狭山市立博物館
だより 5 月号
＜企画展＞ 会期：5/12（日）まで開催

平成３1 年 4 月 15 日発行 通巻 12 号
今年のゴールデンウィークはなんと 10 連休！
博物館では、GW 全日開館しております。ネコライ
オンは 12 日まで。講座も盛りだくさんですので、
この機会にぜひご来館ください♪編集担当：肥沼

【お知らせ】
5 月 7 日（火）
、5 月 27 日（月）～30 日（木）

は館内整備のため臨時休館いたします。
ＧＷ中の 4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月）は
全日開館いたします。

世界を舞台に活躍する動物写真家・岩合光昭さん
の写真展を開催中！岩合氏が捉えた人間と共生
するネコ、野生に生きるライオンの写真を 128
点展示！「ネコは小さなライオンだ。ライオンは
大きなネコだ。
」かれらの共通点や差異を感じる
ことで、私たち人間がどこかに忘れてきてしまっ
た“野生”を浮き彫りにしていきます。似ている
ようで似ていない。そして、似ていないようで似
ている。
『ネコライオン』の摩訶不思議な世界を、
是非ご体感ください。
☆

ＧＷ中の 4
月 27 日（土）～5 月 6
◇工作教室
「春のまいまい体験講座」
日（月）は全日開館いたします。
全 4 種類の工作
（ネコライオンぽんぽん、砂絵、
まゆ玉指人形、お楽しみ工作）
▷日 時：5/12 までの毎週土日祝日開催
① 午前 10：30～11：45
② 午後 13：30～14：45
▷会 場：１階工作室 ※事前予約不要
▷参加費：２００円～３５0 円

5 月の講座・イベント☆

◇生涯学習セミナーさやはくフォーラム【第 3 回/春季】➀狭山ふるさと検定説明会
5 月の講演プログラムは「ご当地検定狭山ふるさと検定・さやまスターズ検定説明会～おりぴぃの
野望、さやま拡散計画～」です。この夏、狭山ふるさと会と狭山市立博物館がタッグを組んで開催す
るご当地検定について、合格するためのコツを紹介する講座です。
当日はおりぴぃに会えるよ☆
▷日 時：5 月 6 日（月祝）10：30～12：00
▷場 所：博物館 1 階研修講義室 ▷定 員：50 名（先着順）
▷講 師：川口彰久（狭山ふるさと会）
・おりぴぃ（狭山市公式キャラクター・七夕の妖精）
▷費 用：無料
▷申込み：4/19（金）9 時から参加受付開始 ※詳細は裏面へ

◇甲冑着付け体験講座 「若武者になろう」
端午の節句にちなんで、鎧兜の着用体験を行います。
▷日 時：5 月 4 日（土）
・5 月 5 日（日）10：00～11：30/13：30～15：00（1 人 30 分）
▷場 所：博物館 1 階研修講義室
▷定 員：各日 16 名（合計 32 名）
（先着順・定員になり次第終了）
▷対 象：身長 110 ㎝～130 ㎝（ウエスト 80 ㎝以下）
▷費 用：無料
▷申込み：4/20（土）9 時から参加受付開始 ※詳細は裏面へ

◇体験学習「お茶席」
館内の茶室で初心者やお子様も気軽に参加できるお茶席体験（お抹茶）を開催します。
▷日 時：5 月 12 日（日）
、10：30～15：00
▷場 所：狭山市立博物館 2 階茶室
▷講 師：狭山市茶道連盟講師
▷定 員：40 名（先着順・定員に達し次第終了）
▷費 用：入館料＋１席 300 円（中学生以下 1 席 200 円）
▷申込み：予約不要、当日博物館 2 階茶席前にて、お茶券をお求めください。

5 月の狭山市立博物館
スケジュール

〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山 1-23-1
Tel:04-2955-3804 fax:04-2955-3811
http://sayama-city-museum.com
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◆企画展「岩合光昭写真展 ネコライオン」
・・ 5/12（日）まで
◆工作教室「春のまいまい体験講座」
・・・・・ 企画展開催期間中の土・日・祝日
①10：30～11：45 ②13：30～14：45
◆古文書読解講座（初級）
・・・・・・・・・・ 5/11（土）
、5/18（土）
、5/25（土）
、6/1（土）
10：00～11：30
◆古文書読解講座（中級）
・・・・・・・・・・ 5/17（金）10：00～11：30
◆さやはくフォーラム・・・・・・・・・・・・5/6（月祝）10：30～12：00（定員 50 名）
◆若武者になろう・・・・・・・・・・・・・・5/4（土）
、5/5（日）
（予約制、一人約 30 分）
①10：00～11：30 ②13：30～15：00
◆体験学習お茶席・・・・・・・・・・・・・・5/12（日）10：30～15：00（予約不要）
◆臨時休館 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5/7（火）館内整備のため臨時休館
5/27（月）～5/30（木）館内燻蒸のため臨時休業
●さやはくフォーラム ◎4/19（金）9 時より電話受付（04-2955-3804）または直接来館。
●若武者になろう
◎4/20（土）9 時より電話受付（04-2955-3804）または直接来館。
※定員になり次第募集終了。
（予約制各日定員 16 名）
●体験学習「お茶席」 ◎予約不要・当日博物館、2 階茶席前にてお茶券をお求めください。
※定員 40 名先着順

◎常設展・企画展の解説をご希望の方はスタッフまでお声がけください。
※状況によりご希望にそえない場合もありますので、ご了承ください。
狭山市立博物館 指定管理者アクティオ株式会社

