
※�（　）内は、有料観覧者20名以上の団体料金　※身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方及びその介助者１名は無料　※上記料金で常設展も観覧できます

●�一般800円（640円）　●�高校・大学生450円（360円）　●�中学生以下無料

休 館 日

開館時間

観 覧 料

入館には事前予約が必要です

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

午前9時30分から午後５時まで�（入館は午後4時30分まで）

新型コロナウイルス感染予防・拡散防止対策のため、時間指定・人数制限に
よる事前予約制となります。詳しくは、当館ホームページをご覧ください。
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上信越自動車道 富岡I.C.

富岡製糸場

至 藤岡IC、東京至 碓氷軽井沢IC

上信電鉄

群馬サファリパーク
車の場合
上信越自動車道　富岡I.Cまたは下仁田I.Cから15分
国道254号　富岡バイパス もみじ平公園入口から北へ800m

電車の場合
JR信越本線・磯部駅／上信電鉄線・上州富岡駅からタクシーで10分
上信電鉄線・上州七日市駅または上州一ノ宮駅から徒歩で25分

〒370-2345　群馬県富岡市上黒岩1674-1　TEL 0274-60-1200

第６４回
企 画 展

※イベントは、内容が変更あるいは中止になる場合があります。最新の情報は博物館
ホームページをご覧ください。※イベントの予約（サイエンス・サタデーを除く）は、博
物館HPよりお願いいたします。

陸、海、空に暮らす鳥。鳥がトリである最大の特徴は、空を飛ぶ、という
ことでしょう。体の大きなハシビロコウから小さなハチドリまで、空を
飛ぶには、体が軽くて丈夫でなくてはなりません。形さまざま、色トリど
り、多様な環境に適応した鳥たちの世界を探検しませんか？

知ってる？鳥がトリである理由

講　師：加藤 休ミ（クレヨン画家／絵本作家）
　　　  ７月17日（土）10:00～11:30、13:00～14:30
定　員：各回10名
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
参加費：保険料50円、観覧券が必要
場　所：当館企画展示室内
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては実験室等で開催

ワークショップ 「クレヨンで鳥トリすけっち」

講　師：中川 真梨子、澤田 寛、
　　　  新井 優希（群馬サファリパーク）
１０月１０日（日） 10:00～14:00
定　員：20名の特別企画　
対　象：どなたでも、車で群馬サファリパークにご来園が可能な方
参加費：大人２５００円、小人１５００円（３歳～中学生）+５０円（保険料）
※ 駐車料金（施設利用料）５００円、ガイドラジオ代５００円は別途清算
受　付：第一駐車場に車を止め、売店マルシェ前の受付へお越しください。
場　所：群馬サファリパーク
午　前：獣医師の先生による鳥トリレクチャー、フライングショー
午　後：フラミンゴ観察と特別解説、ダチョウもぐもぐ観察

観察会 「群馬サファリパークで鳥トリ観察会」 講　師：川上 和人（森林総合研究所・主任研究員）
　　　  10月17日（日）13:30～15:30
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
定　員：50名
参加費：無料、観覧券が必要
場　所：当館学習室

講演会 「鳥類学者の食卓～キッチンから覗く鳥類進化～」

講　師：江田 真毅（北海道大学総合博物館准教授）
　　　  11月7日（日）13:30～15:30
定　員：50名
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
参加費：無料、観覧券が必要　
場　所：当館学習室

講演会 「鳥と古代人のトリドリばなし
～ニワトリ・「鵜」と弥生人、地上絵の鳥とナスカ人～」

案内人：清水 伸彦（群馬県立自然史博物館・特別研究員）
～夏鳥を探せ～
7月29日（木）定員 各回10名  時間 10:30～10:45 13:45～14:00  
8月19日（木）定員 各回10名  時間 10:30～10:45 13:45～14:00
～冬鳥を探せ～
11月20日（土）定員 10名  時間 10:30～10:45
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
参加費：無料、観覧券が必要
場　所：企画展室内

屋内鳥トリ観察会

「ぱたぱたトリのモビールをつくってみよう」
ハクチョウのモビールをつくるよ！
８月　毎週土曜日　12:40～　14:05～
定　員：各回15名
参加費：無料、観覧券が必要
場　所：当館実験室
受　付： 当館エントランス前（当日受付）。受付時間はホームペー

ジでご確認ください。

サイエンス・サタデー

講　師：高橋 綾（群馬県立女子大学教授）
　　　  9月11日（土）10:00～11:30
定　員：15名（12組まで）
対　象：４歳以上。小学校３年生までは保護者と一緒に参加してね
参加費：保険料50円、観覧券が必要
場　所：当館実験室、作品完成後、企画展示室に設置します

