
イベント時は混雑する
ことが予想されます
公共交通機関を
ご利用ください

新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解ご協力をお願いします。 新型コロナウイルス
感染拡大防止
のため定員を

減らす場合があります。

来館前に検温を実施していただき、発熱や咳、倦怠感などの体調不良時には来館を控えて
いただきますようお願いします。 また、来館時は、マスクの着用、手洗いの徹底、できるだけ人と
人の距離を空け、近距離での会話や大声を出すことを避けていただきますようお願いします。
（施設入口等に手指消毒液を設置していますので、ご利用ください）

事前予約は右記
電話番号で受付 予約開始日は各イベント案内をご確認ください。

☎052-739-0520

●開館時間／9：00～17：00（展示室最終入場16：30）  ●休館日／月曜日（休日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
●入館料／無料（展示室のみ有料200円、中学生以下無料）

「歴史の里 しだみ古墳群」 「しだみこちゃん」
@shidamikochan

「体感！しだみ古墳群ミュージアム」
@shidamu_nagoya

※一部体験プログラムは有料

瀬戸方面

電
車・バ
ス
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〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字前山１３６７ ☎052-739-0520 

14：0012/10（土）
1Fロビー

しだみゅー寄席よせ

出演： 旭堂鱗林・神田桜子

定  員 100名
参加費 2,500円（当日3,000円）
場  所 ２F体験活動室

開場/13：30 開演/14：00開催日時 12/3（土）

随時受付
事前予約

無料金城学院コンサート金城学院コンサート
きんじょうがくいん

9/15（木）
受付開始

事前予約

10/23（日）
受付開始

事前予約

しだみゅー古墳散策
こふんさんさく

時  間 9：30～12：00頃
集合場所 東谷山散策路入り口

10/15（土）～東谷山のジオ散策～

定  員 20名
参加費 500円

開催日

時  間 ❶11：00 ❷14：00
場  所 ２F体験活動室

参加費 200円
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お庭に埴輪プロジェクト歴里
講座

第
4
回

第
4
回

※3回すべてにご参加ください。
※昼食は各自でご用意下さい。会場にはレストランも併設しています。定  員 20名 参加費 3,000円（3日間分）時  間 各日10：00～15：00

開催日 令和5年  ●1回目/1月22日（日）  ●2回目/2月5日（日）  ●3回目/3月5日（日）

場  所 ●1月22日（日）： 愛知県陶磁美術館  陶芸館  ●2月5日（日）・3月5日（日）： 体感！しだみ古墳群ミュージアム 

埴輪と焼き物の歴史を学ぼう！
愛知県陶磁美術館1/22（日）

埴輪のカタチを作ろう！
体感！ しだみ古墳群ミュージアム2/5（日）

ガーデニングを学び埴輪に色づけしよう！
体感！ しだみ古墳群ミュージアム3/5（日）

参加者
募集！

さんかしゃ

ぼしゅう！

自分だけのオリジナル埴輪を作ってみませんか！
じぶん はにわ つく

にわ はにわ

※3/5 ガーデニング講座含む

12/22（木）受付
開始日
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SHIDAMUから東谷山フルーツパーク駐車場への行きかた。
オレンジルート あおルート

シャトルバス運行
臨時乗降場

11月6日（日）

東谷山フルーツパーク
第一駐車場 

※11月6日（日）は満車の場合、東谷山フルーツパー
クの駐車場をご案内しますが、有料となります。
（16:30閉場）なお、東谷山フルーツパークから
ミュージアムへは臨時のシャトルバスを運行します。

11月6日（日）は駐車料金
３００円必要となります

10/2910/29（土）（土）

12/1012/10（土）（土）

9/29（木）
受付開始

事前予約

11/10（木）
受付開始

事前予約

糊とウメチギリ

古代の星空を体感しよう！

のり

古代人も見た赤い火星と流星群古代人も見た赤い火星と流星群
こだいじん み あか かせい りゅうせいぐん

定  員 各16組（１組3名まで）
時 間 ①10：00  ②13：30

参加費 300円
場  所 2F体験活動室

●講師 ヤマト株式会社、 ちぎり絵作家 ウメチギリ

定  員 30名
時 間 18：30～20：00

参加費 300円
場  所 2F体験活動室・駐車場

●講師 あさだ考房 浅田英夫

糊の種類や歴史を学び、糊の製造実演後に、
ちぎり絵体験をしていただきます。

のり しゅるい まなれきし のり せいぞう じつえんご

え たいけん

たいかんほしぞらこだい

雨天等の場合は
「月の満ち欠け早見」

を制作。

◆各講演会共通

定  員 100名 参加費 500円
時  間 開場12：30 開演13：30

れきさと こうえんかい歴里講演会

場  所 2F 体験活動室

11/20（日）開催日 10/20（木）受付開始事前予約

「群れをなす」 船来山古墳群
む

12/18（日）開催日 11/18（金）受付開始事前予約

「群れをなす」 川合古墳群
む

1/15（日）開催日 12/15（木）受付開始事前予約

開催日時1回目

埴輪と季節の飾りづくり
はにわ きせつ かざ

れきさと こうざ歴里講座

13：0011/27（日）

定 員 20名 参加費 2,000円

新春！書初め大会
しんしゅん かき ぞ たいかい

場  所 2F体験活動室

新春！凧作り＆凧上げ大会
しんしゅん たこ づく たこ あ たいかい

12/8（木）
受付開始

事前予約

ミニ門松用の埴輪と
クリスマスリースづくり

開催日時2回目 13：0012/25（日）
ミニ円筒埴輪で門松づくり

【予約不要】
開催日時 10：00～1/7（土）～9（月・祝）
場  所 2F体験活動室

令和5年

参加費 100円

定 員 各20名 参加費 500円
開催日時 ❶10:00

❷13:001/8（日）令和5年 場  所 2F体験活動室

両日参加できる方に
限らせていただきます。

10/27（木）受付開始事前予約

かどまつよう はにわ

えんとう はにわ かどまつ

寺子屋「鈴鏡」昼飯大塚古墳とその時代
てらこや すずかがみ

ひるい おおつか こふん じだい

令和5年

ふなきやま こふんぐん

こふんぐんかわい

天体望遠鏡メーカー勤務後あさだ考房を設立、中日文化センター講師、公益財団法人岐阜天文台評議員

※総合受付で参加費をお支払い下さい。

しだみで忍者学校しだみで忍者学校しだみで忍者学校しだみで忍者学校
にんじゃ がっこう

～古代人も見たヒカリ～

定  員 各8組（1組4名まで）

こだいじん み

11/23
（水・祝）

開催日

サイエンスショー

場  所

開催日時

４世紀末に築かれた、昼飯大塚古墳から
出土した、埴輪や副葬品を展示します。

美濃最大の前方後円墳
昼飯大塚古墳
ひるいおおつか こふん

みの さいだい ぜんぽうこうえんふん

9/21（水）～12/11（日）

秋の
企画展示
きかくてんじ

あき

せいき まつ きず ひるいおおつか こふん

しゅつど はにわ ふくそうひん てんじ


