② 雪国・会津の自然と手仕事」
13:30 〜 15:00

講師 藤原妃敏、平澤慎（当館学芸員） 無料、講堂
※講座終了後に展示解説会を行います。（解説会参加には要常設展チケット）

講師 玄侑宗久 師（僧侶･小説家）､赤坂憲雄（当館館長） 無料、講堂

実演「大堀相馬焼の絵付け」
13:30 〜 15:00 講師 山田慎一 氏（伝承技術保持者） 無料、エントランスホール

7/21（日）

7/27（土） 考古学講座「縄文土器をつくろう」
7/28（日） 講師 高橋満､山本俊（当館学芸員） 要申込 ､先着 20 名､400 円､実習室

実習室 ※参加申込は締め切りました。

10:00 〜 15:00 ※申込は、7 月 27 日・28 日の両日および土器焼き（9 月 28 日予定）に参加可能な
方に限ります。

ポイント展

テーマ展

常設展料金
〜 7/10（水）

〉
〉展示ロビー

〜 6/21（金）

型をつくる、型からつくる

三葉虫の不思議
〜 6/23（日）

〜 8/18（日）

〉
〉総合展示室（中世）

〉
〉総合展示室（近･現代）

松平容大夫人の白衣観音図

部門展示室 考古 リニューアル！
6/29（土）〜
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〜 6/23（日） 〉
〉部門展示室（歴史･美術）

いいたてミュージアム

〉
〉総合展示室（古代･中世）

会津の経塚−500 年前のタイムカプセル

戦国武将の花押と印判①―伊達政宗
6/29（土）〜 8/30（金）

〉
〉部門展示室（民俗）

常設展料金

7/12（金）〜 9/4（水）

〉
〉部門展示室（民俗）

暮らしと麻

いいたてミュージアム
飯舘村合併時ポスター
（当館蔵）
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【お問い合わせ先】 福島県立博物館

●開館時間

〒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 https://general-museum.fcs.ed.jp

●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。
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9:30〜17:00（入館は16:30まで）
※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 3日(月)･10日(月)･17日(月)･18日(火) ●7月の休館日 1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)
24日(月)
29日(月)
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