富山市博物館等共通パスポート各館の８月スケジュール
展

施設名
常設展

ガラス美術館
（企画展は追加料金
がかかります）

企画展

ギャラリー展

郷土博物館

佐藤記念美術館

覧

休館日

◆コレクション展
◆グラス・アート・ガーデン

企画展（常設展も入場可）
①《アン・ヴォルフ アンダンテ》
【個人】一般 700円 大学生 500円
【団体】一般 500円 大学生 300円

◆「アン・ヴォルフ アンダンテ」展 7月２２日（土）～11月5日（日）※追加料金がかかります
◆「家住利男展 削りの形」展 7月22日（土）～11月5日（日）※追加料金がかかります

◆「富山ガラス造形研究所造形科２年生 コールドクラス展 もしもし」8月4日(金)～9日(水)
主催：富山ガラス造形研究所
◆「木とガラスが、ゆびきりげんまん」8月12日(土)～19日(土) 入場無料
主催：富山市企画調整課
◆「アートフェア富山2017・アートアワード」8月31日(木)～9月3日(日) 入場無料
主催：アートフェア富山実行委員会

企画展

企画展

◆いきもの集合（7/15～10/1）
・展示解説会：19日（土）14：00～

特別展

◆不思議まるわかり！空気があるから ～9月3日（日）
一般は特別展観覧料100円別途必要

郷土博物館

展示室

佐藤記念美術館

2日（水）
16日（水）

申込不要・参加無料（要入館料）

特別展示室

毎日開館します

【個人】一般２１０円
【団体】一般１６０円
☆高校生以下無料

毎日開館します

【個人】一般２１０円
【団体】一般１６０円
☆高校生以下無料

入館料必要

◆サイエンスライブ（土）（日）（祝）
１0：45～、13：00～、15：15～（各回約15分） 館内各所 入館料必要
◆夏休みクイズラリー ～２5日の（火）～（金）10：30～11：30、13：00～15：30（随時参加）
展示室 入館料必要
◆標本の名前を調べる会＆自由研究のまとめ方相談会 20日（日）10：00～16：00（随時） 多目的学習室

通常展示と、プラネタリウムを１回観覧
できる観覧料
【個人】一般５２０円
【団体】一般４１０円
無料
毎日開館します

◆「ドラえもん宇宙ふしぎ大探検２～太陽系のひみつ～」
◆「見えない宇宙を探る ダークユニバース」
◆「ミュージアム・アライブ」
◆スペシャルプラネタリウム
プラネタリウム
「学芸員と星空さんぽ」めざせ日食ハンター！ 13日（日）、27日（日）15：45～16：25
※スペシャルプラネタリウム投影の回については通常のプラネタリウム番組は休止します。
◆イブニングプラネタリウム「ファラオの星」19日（土）18：00～18：40
※19日（土）は19：00まで開館します。入館は18：00まで。

天文台

企画展示

★土星と月のクレーターを見よう
２日（水）～ ５日（土）
★ペルセウス座流星群
９日（水）～１２日（土）
★さそり座と土星
１６日（水）～１９日（土）
★天の川をさがしてみよう
２３日（水）～２６日（土）
★月のクレーターを見よう
３０日（水）・３１日（木）
※雨天曇天の場合でも、星座の解説などを行います。
◆企画展示「惑星展～探査機がとらえた姿～」

◆わくわく☆工作室「日時計を作ろう」
◆わくわく☆工作室「星座早見を作ろう」
◆わくわく☆工作室「天球儀を作ろう」

プラネタリウムを２回以上観覧する場合
の１回ごとの観覧料
【個人】一般２１０円
【団体】一般１５０円
☆高校生以下無料
★土曜日は高校生以上のカップル無料

１９：３０～２１：３０
１９：３０～２１：３０
１９：３０～２１：３０
１９：３０～２１：３０
１９：３０～２１：３０

9月24日(日)まで

◆ミニプラネタリウム星空の部屋「夏の大三角と星の動き」（日中と雨天曇天の夜間）
イベント
（申込不要）

削りの形》
700円 大学生 500円
500円 大学生 300円

☆高校生以下無料

申込不要・参加無料（要入館料）

展示室

②《家住利男
【個人】一般
【団体】一般

《上記①②企画展 共通観覧券》
【個人】一般 1,000円 大学生 800円
【団体】一般 800円 大学生 500円

入場無料

科学博物館

星空観察会
（申込不要）

通常料金・特別料金一覧

常設展
【個人】一般 200円
【団体】一般 160円

◆橋をわたるよ（7/15～9/10）
・展示解説会：19日（土）14：00～

イベント
（申込不要）

会

２日(水) １４:００～１５:００ 先着20名 対象：小学生以上
３日(木) １４:００～１５:００ 先着20名 対象：小学3年生以上
４日(金) １４:００～１５:００ 先着20名 対象：小学３年生以上