ワークショップ 「鳥トリキューブをつくってみよう！」

まるまるのニワトリを解剖して、トリの骨格標本をつくるよ！
講　師：中川真梨子、澤田 寛、新井 優希（群馬サファリパーク）
11月28日（日）　10:00～15:00
定　員：15名（12組まで）　
対　象：小学校５年生以上　
参加費：保険料50円、観覧券が必要
場　所：当館実験室

ワークショップ 「ニワトリの骨格標本をつくってみよう」

まるっと
サファリを楽しもう
（草食・肉食動物の
エサ代込み）
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をお持ちの方及びその介助者１名は無料　※上記料金で常設展も観覧できます
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毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
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新型コロナウイルス感染予防・拡散防止対策のため、時間指定・人数制限に
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車の場合
上信越自動車道　富岡I.Cまたは下仁田I.Cから15分
国道254号　富岡バイパス もみじ平公園入口から北へ800m

電車の場合
JR信越本線・磯部駅／上信電鉄線・上州富岡駅からタクシーで10分
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※イベントは、内容が変更あるいは中止になる場合があります。最新の情報は博物館ホームページをご覧ください。
※イベントの予約は、博物館HPよりお願いいたします。

陸、海、空に暮らす鳥。鳥がトリである最大の特徴は、空を飛ぶ、という
ことでしょう。体の大きなハシビロコウから小さなハチドリまで、空を
飛ぶには、体が軽くて丈夫でなくてはなりません。形さまざま、色トリど
り、多様な環境に適応した鳥たちの世界を探検しませんか？

特別天然記念物
冬鳥の羽図鑑、骨コレクション

シーズン２の見どころ

知ってる？鳥がトリである理由

渡り鳥の季節

講　師：中川 真梨子、澤田 寛、
　　　  新井 優希（群馬サファリパーク）
１０月１０日（日）10:00～14:00
定　員：20名の特別企画　
対　象：どなたでも、車で群馬サファリパークにご来園が可能な方
参加費：大人２５００円、小人１５００円（３歳～中学生）+５０円（保険料）
※ 駐車料金（施設利用料）５００円、ガイドラジオ代５００円は別途清算
受　付：第一駐車場に車を止め、売店マルシェ前の受付へお越しください。
場　所：群馬サファリパーク
午　前：獣医師の先生による鳥トリレクチャー、フライングショー
午　後：フラミンゴ観察と特別解説、ダチョウもぐもぐ観察

観察会 「群馬サファリパークで鳥トリ観察会」

講　師：川上 和人（森林総合研究所・野生動物研究領域 チーム長）
　　　  10月17日（日）13:30～15:30
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
定　員：50名
参加費：無料、観覧券が必要
場　所：当館学習室

講演会 「鳥類学者の食卓～キッチンから覗く鳥類進化～」

講　師：江田 真毅（北海道大学総合博物館准教授）
　　　  11月7日（日）13:30～15:30
定　員：50名
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
参加費：無料、観覧券が必要　
場　所：当館学習室

講演会 「鳥と古代人のトリドリばなし
～ニワトリ・「鵜」と弥生人、地上絵の鳥とナスカ人～」

案内人：清水 伸彦（群馬県立自然史博物館・特別研究員）
～冬鳥を探せ～
11月20日（土）定員 10名  時間 10:30～10:45
対　象：小学生以上、小学生は保護者と一緒に参加してね
参加費：無料、観覧券が必要
場　所：企画展室内

屋内鳥トリ観察会

講　師：高橋 綾（群馬県立女子大学教授）
　　　  9月11日（土）10:00～11:30
定　員：15名（12組まで）
対　象：４歳以上。小学校３年生までは保護者と一緒に参加してね
参加費：保険料50円、観覧券が必要
場　所：当館実験室、作品完成後、企画展示室に設置します

ワークショップ 「鳥トリキューブをつくってみよう！」

まるまるのニワトリを解剖して、トリの骨格標本をつくるよ！
講　師：中川真梨子、澤田 寛、新井 優希（群馬サファリパーク）
　　　  11月28日（日）10:00～15:00
定　員：15名（12組まで）　
対　象：小学校５年生以上　
参加費：保険料50円、観覧券が必要
場　所：当館実験室

ワークショップ 「ニワトリの骨格標本をつくってみよう」
まるっと

サファリを楽しもう
（草食・肉食動物の
エサ代込み）
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鳥たちが「わたり」をするのは、どうしてだろう？

暮らしやすい気候を求めて 食べ物を求めて

食べ物、安全なところ、
暮らしやすい気候の全部

安全なところで
繁殖・産卵・子育てするため

鳥トリクイズにレッツチャレンジ！じゃ！

きみはいくつ正解
できるかな？


