
ふじミューふじミュー

冬 入会方法の詳細はホームページまで
（http ://www.fu j imu100. jp/
                 informat ion/vis i tor/)

●優先枠での当選は最大２件までです。
●会員のみで定員を超えた場合は抽選します。
●申込時及び開催時に会員の方が対象です。

マークが付いているのはふじミューフレンズ
会員様が優先的に申込めるイベントです。優

食文化は、地域の自然の恵みのも

とに、長い歴史の中で育まれ、今も

変化し続けています。本企画展で

は、静岡の酒や肴の原料・材料に焦

点をあて、料理や醸造の背景にある

生物多様性を紹介します。

��������　　～      �����（土）���� ���� （日）

■企画展

しずおかの酒と肴
■トピックス展

��������　　～      �����（火）���� ���� （日）

「花の都しずおか」のフラワーアレンジメント教室
①12/19　   ②12/26　　　       13：30～14：30（日）

①12/19「クリスマスアレンジメント」

②12/26「お正月アレンジメント」

冬にぴったりのアレンジメントを作って飾りましょう！

対象 /小・中学生　定員 /各日２０名　

料金 /８００円　会場 /実習室

静岡県フラワー装飾技能士会

（日）　両日とも

※写真はイメージです。

講師

安倍川の石探し
12/19　　 10：00～11：00（日）

安倍川には色々な石があり、本来は無いはずの花崗岩も

あります。その理由を探りながら散策してみましょう。

★動きやすい服装・汚れてもよい靴でご参加ください。

★雨天中止。当日ＨＰにて開催の可否をご案内します。

対象 / 小学５年生以上（小学生は保護者同伴）　定員 /１０組　

料金 / 無料　集合場所 /広野海岸公園第一駐車場 東端

講師 渡邉 忍・大石 隆広（ミュージアムサポーター）植物の冬越し～ロゼット葉を作ろう～
12/18　　 ①11：00～11：45　②13：30～14：15（土）

植物はなぜロゼット葉で冬を越すの？というお話を聞い

た後、切り絵でロゼット葉を作ります。

対象 /小学生以上　定員 /各回８組（１組２名まで）　

料金 /１００円　会場 /講座室Ｅ

講師 竹内 佐枝子（ミュージアムサポーター）

木の実でクリスマスリースを作ろう！
12/18　　 （土）

木の実ってどんなもの？様々な木の実を知って、それを

使ったクリスマスリースを作ります。

対象 /①②小学生以上　③高校生以上　　　　　　　　

定員 /各回１５名　料金 /３００円　会場 /実習室

講師 長谷川 望（ミュージアムサポーター）

①10：40～12：10　②13：00～14：30　③14：45～16：15

親子で来年の干支「トラ」のペーパークラフトを作ろう
12/19　　 ①10：40～12：10　②13：30～15：00（日）

親子で 2022 年の干支「トラ」についての話を聞いて、ペー

パークラフトを作ってみましょう。

対象 /小学生とその保護者　定員 /各回２０組　

料金 /子ども 1名につき３００円　会場 /講堂

講師 三宅 隆・髙山 達子
（NPO 法人静岡県自然史博物館ネットワーク）

流木で新年の飾りを作ろう
12/26　　 （日）

流木に木の実や葉をつけて、新年の飾りを作ります。自

分で材料を選んで作ってみませんか？

対象 /小学生以上　定員 /各回１５名　

料金 /３００円　会場 /講座室Ａ

講師 長谷川 望（ミュージアムサポーター）

①10：40～11：40　②12：30～13：30　
③13：45～14：45　④15：00～16：00

Ｗｅｂで申込の場合 ★１回の申込で参加者２名様まで受付します。

ミュージアムＨＰのお知らせ・プレスリリース (https://fujimu100.jp/museum/news-pressrelease/) から申込

往復はがきで申込の場合 ★１回の申込で参加者２名様まで受付します。１イベントにつき１枚でお申込ください。

下記の必要事項①～⑥を記入の上、往復はがきにて１２/５（日）必着で申込 

①参加ご希望のイベント名　②希望の日時　③参加者氏名 (年齢)　④同伴者氏名 (全員)　⑤電話番号　⑥住所

申込方法

新型コロナウイルス感染症への対応の一環として、必要に応じ、いただいた情報を保健所等の公的機関に提供させていただく場合があります。

　　申込後の流れ　　

イベント５日前までにメール、
はがきで全員に当落を連絡します。

定員に空きがあるイベントは
ＨＰに掲示、１２/１０（金）より
電話または窓口で受付します。

冬ならではのイベントが盛りだくさん♪ ぜひふじミューへお越しください！ 

生命の歴史とDNAの進化
12/25　　 13：30～14：30（土）

ヒトを起点に生命の歴史をさかのぼり、遺伝子がどのよ

うに変異していくのかを探ります。

対象 /小学４年生以上　定員 /１５名　

料金 /観覧料のみ　会場 /実習室

講師 岸田 拓士（ミュージアム研究員）

/12/18　   ～　　　/1/10（土） （月・祝）2021 2022

要予約イベントは先着順ではなく抽選です。申込期間 ▶ １１/２４  　～１２/５（水） （日）

企画展「しずおかの酒と肴」開催にち

なみ、魚のサケを大解剖するとともに、

県内に生息するサケの仲間をご紹介し

ます。切り身（塩鮭）からは想像できな

いサケの姿が、ここにあります。

年末年始の休館日｜2021/12/27（月）～2022/1/1（土）

ギャラリートーク
　2022/１/２（日） 11：30～11：50
　対象 /どなたでも　定員 /１５名　料金 /観覧料　会場 /ホットトピックギャラリー

渋川 浩一（ミュージアム研究員）講演会&ギャラリートーク
　2022/１/10（月・祝） 15：30～17：00
  対象/一般　定員/１００名　料金/企画展観覧料　会場/講堂 ほか

