
北アルプス誕生
― 激動の500万年史 ―

企画展

平成30年
7月21日（土）～
11月25日（日）

１階 特別展示室石が語る山の生い立ち

３階  展望ラウンジ
２階  山の成り立ち／山と生きもの
１階  山と人／山と美術※

北アルプスの自然と人
常設展

“さんぱく”では、どんなことができるの？
目的に合せ、北アルプスの自然や歴史文化に関して
様々なことができます！

見て知る　観光や登山・スキーの行き帰りに展示見学を！
※ご希望に合わせてスタッフによる展示案内も行っています。
　事前にお問合せください。

体験して学ぶ　学校や各種団体での学習の場として！
※館内・館外での各種学習会にもご協力させていただきます。
　お気軽にご相談ください。

調べて考える　調査研究のために収蔵資料の閲覧を！
※各種照会にも随時お答えするほか、関係資料の提供や収蔵資料
の貸出も行っています。

集い参加する　各種催しに参加して友の会へ入会を！

※山と美術コーナーは企画展の開催時はご覧いただくことができません。

くわしくはホームページから！
大町山岳博物館
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利用案内

館内施設のご利用（無料）

付属施設のご利用（無料）

交通のご案内

問い合わせ

開館時間 午前９時～午後５時　※入館は午後４時30分まで

休 館 日 毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始
 ※月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館となります
 　７月・８月は無休

観 覧 料 大人400円、高校生300円、小・中学生200円

大町市内にお住まいの
小・中学生と65歳以上の方
はいつでも観覧無料です

ミュージアムカフェ・ショップ
「もるげんろーと」　（営業時間9：30～ 16：30）
※冬期間（12～3月）は土･日曜日･祝日のみ営業（臨時休業があるため、
営業日は直接お問い合わせください　TEL：090-2153-8886）

付属園（付属動植物園）

山岳図書資料館
ライチョウの仲間やニホンカモシカ等を飼育、高山植物コマクサ等を栽培

山の本など約3万冊を収蔵

※常設展示と共通、30名様以上の団体は各
50円割引。そのほかの各種割引については
窓口でお問い合わせください。

【JR大糸線・信濃大町駅から】タクシー5分　徒歩25分　【長野自動車道・安曇野ICから】約40分
【北陸自動車道・糸魚川ICから】約95分　【上信越自動車道・長野ICから】　約80分

市立大町山岳博物館
電話（0261）22-0211　FAX （0261）21-2133
E-mail：sanpaku@city.omachi.nagano.jp

動物取扱業者標識　　氏名又は名称：大町市 牛越 徹　事業所の名称：市立大町山岳博物館　
事業所の所在地：長野県大町市大町8056-1　動物取扱業の種別：05展示　　登録番号：08000585号　
登録年月日：平成19年3月23日　有効期間の末日：平成34年3月22日　　動物取扱責任者：千葉悟志

付属園（ニホンカモシカ） 山岳図書資料館

市立大町山岳博物館

市立大町山岳博物館

年間催しのご案内

平成30年度

悠久のロマン
氷河に抱かれたまち

大町

高山の象徴
ライチョウがすむまち

大町

鹿島槍ヶ岳（企画展「北アルプス誕生 ―激動の500万年史―」）

ライチョウの親子 カクネ里氷河（鹿島槍ヶ岳）

平成30（2018）年4月～平成31（2019）年3月

検索

今年度の見どころ！



7月21日（土）～
11月25日（日）
企画展「北アルプス誕生
―激動の500万年史―」
時間：9:00～ 17:00
（入館は16:30まで）
会場：当館 特別展示室
※通常の観覧料が必要

7月21日（土）
企画展「北アルプス誕生」
オープニング記念
ミュージアムトーク
時間：10:00～　14:00～

1日2回（各回の所要時
間は20分程度、午前･午
後とも内容は同じ）

会場：当館 特別展示室
※申込不要・通常の観覧料が必要

8月5日（日）
さんぱくこども夏期だいがく
親子化石教室
「信州が海だった頃」
時間：10:00～正午
会場：小川村立屋（雨天時は当館

講堂で親子鉱物教室「地球
の宝石箱づくり」）

対象：小学生とその保護者
※参加無料・応募方法等の問合
せは当館へ

8月18～ 19日（土～日）
北アルプス地質見学登山
「爺ヶ岳にカルデラ湖が
  あった頃」
共催：長野県山岳総合センターほか
行程：柏原新道～種池山荘～爺ヶ

岳中央峰～種池山荘（泊）
～柏原新道

宿泊：種池山荘（1泊2日）
※参加費や応募方法等の問合せ
は当館へ

10月21日（日）
企画展特別講演会
「地質探偵ハラヤマ先生
  北アルプス研究の最前線を語る」
共催：大町山岳博物館友の会
講師：信州大学特任教授・
　　　原山智氏
時間：13:30～ 15:30
会場：当館 講堂
※参加費や応募方法等の問合せ
は当館へ

