香芝市二上山博物館年間イベントカレンダー
平成30年度

展

示

● ・・・ 少人数制

※予定を変更する場合がございます

● ◆・・・ お子様向
市民の歴史講座

公開講演会

催

し

物

事前申込制（先着300名）
◆・・・ふたかみ文化センター ◇・・・現地学習

事前申込不要 【講演会…資料代 200円】
●ミュージアムサロン 第６回
「スシ」

４
月

4月22日（日） 午後2時～2時３０分頃
ふたかみ文化センター２階・和室１
担当：大上 直美

◆第１回「二上山麓の古代史―総集編―」

５
月

5月29日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：下大迫 幹洋
（教育部生涯学習課 副主幹）

●ミュージアムサロン 第７回
「キュウリ」

６
月

●スポット展示
「弥生人の鳥獣戯画」
6月30日（土）
二上山博物館・特別展示室
※6月30日講演参加者 博物館入館無料

●第１回公開講演会 定員300名
「弥生人の『鳥獣戯画』と香芝遊子」
6月30日（土） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール

◆ふたかみ倶楽部 設立の集い

6月24日（日） 午後2時～2時30分頃
ふたかみ文化センター２階・会議室１

6月30日（土） 午後1時～2時
ふたかみ文化センター１階・市民ホール

担当：大上 直美

◆第２回「二上山麓の旧石器人
～サヌカイトからわかること～」
6月26日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：西垣 遼
（教育部生涯学習課 学芸員）

講師：石野 博信氏
（香芝市二上山博物館 元館長）

●サファイアさがしにチャレンジ！【１】
【E】二上山映画館Ⅰ
『第３の男』（イギリス）
7月23日（月） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

7月22日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

●博物館を探検しよう！
～バックヤードツアー～

★夏休みイベント【パワーストーン】
7月28日（土）/29日（日）
二上山博物館・特別展示室

７
月

●サファイアさがしにチャレンジ！【２】
7月29日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

7月28日（土）
二上山博物館
①10：00～11：30
②13：30～15：00

●昔の遊びと歴史体験
～さわって、遊んで、学ぶ
尼寺廃寺跡学習館～

前

7月29日（日）
香芝市尼寺廃寺跡史跡公園・学習館
①10：00～12：00
②13：00～16：00

【E】二上山映画館Ⅱ

期

『禁じられた遊び』(フランス）
8月4日（土） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

◆第３回「縄文社会を映す土偶と石刀」
7月31日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：松田 真一
（二上山博物館 館長）

●勾玉づくりにチャレンジ！
●サファイアさがしにチャレンジ！【３】
8月5日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

8月4日（土）
二上山博物館・特別展示室
①10：00～11：30
②13：00～14：30
③14：45～16：15

●サファイアさがしにチャレンジ！【４】
【E】二上山映画館Ⅲ
『アルプスの少女ハイジ』（スイス）
8月13日（月） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

８
月

●ミュージアムサロン 第８回
「ソーメン」
8月19日（日） 午後2時～3時30分頃
ふたかみ文化センター２階・和室１

●速報展
「香芝市文化財発掘速報展 2017-2018」
8月26日（日）～9月30日（日）
二上山博物館・常設展示室（企画テーマ室）
※8月26日講演会参加者 博物館入館無料

●第２回公開講演会 定員100名
「古文書が語る香芝の歴史
～市内所在文化財一般調査から～」

8月12日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

●サファイアさがしにチャレンジ！【５】
8月19日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

●銅剣づくりにチャレンジ

担当：大上 直美

●サファイアさがしにチャレンジ！【６】
8月26日（日） 9：30～16：30
二上山博物館・特別展示室

8月26日（日） 午後1時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１～３会議室

8月25日（土）
二上山博物館・特別展示室
①10：00～11：30
②13：00～14：30
③14：45～16：15

講師：吉田 栄治郎氏
（公益財団法人 郡山城史跡・柳澤文庫保存会 研究員）

◆第４回「二上山麓の信仰と系譜」
8月28日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：奥田 昇
（教育部生涯学習課 主幹）

