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

賢治　嘉内宛葉書（1917年9月2日消印）
岩手の種山ヶ原を描いている。（個人蔵 当館寄託）

解体新書（国立科学博物館蔵） ３Ｄプリンタ臓器模型

エレキテル
（国立科学博物館蔵）

佐野智子《自画像》　1980年代　
油彩・麻布（韮崎大村美術館蔵）

松田百合子《In her shoes》　2009年　
陶（個人蔵）

同人誌｢アザリア」の仲間と（1917年）
後列左より嘉内、賢治（写真提供 個人）　

特別展  
美し、やまなし、パワー！ 山梨の女性アーティストたち

県立美術館 甲府市貢川1-4-27
TEL 055-228-3322　FAX 055-228-3324

開催期間／～8月21日（日）
観覧料／一般 1,000円　大学生 500円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

甲府市貢川1-5-35
TEL 055-235-8080　FAX 055-226-9032県立文学館

県立博物館 笛吹市御坂町成田1501-1
TEL 055-261-2631　FAX 055-261-2632

　明治時代の南画家・野口小蘋や、大正時代に女性
初の二科会会友となった埴原久和代、戦後に県内の
女性画家たちをけん引した佐野智子、『エースをねら
え!』の漫画家・山本鈴美香など、本県ゆかりの約30人
の女性アーティストたちに焦点を当てます。油彩、日本
画、版画、インスタレーション、漫画など約80点の多彩
な作品を紹介します。

開催期間／7月16日（土）～9月5日（月）
観覧料／一般 1,000円　大学生 500円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

企画展  医は仁術

特設展  
宮沢賢治 保阪嘉内への手紙 

開催期間／7月9日(土)～8月28日（日）
観覧料／一般320円　大学生210円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

　詩や童話に独自の世界を切り開いた宮沢賢治。無二
の親友・保阪嘉内に宛てた73通の手紙が、昨年当館に
寄託されました。手紙には、親友として嘉内に心を寄せ
共に理想を追い求めようとした賢治の心情が表されてい
ます。本展では、賢治自筆の手紙全73通を公開し、2人
の交友と青春の軌跡をたどります。

　現在、世界最先端といわれている日本の医学・医
療。その原点は江戸時代にありました。オランダ由来の
蘭方医術に刺激された医師たちが、人 を々救うため、人
体の構造の解明に取り組んだのが江戸時代18世紀後
半のことでした。
　本展では当時の貴重な資料を多数紹介し、中国由
来の漢方と西洋由来の蘭方とが、「医は仁術」の理念
が実践されていた日本において、いかに融合し、人々を
救ってきたのかを紹介します。

ふれあい

開催期間／～10月10日（月・祝）
観覧料／無料

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

企画展
進化する「宝石のまち」
　本展では、山梨の宝石研磨職人たち
が新たな感性によって生み出したジュエ
リーを紹介します。またジュエリーミュージ
アム所蔵作品より“甲州水晶貴石細工”
の名工によるジュエリーも併せて展示。
　地場産業の発信地としてさらに進化し
ていく「宝石のまち」の姿をご覧ください。

「source」 詫間康二　
（詫間宝石彫刻）

「待宵」 デザイン：米山美香
制作：河野道一（河野水晶美術）
　　 ジュエリーアートクレアール

「甲州貴石切子」
清水幸雄　
（㈱シミズ貴石）
深澤陽一　
（ジュエリークラフト
フカサワ）

か　ない

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

夏期特別企画展
サイエンス・クエスト クリスタル城の秘密
～めざせ！鉱物ハンター～
　水晶をはじめとする「鉱物」に
スポットを当て、鉱物の成り立ち
や鉱物を生かす技術などを分か
りやすく紹介します。さらに、新感
覚の映像アトラクションと科学ク
イズに挑戦しながら学べる体験
型展示も行います。山梨や鉱物
の魅力をぜひ体感してください。

開催日時／7月16日（土）～8月28日（日）
観覧料／入館料のみでご覧になれます。

サイエンス・クエスト

開催日時／7月10日（日）、8月14日（日）、9月18日（日）
開催時間／①午前10時30分～　②午後2時～
参加料／無料

　幼児から小学校低学年
の子どもたちに、絵本を通し
て自然に親しんでもらうこと
を目的として実施します。ま
た、「おはなしかい」の30分
前には、「おりがみ教室」も
開催します。

もりのおはなしかい
～えほんのよみきかせ～

富士山科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
TEL 0555-72-6203　
FAX 0555-72-6183

南巨摩郡富士川町最勝寺2290-1
TEL 0556-22-8111  
FAX 0556-22-8074

森林総合研究所

 森の教室
小枝で遊ぼう“壁掛け”

開催期間／～11月30日（水）
※材料がなくなり次第終了
※他のイベント開催時および団体貸切時は不可
※小学３年生以下は保護者同伴
材料費／150円　

　県産材のヒノキの板にい
ろいろな木の実やどんぐりを
貼り付けて、オリジナルの壁
掛けを作ります。アイデア次
第でフォトフレームやドアプ
レートにもなります。製作時
間は１時間程度です。

壺形埴輪　山梨県指定文化財
甲斐銚子塚古墳出土
（山梨県立考古博物館蔵）

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

夏季企画展  
山梨のはにわ

開催期間／7月16日（土）～８月２８日（日）
観覧料／無料

　県内古墳から出土した埴
輪にスポットを当て、古代の
魅力を紹介します。夏休み
期間中の開催に合わせて
子どもたちの素朴な「なぜ？」
にも答えながら、埴輪からみ
た山梨の古墳時代につい
て考えます。

県立考古博物館

は

にわ
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