11月4日（日）
秋のティールーム
「北アルプスのふしぎ」
・企画展解説
　「北アルプスができるまで」
・ティータイム
　「北アルプス こんなことが
　  知りたい」（北アルプス談義）
時間：13:30～ 15:30
会場：当館 講堂
※参加費や応募方法等の問合せ
は当館へ
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企画展「北アルプス誕生 ―激動の500万年史―」

常設展「北アルプスの自然と人」（通年）

各種学習会等への協力、学校との連携・融合事業など（随時）

大町山岳博物館友の会各サークル活動【烏帽子の会、花めぐり紀行、山岳文化研究会、ボランティアの会】（随時）

4月15日（日）
友の会総会 記念講演会
「楽しく安全な登山のために」
主催：市立大町山岳博物館
共催：大町山岳博物館友の会
講師：山岳看護師・高橋恵子氏
　　　（信州大学医学部附属病院看護師）
時間：15:10～ 17:00
会場：当館 講堂　　※参加無料
申込：４月12日（木）までに電話・FAX・

Ｅメールまたは直接山岳博物館へ

6月9日（土）
シンポジウム＆ディスカッション
「カクネ里氷河の魅力と
  岳のまち大町の未来」
主催：市立大町山岳博物館
共催：大町山岳博物館友の会ほか
時間：13:30～ 16:30
会場：サン・アルプス大町
　　　2階 大会議室
※申込不要・参加無料

6月23日（土）
長野県環境保全研究所 自然ふれあい講座
「自然史王国信州を歩く
  ―日本の氷河カクネ里編―」
主催：長野県環境保全研究所（当館共催）
行程：白馬五竜エスカルプラザ～遠見尾

根～小遠見山（日帰往復）
※参加費や応募方法等の問合せは長野県
環境保全研究所へ
TEL：026-239-1031
FAX：026-239-2929
E-mail：kanken-shizen@pref.nagano.lg.jp

7月18・19日（水・木）
長野県山岳総合センター 野外活動講座
「花と昆虫 ―生物間関係を学ぶ
  in 針ノ木雪渓」
主催：長野県山岳総合センター (当館共催)
会場：長野県山岳総合センターほか
※参加費や応募方法等の問合せは長野県
山岳総合センターへ
TEL：0261-22-2773
FAX：0261-22-5444
E-mail：info@sangakusogocenter.com 

8月3日（金）
長野県環境保全研究所 自然ふれあい講座
「みんなで温暖化ウォッチ 
  セミのぬけがらを探せ！」
主催：長野県環境保全研究所(当館共催)
時間：10:00～正午
会場：大町公園・当館周辺
対象：小学生とその保護者
※参加無料・応募方法等の問合せは長野
県環境保全研究所へ
　（電話等は左記に同じ）

4月15日（日）
友の会総会／創立40周年記念パーティー
主催：大町山岳博物館友の会
時間：総会13:00～ 15:00
　　　記念パーティー18:00～ 20:00
会場：当館 講堂
対象：友の会会員（記念パーティーは会費制）

5月12日（土）
小鳥の声を聞く会
主催：大町山岳博物館友の会
時間：5:30～ 10:00
行程：当館周辺～鷹狩山（往復）
対象：友の会会員（参加費無料）

6月30日（土）～7月1日（日）
塩の道を歩く
主催：大町山岳博物館友の会
行程：小谷村 地蔵峠周辺(1泊2日)
対象：友の会会員
※行程詳細や参加費等の問合せは友の会へ

大町山岳博物館友の会は、会員の知識向上を図るとともに、博物館の
種々の事業をサポートする外郭団体です。北アルプスの自然について、
また人が自然にどのようにかかわってきたのか、その魅力について、知
りたい！ 聞きたい！ 学んでみたい！ そんな会員が集う会です。

※友の会主催の催しは会員のみ対象。会員特典や入会方法等に関する問合せは、
　大町山岳博物館友の会事務局へ　TEL/FAX：0261-23-6334

平成30年度　年間催し ※年間催しは予定です。今後変更となる場合もあります。各催しの案内チラシや当館ホームページ等で最新情報をご確認ください。
※毎月第3日曜日の「家庭の日」とその前日の土曜日は、大町市民無料開放デー（長野県民割引）です。この機会にぜひご来館ください。
　なお、未就学児、大町市内で小・中学校に通う児童・生徒の方、大町市内にお住まいの65歳以上の方は、通年、観覧無料です。
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※各月の(　 )内は、大町市民無料開放デー（長野県民割引）となる「家庭の日」とその前日の日にち 学芸員等のスタッフによる特別な展示解説。ご希望の方は当館まで！ ※大町市民の方以外は通常の観覧料が必要
時間：ご希望の時間帯（所要時間は60分程度）　  会場：当館 展示室　  対象：5名様以上の団体　

11月～3月の第3日曜日（家庭の日）限定　「常設展スペシャルガイド」