【E】二上山映画館Ⅳ
※9月9日講演会参加者 博物館入館無料

９
月

●第３回公開講演会 定員300名
《第１部》「平野塚穴山古墳の調査成果」
《第２部》「葛城地域の王陵の謎を探る
～平野古墳群と馬見古墳群～」
9月9日（日） 《第１部》午後1時30分～2時10分
9月9日（日） 《第２部》午後2時30分～4時
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：《第１部》下大迫 幹洋
《第２部》泉森 皎氏
（奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 元館長）

『シェーン』（アメリカ）
9月8日（土） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

◆おもしろ土曜塾《１》
博物館を探検しよう！
9月22日（土） 午後1時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

【M】歴史散歩①
「當麻道 ‐二上山東麓の遺跡を往く‐」
9月23日（日）
担当：奥田昇

◇第５回「尼寺廃寺跡から平野古墳群、
太子道を探訪」
9月26日（水） 10:00～15:30
場所：
※集合場所等の詳細は別途ご案内します
講師：西垣 遼
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し

物

事前申込制（先着300名）
◆・・・ふたかみ文化センター ◇・・・現地学習

事前申込不要 【講演会…資料代 200円】
【E】二上山映画館Ⅴ
【M】歴史散歩②
10月7日（日）
「當麻の古墳と古社寺探訪」

『鉄道員』（イタリア）
10月5日（金） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

１０
月

●特別展
●第１回特別展講演会
「二上山麓と三輪山麓の考古学
「葛城とヤマト王権」
―大和盆地東西の歴史と文化―」
10月27日（土）～12月9日（日）
二上山博物館・特別展示室

10月28日（日） 午後2時～4時
ふたかみ文化センター１階・市民ホール

●ミュージアムサロン 第９回

◆おもしろ土曜塾《２》

「赤メシ」

二上山誕生のふしぎ

10月21日（日） 午後2時～3時30分頃
ふたかみ文化センター２階・和室１

10月27日（土） 午後１時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

担当：奥田昇

◇第６回「二上山麓、恵心僧都の里から
鋳物師の里へ」
10月30日（火） 10:00～15:30
※集合場所等の詳細は別途ご案内します

担当：大上 直美

講師：塚口 義信氏
（堺女子短期大学名誉学長・名誉教授）

講師：奥田 昇

●第２回特別展講演会
「三輪山麓の遺産群とヤマト王権」
11月3日（土） 午後2時～4時
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：寺澤 薫氏
（巻向学研究センター 所長）

※11月11日講演会参加者 博物館入館無料

●第４回公開講演会 定員300名
「二上山と三輪山 ―万葉集にみるヤマトの西東―」

★秋の博物館企画【予定】
11月10日（土）・11日（日）・12日（月）

11月11日（日） 午後2時～4時
ふたかみ文化センター１階・市民ホール

１１
月

講師：井上 さやか氏
（奈良県立万葉文化館 主任研究員）

●第３回特別展講演会 ≪シンポジウム≫
「二上山麓と三輪山麓の考古学」
11月24日（土） 午後1時～4時10分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
司会進行 ：松田 真一（香芝市二上山博物館 館長）
パネリスト：千賀 久（葛城市歴史博物館 館長）
パネリスト：橋本 輝彦（桜井市教育委員会文化財課 課長）
パネリスト：下大迫 幹洋（香芝市教育委員会生涯学習課 副主幹）

●関西文化の日
11月17日（土）・18日（日）

◆おもしろ土曜塾《３》
二上山とサヌカイト
11月10日（土） 午後1時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

【倶楽部】クリーン&歴史ウォーク
11月17日（土） 9：30～11：30
【集合･解散場所】
エコール真美 南館･１Fふるさと広場

【M】歴史散歩③
11月17日（土）

「山の辺の道を往く」
担当：松田 真一

●二上山誕生のふしぎ
【E】二上山映画館Ⅵ

～フィールドワーク～
11月18日（日） 10：00～15：30
近鉄関屋駅スタート

『汚れなき悪戯』（スペイン）
11月25日（日） 1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

後

◇第７回「二上山麓の相撲伝承と
鎌田・磯壁の町並み」
11月27日（火） 10:00～16:00
※集合場所等の詳細は別途ご案内します
講師：奥田 昇

【M】歴史散歩④
【Q】日本書紀を読もう！①
【E】二上山映画館Ⅶ
『善き人のためのソナタ』（ドイツ）
12月14日（金） 午後 1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

