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EVENT 県立4館（美術館・博物館・文学館・考古博物館）は
小・中学生、高校生などの観覧料が無料です。

　平成30年末、野口忠蔵氏から437点に上る絵画や書跡が山梨県へ
寄贈されました。これらは、江戸時代以来、甲府で酒造業「十一屋」を営み
繁栄した野口家に代々継がれた貴重な美術品です。野口家へ嫁いだ近
代を代表する女性画家・野口小蘋の秀作なども含まれています。本展で
は、寄贈を記念して、これらの中からえりすぐりの作品が一堂に会します。

野口小蘋《富貴百齢図》
1892（明治25）年

コレクション企画展 野口コレクションの精華

富岡鉄斎《十六羅漢図》
1896（明治29）年

開催期間／2月8日（土）～3月8日（日）
観覧料／一般520円　大学生220円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

開催期間／～2月24日（月・振休）
観覧料／一般520円　大学生220円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

開催期間／1月25日（土）～3月22日（日）
観覧料／無料

開催日／2月8日（土）、9日（日）
観覧料／大人310円、小・中学生、高校生120円（入館料別途）
　　　　幼児120円（入館無料）
※8日（土）は、高校生以下入館無料

県立科学館 甲府市愛宕町358-1
TEL 055-254-8151  
FAX 055-240-0168

シンボル展
甲州屋忠右衛門の冒険 ―ミナト・横浜を目指した商人たち―
　甲州屋（篠原）忠右衛門は、1859（安政6）年の横浜開港早々に甲
州屋を出店して、甲州産の生糸などを外国人に売り込み大きな利益を
得た人物です。その横浜開港から160周年の節目を迎え、本展では忠
右衛門の成功の基盤となった、旺盛な行動力やしたたかな情報戦略な
どを、さまざまな資料から紹介します。国内外で活躍する甲州人の先駆的
な存在となった忠右衛門の冒険を、ぜひお楽しみください。

神名川横浜新開港図
（山梨県立博物館蔵）

新収蔵品展 作家のエピソード
　この1年間に当館が新たに収蔵した、高浜虚子の
句幅、芥川龍之介の句稿、飯田蛇笏の句短冊、井伏
鱒二の手紙、太宰治の原稿など約70点の資料を展
示します。作品や手紙などが書かれた背景にあるさまざ
まなエピソードと、作家の個性豊かな筆跡をお楽しみく
ださい。

芥川龍之介　
句稿「赤百合の芯黒む暑さ極りぬ」ほか
（山梨県立文学館蔵）

太宰治
「あとがき」原稿 （『パンドラの匣』再版収録）
（山梨県立文学館蔵）

ジュエリーミュージアム 甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階やまなしプラザ内
TEL 055-223-1570　FAX 055-223-1572

開催期間／～3月2日（月）
観覧料／無料

企画展 クラフツマンの表現
　本展では、水晶彫刻の技術に焦点を当て、ジュエリーの中に水
晶彫刻の技術の一端をうかがうことのできる作品を紹介します。
 宝飾産業において宝石の研磨と彫刻は、それぞれが独立した領域
です。しかし、山梨にはその境界を軽やかに飛び越えてジュエリーを
制作するクラフツマン（職人）が存在します。宝石を加工する高度な
技術を駆使し、新たな領域を開拓するクラフツマンの新鮮な仕事を
ご覧ください。 リング《Crystal Dome》

デザイン＆制作：貴石彫刻オオヨリ　
　　　　　　 大寄智彦

リング《source》
デザイン＆制作：詫間宝石彫刻　
　　　　　　 詫間康二

　毎年恒例のプラネタリウムフェス
ティバルを開催します。「星の王子さ
ま」「銀河鉄道の夜」など10番組（各
日5番組）を、各日1回分の観覧料で
お得に楽しめます。

山梨プラネタリウムフェスティバル 2020

しょう ひん

富士山世界遺産センター 富士河口湖町船津6663-１ 
TEL 0555-72-2314　
FAX 0555-72-2337

　富士山麓に点在する溶岩
洞穴の中には、船津胎内樹
型（富士河口湖町）のように、
信仰の対象となったものが少
なくありません。本展では、溶
岩洞穴をめぐり展開した信仰
について紹介します。

企画展 溶岩洞穴をめぐる信仰

開催期間／１月１日(水･祝）～２月２４日（月・振休）
観覧料／無料

　小中学生が歴史や考古
学について学び、研究した成
果を一堂に展示します。子ど
もたちの自由な発想から生ま
れた貴重な研究成果の数々
を、ぜひご覧ください。

第16回展示会の様子 船津胎内樹型入口に建立された無戸室浅間神社

甲州屋の印鑑
（山梨県立博物館蔵）

開催日時／１月１１日(土)、２月８日（土）、３月１４日（土）
　　　　　午後１時３0分～４時
参加料／無料

　富士山とその周辺の自然
ガイドに役立つ、基礎的な知
見や新たな研究成果を専門
家が紹介するセミナーです。
１月は「冬の植物」、２月は「雪
崩、雪代」、３月は「富士信仰」
がテーマです。

富士山自然ガイド スキルアップセミナー

平成30年度のスキルアップセミナーの様子

富士山科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
TEL 0555-72-6206
FAX 0555-72-6183

甲府市下曽根町923
TEL 055-266-3881　
FAX 055-266-3882

県立考古博物館
第17回 
わたしたちの研究室・研究成果展示会

開催期間／２月８日（土）～３月８日（日）
観覧料／無料
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