                    　受付窓口、ＨＰ、ＱＲコードからお申込みいただけます

岸本 年郎（ミュージアム研究員）
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会場 / 企画展示室（要企画展観覧券）

しずおかの、魚のサケ

会場 / ホットトピックギャラリー（要観覧券）

キノコ写真展2021－野生のキノコいろいろな形－  
���������　　～      ������（火）���� ���� （月・祝）　会場 / 講座室Ｃ（要観覧券）

■ミドルヤード展示
雲仙普賢岳噴火災害を振り返る      

���������　　～      �������（土）���� ���� （日）　会場 / 講座室Ａ（要観覧券）

講師

講師

＊QRは㈱デンソーの登録商標です。

図書室・自然観察路開放日（12/19  　）   
ふじミューおはなし会（12/19・26・1/9　）
ミュージアム×クロスワード（期間中毎日）
QRコードを探せ！（期間中毎日）

（日）

（日）

当日
受付

要
予約

当日
受付



ＪＲ

観覧料割引等の特典が付いた 「ふじミューフレンズ会員」

を募集中です。 詳細はホームページをご覧ください。

「ふじのくに地球環境史ミュージアム」行き(30分)で終点下車

ゲームで遊び・学び・考える 私たちの未来
１/10　　 （月・祝）

他では遊べないオリジナルゲームをはじめ、地球環境に関

連する様々なアナログゲームで学び、楽しみましょう。

対象 /小学生以上　定員 /各回４組　

料金 /観覧料のみ　会場 /講座室Ｅ

講師 日江井 香弥子・吉村 有加
（ミュージアムインタープリター）

①10：45～11：45　②12：30～13：30　
③13：45～14：45　④15：00～16：00

みんなで作ろうふじミュー珪藻図鑑～ケイソウをみつけよう～
１/10　　 　　13：30～14：30（月・祝）

ミュージアム中庭の池の水や、近くの海にすんでいるケイソウを顕

微鏡で観察します。スマートフォンやタブレットで写真も撮れます。

対象 /小学４年生以上　定員 /１０名　

料金 /観覧料のみ　会場 /実習室

講師 野口 真利江（NPO 法人首都圏地盤解析ネットワーク）

中西 利典（ミュージアム研究員）

水平線までの距離は？
１/２　　  ①10：40～11：25　②13：30～14：15（日）

空気が澄む季節になりました。ふじミューの図鑑カフェ

からは駿河湾がよく見えます。その水平線までの距離を

考えてみましょう。

対象 /中学生以上　定員 /各回２４名　

料金 / 観覧料のみ　会場 /講堂

講師 篠崎 勇（ミュージアムサポーター）

当日
受付

かえるちゃん～ニホンアカガエル～

１/８　　 13：30～14：00（土）

ニホンアカガエルのことを学んで、卵からカエルになる

までの紙工作をしましょう。

対象 /幼児～小学３年生（幼児は保護者同伴）　

定員 /子ども８名　料金 /観覧料のみ　会場 /講座室Ｅ

講師 山根 真智子（ミュージアムインタープリター）

はじめてのミュージアム

親子でつくってまねっこ「ツキノワグマ」

１/８　　 15：00～15：45（土）

寒い冬、あたたかい春がくるまでねむってすごす動物がいま

す。静岡の山奥でひっそりとくらすツキノワグマになりきり、

まねっこしてみましょう。

対象 /幼児～小学生の親子　定員 /子ども８名　

料金 /観覧料のみ　会場 /講座室Ｅ

講師 山根 真智子（ミュージアムインタープリター）

はじめてのミュージアム

企画展観覧料｜一般６００円（団体５００円）、小学生以上大学生以下・７０歳以上３００円（団体２００円）
                    ＊団体は２０名以上　＊身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその付添者１名は無料となります。＊常設展も併せて御覧いただけます。

葉っぱ化石を探せ
１/９　　 13：30～14：30

石の中から植物化石を発掘しましょう。

★汚れてもよい服装でご参加ください。

対象 /どなたでも　定員 /１５名　

料金 /観覧料のみ　会場 /実習室

講師 西岡 佑一郎（ミュージアム研究員）

（日）

望遠鏡を作ろう！
１/８　　 11：00～12：00（土）

ガラスのレンズを２枚使ったケプラー式の望遠鏡と、老

眼鏡を利用した高倍率の望遠鏡を作ります。

対象 /親子　定員 /親子１２組（２４名）　

料金 /１組５００円　会場 /講堂

講師 海野 徑（ミュージアムインタープリター）

冬の色どり ヤブコウジの世界
１/９　　 13：30～15：00（日）

ヤブコウジはなんの仲間？消えたヤブコウジ科？冬の縁

起物、赤い実のつくヤブコウジを作ります。

対象 /中学生以上　定員 /１０名　

料金 /４００円　会場 /講座室Ａ

講師 寺内 恭子（ミュージアムサポーター）

花の形の秘密を覗く
１/９　　 10：40～12：00（日）

植物の形と秘められた意味をミュージアム研究員と一緒

に考えましょう。

対象 /小学４年生以上　定員 /１５名　

料金 /観覧料のみ　会場 /実習室

講師 早川 宗志（ミュージアム研究員）

のぞ

展示室　　　　キッズルーム、図鑑カフェが御利用いただけます。

※キッズルームの御利用には事前予約が必要です。

新年は
１/２     から開館します（日）

新年は
１/２     から開館します（日）

年始には、先着100名様に
ふじミューオリジナル卓上
カレンダーをプレゼント！

（2021/12/27 ～ 2022/1/1）
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