期 １２
月

―ふたかみ地域の記事について―
12月12日（水） 午後2時～4時
講師：福塚忠司氏

◆第２回 博物館のクリスマス
12月16日（日） 午前10時～午後4時

◆おもしろ土曜塾《４》
●ミュージアムサロン 第10回
「モチ」
12月23日（日） 午後2時～3時30分頃
ふたかみ文化センター２階・和室１

二上山と凝灰岩
12月22日（土） 午後1時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

12月8日（土）

「三輪山麓の古代遺跡を往く」
担当：下大迫 幹洋

【Q】競技かるた①
12月15日（土） 午後1時30分～4時30分
ふたかみ文化センター２階・和室
講師：奈良県かるた協会
【E】春日若宮おん祭見学会
12月17日（月）
担当：奥田 昇

◆第８回「二上山麓と片岡地域の古代寺院」
12月18日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：西垣 遼

担当：大上 直美

【Q】日本書紀を読もう！②

１
月

【E】二上山映画館Ⅷ
『カサブランカ』（アメリカ）
1月24日（木） 1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

●スポット展示
「折口信夫『死者の書』と當麻曼荼羅」

２
月

2月2日（土）～2月24日（日）
二上山博物館・常設展示室
※2月17日講演参加者 博物館入館無料

―ふたかみ地域の記事について―
1月16日（水） 午後2時～4時
ふたかみ文化センター２階・第 会議室
講師：福塚 忠司氏

【Q】競技かるた②
1月19日（土） 午後1時30分～4時30分
ふたかみ文化センター２階・和室
講師：奈良県かるた協会

◆おもしろ土曜塾《５》
金剛砂とくらし
1月26日（土） 午後1時30分～３時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

【E】鹿島神社結鎮座の渡御行事見学会

1月22日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：下大迫 幹洋

1月26日（土）
担当：奥田 昇

【Q】日本書紀を読もう！③
●第５回公開講演会 定員300名
「折口信夫『死者の書』と當麻曼荼羅」
2月17日（日） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：松村 實昭氏
（當麻寺別格本山中之坊院主）

【E】二上山映画館Ⅸ
『シェルブールの雨傘』(フランス）
2月19日（火） 1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

●ミュージアムサロン 第11回
「マメ」
2月24日（日） 午後2時～3時30分頃
ふたかみ文化センター２階・和室１

―ふたかみ地域の記事について―
2月13日（水） 午後2時～4時
ふたかみ文化センター２階・第 会議室
講師：福塚 忠司氏

◆おもしろ土曜塾《６》
古墳やハニワ しってるかな？
2月23日（土） 午後1時30分～3時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

担当：大上 直美

【Q】競技かるた③
2月17日（日）
全国かるた競技奈良大会見学会
講師：奈良県かるた協会

【Q】弥生時代の機織り
2月27日（水）～28日（木）※2日間受講
午前10時～午後4時
ふたかみ文化センター２階・第２会議室
講師：酒野 晶子氏

【Q】競技かるた④

３
月

◆第９回「二上山麓からみた壬申の乱
～倭京西部方面の戦い～」

【E】二上山映画館Ⅹ
『ハチ公物語』（日本）
3月10日（日） 午後1時30分～4時
中央公民館２階・視聴覚室

◆おもしろ土曜塾《７》
今と昔の瓦 比べてみよう！
3月23日（土） 午後１時３０分～３時
ふたかみ文化センター２階・第１会議室

3月9日（土） 午後1時30分～4時30分
ふたかみ文化センター２階・和室
講師：奈良県かるた協会

◆第１０回「二上山麓の女性の信仰」
2月26日（火） 午後2時～3時30分
ふたかみ文化センター１階・市民ホール
講師：大上 直美
（二上山博物館 学芸員）

