
2022年
7月23日（土）
～10月16日（日）

1階特別展示室
※通常の観覧料が必要

▲山岳図書資料館

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450円、高校生350円、小・中学生200円
家庭の日割引等各種割引きについ
ては、内面上段に記載しています。
ご活用のうえご観覧ください。

ミュージアムカフェ・ショップ
「もるげんろーと」　（営業時間午前9時30分～午後４時30分）
※冬期（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
直接お問合せください　TEL：090-2153-8886）

付属園（動植物園）

山岳図書資料館

ライチョウやニホンカモシカなどを飼育、高山植物のコマクサなどを栽培

山の本など約3万冊以上を収蔵

※常設展示と共通、30名様以上の団体は各50
円引。そのほかの各種割引については窓口で
お問合せください。

【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：令和5年3月22日　　動物取扱責任者：藤田達也

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

2022年度

悠久のロマン
氷河に抱かれた

大町

高山植物の女王
コマクサが咲く

大町

当館のコマクサ園の見ごろは
５月中旬～６月下旬

カクネ里氷河（鹿島槍ヶ岳）

高山の象徴
ライチョウがすむ

大町

ライチョウ（付属園）

2022年4月～2023年3月

※動物の体調等により公開時間の変更、中止の場合もあります。ご理解のほどお
願いいたします。

2022年
4月23日（土）
～7月18日（月）

1階特別展示室
※通常の観覧料が必要

大きな水がめとしての北アルプス、
そして水のまち大町

今年の見どころ！

仁科三湖の成り立ち

企画展

企画展

2023年
1月4日（水）
～3月31日（金）
1階特別展示室
※通常の観覧料が必要

山と美術
常設展

中村清太郎「立山残雪」▶

2022年
10月22日（土）
～12月25日（日）

1階特別展示室
※通常の観覧料が必要

山書の世界
企画展



※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い合わせは、
　市立大町山岳博物館友の会事務局へ　　TEL/FAX：（0261）23-6334　
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自治会、青少年育成なども含めた各種学習会などへの協力、学校との連携・融合事業など（通年・随時）

2022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
ページなどで最新情報をご確認ください。

※障がい者手帳をお持ちの方と介助者1名、
未就学児童、市内小中学生、高校生、65
歳以上の大町市民の方は観覧料無料です。

※家庭の日（毎月第3日曜日）と前日の土曜日は、大町市民無料開
放デ―、長野県民の方は観覧料50円引きとなります。住所が確
認できるものをご提示ください。ほかに各種提携割引があります。

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任意団体です。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。

月４月 (16･17) 5月 (14･15) 6月 (18･19) 7月 (16･17) 8月 (20･21) 9月 (17･18) 10月 (15･16) 11月 (19･20) 12月 (17･18) 1月 (14･15) 2月 (18･19) 3月 (18･19)

※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

企画展　「仁科三湖の成り立ち」

各種催しの参加条件・申込み方法の詳細は3・6・9・12月下旬発行の広報誌「山と博物館」をご覧いただくか、山岳博物館にお問合せ下さい。電話・有線(0261)22-0211

期間：４月23日(土) ～ 7月18日(月)

大町は、北アルプスという大きな水がめに恵まれた「水の町」
です。人々の水との関わりの歴史を紐解き、水にまつわる民
話、そして、「みずのわプロジェクト」についても紹介します。

常設展　「山と美術」

期間：1月4日（水）～3月31日（金）

当館が収蔵する、山岳風景画の展示を行います。
期間：7月23日(土) ～ 10月16日(日)

4月24日（日）
5月14日（土）
6月18日（土）

ミュージアムガイド
時間：1回目10:30～
　　　2回目14:30～
場所：特別展示室
対象：来館者
※申込み不要
※通常の観覧料が必要
　です

8月13日（土）
9月10日（土）
ミュージアムガイド
時間：1回目10:30～
　　　2回目14:30～
場所：特別展示室
対象：来館者
※申込み不要
※通常の観覧料が必要
　です

9月4日（日）
仁科三湖の成り立ち
地学見学会
時間：9:00～ 16:00
場所：仁科三湖周辺
対象：高校生以上
　　　（定員15名）
自家用車で同行できる方
参加費：1組500円
※要事前申込み

さんぱくゼミナール
●水のまち大町を探る
　5月15日（日)
●民話の語りの会
　６月19日（日）
語り部：もんぺの会
時間：各日13:30～ 15:00
場所：当館講堂
対象：どなたでも
（定員30名）
参加無料：要事前申込み　

9月17日（土）
さんぱくゼミナール
青木湖が記録した
気候変動
講師：公文富士夫 氏
（信州大学名誉教授）
時間：13:30～ 15:30
場所：当館講堂
対象：どなたでも
（定員40名）
参加無料：要事前申込み

9月25日（日）
親子地学教室
河原の
石ころを見に行こう
時間：9:00～ 11:30
場所：篭川の河原
対象：小学生とその保護者
（定員20名）
参加費：1組500円
※要事前申込み