【個人】一般２１０円
【団体】一般１５０円
毎日開館します。
☆高校生以下無料
★土曜日は高校生以上のカップル無料

展

施設名

覧

会

特別展

【篁牛人記念美術館】

特別展「篁牛人

企画展

【考古資料館】
【考古資料館】
【民俗資料館】
【陶芸館】
【売薬資料館】
【民芸館・民芸合掌館】

発掘速報展2017「富山城外堀を掘る」（～8/21）
企画展「縄文人とふしぎな道具」（8/25～Ｈ30/4/8）
企画展「着物と裁縫」（6/10～10/29）
企画展「それぞれのうつわ-寄贈陶芸品展」（6/17～12/3）
企画展「加賀藩領の売薬－富山東部」（7/6～9/10）
企画展「民芸の素朴と粋」（7/15～11/15）

民俗民芸村

彩色画名品展

休館日
前期」（7/2～10/15）

通常料金・特別料金一覧

◎１館あたり
【個人】一般１００円
【考古資料館】
【団体】一般 ９０円
22(火)～24(木)
◎全館共通券
【個人】一般５２０円
その他の館は毎日開館します
【団体】一般４１０円
☆高校生以下無料

◇ライチョウ図鑑を作ろう
～8月31日（火）
◇真夏のシャワータイム スタンプラリー
～8月31日（火） の土日祝（雨天中止）
◇里山の昆虫標本展
～8月31日（木）
◇カブトムシのふれあいコーナー
日時：8月12日（土）、13日（日）15時30分～16時30分、19時00分～20時00分
場所：森の冒険エリア前

イベント

●夜間開園 8月12日(土)、13日(日)、26日(土)は夜9時まで延長開園！
◇カモシカの森ナイトツアー
夜の森の中を歩きながらカモシカの様子を観察します。
日時：8月12日（土）、13日（日）、26日（土） 19時30分～ 20時00分～の計2回
受付開始時間は各回の15分前から。（雨天中止）
場所：カモシカ園
定員：先着20人

所要時間（15～20分）

◇セミの羽化ウォッチング
夜しか見ることができないセミの羽化を観察しながら、セミの一生、セミの種類について学べます。
日時：8月12日（土）、8月13日（日） 19時30分～20時45分（雨天中止）
場所：樹間のこみち

ファミリーパーク

◇ごっくんタイム

定例
イベント

毎日開園します

【個人】一般５００円、中学生以下無料
【団体】一般４００円、中学生以下無料

毎日開催

◇動物たちにゴハンをあげよう
★ペンギンにお魚をあげよう
★サルにおイモをあげよう

土日祝 11:15～11:30 先着30名
土日祝 13:15～13:30 先着30名

◇「うさぎ広場」ウサギ・モルモットとのふれあい 平日 10:30～11:30/14:00～15:00 土日祝 10:00～11:30/14:00
～16:00
◇ゆらゆら乗馬 毎日（火曜休） 10:00～11:45/13:30～16:00 1回500円 ※3歳以上

森家

浮田家

常設展示

明治１１年ごろに建てられた北前船廻船問屋の重厚な構造をご覧になれます。(国指定重要文化財)

8月は毎日開館します

【個人】一般１００円
【団体】一般 ９０円
☆高校生以下無料

常設展示

文政１１年（１８２８年）ごろに建てられた加賀藩奥山廻役の役宅です。
当時の豪農民家の建築様式をしのぶことができます。(国指定重要文化財)

7日(月)、21日(月)、
28日(月)

【個人】一般１００円
【団体】一般 ９０円
☆高校生以下無料

７日(月)
２１日(月)
２８日(月)
※１４日(月)は臨時開館

【個人】一般１００円
【団体】一般 ９０円
☆高校生以下無料

ミニ企画展

「山の日Q&A」

８月１１日（金）～９月１０日（日）

大山歴史民俗資料館

八尾曳山展示館

八尾おわら資料館

常設展示

第一展示室 「三賢人と文化財」、 第二展示室 「常願寺川の治水と発電」
第三展示室 「有峰・大山地域の鉱山・恐竜」
※映像展示室等には短いビデオやタッチパネルがあり、楽しみながら学べます。

