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狭山市立博物館
だより 3 月号

寒い冬を乗り越えていよいよ稲荷山公園に桜が咲
く春！ 3 月 20 日より春期企画展「田中雅美写真
展」が始まります。お花見のあとは博物館で美し
いオーロラをご堪能ください。編集担当：山下

歴 史 文 化 講 座

＜空調工事のおしらせ＞
2 月 18 日（火）～ 3 月 19 日（木）
上記期間中、空調工事のため、

博物館内の空調が止まります。

狭山の歴史や文化を題材とした講座を開催します。

「郷土さやまの伝承と風俗・習慣」 講師：吉川明彦氏
▷日
▷定
▷場
▷申

時：3 月 28 日（土）10：00～12：00
員：50 名 ▷参加費 ：200 円
所：1 階 研修講義室
込：2 月 18 日（火）9：00～
電話・来館にて受付（定員になり次第終了）

古文書読解講座 ～2020 年度春 受講者募集
初級/4 月 11 日～6 月 27 日の土曜日（5 月 23 日を除く全１０回）
中級/4 月～2021 年 3 月の第 3 金曜日（通年、全 12 回） ※初級編を修了の方
▷時間：10：00～11：30 ▷定員：50 名 ▷講師：髙橋光昭 氏 ▷場所：１階 研修講義室
▷参加費：1500 円 ※『くずし字読解の手引』をお持ちでない方は資料代別途 500 円かかります。
▷申込み：往復はがきで応募 3 月 8 日（日）当日必着※詳細は裏面へ

＜春期企画展＞ 会期：3/20（金/祝）～ 5/17（日）開催
田中雅美写真展 オーロラの旅へ
極寒の地に赴き、20 年以上オーロラを撮り続けてきた狭山市在住の自然写真家・田中雅美氏。カナダ・イ
エローナイフを中心に、オーロラの美しさを写真や映像など様々な手法で撮影し、国内外で高く評価されてい
ます。今回の展覧会では、氏のこだわりでもある“オーロラの四季”をテーマとし、厳選されたオーロラ写真
64 点を展示。またオーロラが発生する仕組みについてもわかりやすく解説します。オーロラ写真の第一人者
が贈る、大自然の絶景をご覧ください。
また、1 階まいまいホールでは、オーロラ体験のできるブースを開設。ミニエアドームの中に田中雅美氏が
撮影した 360 度パノラマのオーロラ映像が広がります。
▷開館時間：9：00～17：00（最終入場 16：30） ▷休館日：毎週月曜日（祝日の場合は開館）
▷入館料：□一般：200 円（150 円） □高大生：150 円（100 円） □中学生以下：無料
※( )内は 20 名以上の団体料金 ※各種障害者手帳提示で付添 1 名まで無料

プロ写真家に学ぶ写真撮影講座
～稲荷山公園の桜の下で写真を撮ろう
田中雅美氏による写真撮影講座を開催します。カメラはご持参いただ
かなくて結構です。富士フイルムの最新ミラーレス一眼を貸出します。
▷日 時：3/29（日）※雨天中止
午前の回 10：00～ 午後の回 14：00～
▷定 員：各回撮影者 20 名まで（同伴者可）
▷講 師：田中雅美 氏 ▷場 所：1 階 研修講義室
▷持ち物：顔写真付きの身分証明書(必須)
SD カード（写真記録用 8GB 程度）
▷参加費：500 円
▷申込み：3/19（木）9：00～
電話・来館にて受付（定員になり次第終了）
協力：富士フイルムイメージングシステムズ株式会社

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：3 月 22 日（日）
10：30～15：00
▷定 員：40 名
（先着順・定員に達し次第終了）
▷講 師：狭山市茶道連盟講師
▷場 所：2 階茶室
▷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

3 月の狭山市立博物館
スケジュール
月
2/24

火

〒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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◆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
◆オーロラ in 星たまご・・・・・・・・・・企画展開催期間中の土・日・祝日 １F まいまいホール
①10：30～12：00 ②13：30～15：00
◆古文書読解講座（中級）
・・・・・・・・・ 3/20（金/祝）10：00～11：30 １F 研修講義室
◆体験学習「お茶席」
・・・・・・・・・・・ 3/22（日）10：30～15：00 ２F 茶室
◆歴史文化講座・・・・・・・・・・・・・・3/28（土）10：00〜12：00 １F 研修講義室
◆写真撮影講座・・・・・・・・・・・・・・3/29（金）午前の回 10：00～

午後の回 14：00～

●古文書読解講座 ※応募多数の場合選考（初受講者優先）
◎申込み：往復ハガキで応募。
往信に①希望級②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤初級講座希望者は受講歴の有無。
返信にご自分の郵便番号、住所、氏名をご記入の上、狭山市立博物館まで郵送。
応募多数の場合抽選（初受講者優先）。3 月 8 日（日）当日必着
●歴史文化講座 2/18（火）予約開始 ※定員になり次第募集終了
狭山市立博物館 9：00～電話受付（04-2955-3804）または直接来館
●プロ写真家に学ぶ写真撮影講座 3/19（木）予約開始 ※定員になり次第募集終了
狭山市立博物館 9：00～電話受付（04-2955-3804）または直接来館

◎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