10月23日（日）
講演会
山書の魅力
時間：13:30
　　～15:00
場所：当館講堂
対象：どなたでも
（定員40名）
※要事前申込み

11月6日（日）
12月4日（日）
ミュージアムガイド
時間：1回目10:30～
　　　2回目14:30～
場所：特別展示室
対象：来館者
※申込み不要
※通常の観覧料が必要
　です

2月19日(日)
3月19日(日)
ミュージアムガイド
時間：14:00～
　　　（30分程度）
場所：特別展示室
対象：来館者
※申込み不要
※通常の観覧料が必要
　です

仁科三湖は大町市の重要な自然環境資源ですが、その成り立
ちには不明な点が多く残されています。本企画展では、新た
な現地調査結果をもとに、仁科三湖の成り立ちを紹介します。

期間：10月22（土）～12月25（日）

当館の山岳図書資料館には、登山紀行文や技術書のみな
らず、山に関わる自然や民俗など、いわゆる山岳関係の山
書（やましょ）がいっぱい。山書の魅力をお伝えします。

4月24日（日）
友の会総会記念講演会
山のお花畑が
教えてくれる生き物と
　　　生き物の繋がり

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：石井 博 氏
（富山大学理工学研究部教授）
時間：13:00～ 15:00
場所：当館　講堂
対象：大人（定員30名）
※参加無料、要事前申込み

4月24日（日）
大町自然探検隊（年8回）
主催：市立大町山岳博物館
時間・場所：当館公式ＨＰにてご確認
　　　　　　ください
対象：どなたでも
※参加無料、要事前申込み

5月15日（日）、29日（日）
雪形ウォッチング
主催：北アルプス雪形まつり実行委員会
時間：各日9:00～ 13:00
内容：白馬村～安曇野市から見える
　　　雪形をバスで見学します
対象：どなたでも
参加費：高校生以上500円
※要事前申込み　TEL：0261-22-0190

5月21日（土）、6月4日（土）
初心者のための野鳥撮影講座
時間：各日9:00～ 11:00
場所：高瀬川沿いの堤防
対象：どなたでも（定員10名）
※参加無料、要事前申込み
※要カメラ持参

7月27日（水）～28日（木）
わくわくチャレンジ教室
たかがり自然探検隊
主催：長野県山岳総合センター
（当館共催）
時間：9:30集合　山岳総合センター泊
対象：小学生（定員15名）
参加費：5,000円
※要事前申込み　TEL：0261-22-2773

7月30日（土）
～歩いてナゾとき！～ 仁科三湖はどうできた？
主催：長野県山岳総合センター（当館共催）
時間：8:00～ 12:00
場所：小熊山周辺
対象：どなたでも（定員20名）
※参加無料、要事前申込み　TEL：0261-22-2773

8月3日（水）
自然ふれあい講座　みんなで温暖化
　ウォッチ～セミの抜け殻を探せ！～
主催：長野県環境保全研究所（当館共催）
時間：10:00～正午
場所：大町公園周辺
対象：小学生とその保護者（定員20名）
※参加無料、要事前申込み
TEL：026-239-1031

11月20日（日）
山の恵みで工作しよう！
主催：長野県山岳総合センター（当館共催）
時間：9:00～ 12:00
場所：山岳博物館 講堂
対象：小学生とその保護者(定員20名)
費用：詳細はセンターＨＰにて
※要事前申込み　TEL：0261-22-2773

3月5日（日）・12日（日）
山のサイエンスカフェ inさんぱく2023
時間：各回13:30～ 16:00
会場：両日とも当館講堂
対象：大人（各回定員30名）
人文科学系および自然科学系
　　　　　　　　　　研究報告会
※参加無料、要事前申込み

５月１日（日）～５日（木）
付属園まつり
●付属園クイズラリー
　全日9:00～ 16:00
●ライチョウガイド
　全日9:00～ 16:00
●動植物観察ツアー
　5月2日（月）、4日（水）
　各日11:00～、14:30～
●おおまぴょんと遊ぼう
　5月4日（水）
　11:30～、15:00～
●動物写真展
　全日開館時間中
会場：当館・付属園
対象：どなたでも
※参加無料、事前申込み不要

4月24日（日）
友の会総会
時間：15:30～（総会）
記念講演会終了後、総会
※要事前申込み(詳細は会報)
※講演会は一般の方も参加可能

5月8日（日）
春の観察会in居谷里湿原
時間：7:00～ 12:00
定員：20名
※要事前申込み(詳細は会報)

6月12日（日）
佐野坂丘陵と親海湿原の成り立ちを歩く
時間：10:00～ 15:00
定員：20名
※要事前申込み(詳細は会報)

8月27日（土）
鹿島川・大冷沢の源流を探る
時間：7:00～ 15:00
定員：15名
※要事前申込み（詳細は会報）

10月29日（土）
古道 善光寺街道をあるく（Ⅱ）
時間：8:00～ 16:00
※要事前申込み（詳細は会報）

各種催しの、参加条件・申込み方法の詳細は3・6・9・12月下旬発行の広報誌「山と博物館」をご覧いただくか、
山岳博物館にお問い合せください。電話・有線（0261）22-0211

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）

企画展　「山書の世界」企画展　「大きな水がめとしての北アルプス、
　　　　 そして水のまち大町」
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