常設展示

「曳山展示」： 雅やかな曳山囃子が流れる中、絢爛豪華な曳山を見学することができます。
※「下新町」「今町」の曳山が展示されます。
「秋路の世界」：林秋路の版画作品を展示しています。
「カイコと八尾」：かつての主幹産業であった養蚕の資料を展示しています。
「映像コーナー」：おわら風の盆や曳山祭などの臨場感あふれる映像をご覧になれます。
※5月上旬から9月下旬まで修繕工事あり

常設展示

おわら資料展示室：おわらの歴史的背景から交流の広がりまでをたどることができます。
町屋棟：おわらを生み出した八尾の伝統的な町屋を再現しています。
映像展示室：おわらの由来や踊りの映像を上映します。

企画展

「神通峡のお城－いにしえの役割－」

６月１７日（土）～９月２４日（日）

猪谷関所館
常設展示
企画展

越中と飛騨を結ぶ飛騨街道の要衝に置かれた富山藩西猪谷関所。ここに残されていた、人や物が行き交ったことを示す古文書な
どを展示しています。また関所の大型模型や籠渡しを体験することもでき、昔の人々の旅が一層身近なものになります。
「見に行こうよ

富山県の石

－八尾は化石がいっぱい－」

８月は毎日開館します

【個人】
一般５００円、高校生以下３００円
【２０人以上団体】
一般４５０円、高校生以下２７０円
【１００人以上団体】
一般４００円、高校生以下２４０円

８月は毎日開館します

【個人】一般２１０円
【団体】一般１６０円
☆高校生以下無料

７日(月)
２１日(月)
２８日(月)

【個人】一般１５０円
【団体】一般１２０円
☆高校生以下無料

※１４日(月)は臨時開館

７月２２日(土) ～ ８月３１日(木)

イベント

◇館内クイズラリー

開館期間中毎日実施、参加無料

常設展示

「八尾の化石」コーナー：八尾で発掘された、学術的に貴重な化石を年代順に見ることが出来ます。
「クビナガリュウの化石」：施設入口には大きなクビナガリュウが待ち構えています。
開館期間：４月２２日～５月１０日、７月２２日～８月３１日

八尾化石資料館

７月２２日（土）から
８月３１日（木）まで
開館します。

【個人】一般２１０円
【団体】一般１６０円
☆高校生以下無料

以下の３館は、共通パスポートを提示すると割引料金で観覧できます。
展

施設名
常設展

ギャルリ・ミレー

企画展

覧

会

休館日

◆「バルビゾン物語～バルビゾン派と19世紀フランス美術界の事情～」

◆企画展「林

清納 展」

5月23日（火）～11月26日（日）

5月16日（火）～9月18日（月）

【スケッチを愉しむ大人の時間】
(※要申込)

8月31日(木)10：00～

通常料金・特別料金一覧

月曜日
（祝日の場合は開館、
翌日休館）

一般200円、高校生100円
中学生以下無料
＊各種手帳をお持ちの障がい者の方と
付き添いの方1名までは無料。

★共通パスの提示で
一般100円、高校生無料

常設展の作品を自由にスケッチしていただきます。

イベント
【プレミアムフライデー】

2階鑑賞室
・
3階鑑賞室

8月25日(金)15：00～ 中央通り商店街のお買い物レシート提示で入館料が無料。
当日は随時、常設展の作品解説会を開催いたします。

開館一周年記念特別展『日本刀物語』 7月15日（土）〜９月24日（日）
重要美術品六十振りを一堂に！「空前絶後の名刀展」
月曜日
（祝日の場合は開館、
翌日休館）
14日（月）は臨時開館

森記念秋水美術館

イベント

樂翠亭美術館

【ギャラリートーク】
毎月第2・４日曜日 14：00～

所蔵品展
開催期間

一般1,000円（800）円
高校生500円
中学生以下無料
（）内は20名以上団体料金

★共通パスの提示で
一般料金が団体料金（800円）に

（要鑑賞券）

「素材との対話」展
6月24日（土）～9月19日（火）

毎週水曜日
16日（水）は開館

【本館】
一般800円 団体(10名以上）600円
学生400円
【全館共通】
一般1,000円 団体(10名以上）800
円
学生600円
＊特別展示室を含む全館鑑賞可

★共通パスの提示で
一般料金が団体料金に

