
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）

瀬戸方面

イベント時は大変
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
５月5日（木・祝）
は駐車料金
３００円必要
となります
●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） 〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字前山１３６７ ☎052-739-0520 

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

「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
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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

5月5日（木･祝）

東谷山フルーツパーク
第一駐車場 

※一部体験プログラムは有料

場  所 2F 体験活動室

草木染和紙で七夕かざり
くさきぞめ わし たなばた

れきさと こうざ歴里講座

13：00開催日時 6/12（日）

定 員 30名 参加費 500円

◆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

「海に臨む」象鼻山古墳群
うみ のぞ ぞうびざん こふんぐん

れきさと こうえんかい歴里講演会

場  所 2F 体験活動室

定  員 20名 参加費 200円時  間 13：00 場  所 古墳エリア

定  員 20名 参加費 500円時  間 1回目10：00  2回目13：30 場  所 2F 体験活動室 5/15（日）開催日

「海に臨む」名古屋南部の古墳
うみ のぞ なごや なんぶ こふん

6/19（日）開催日

4/15（金）受付開始事前予約

5/12（木）
受付開始

事前予約

5/19（木）受付開始事前予約

「寺子屋鈴鏡」南関東と東海の交流
てらこや すずかがみ みなみかんとう とうかい こうりゅう

7/17（日）開催日 6/17（金）受付開始事前予約

植物で染めた和紙で七夕かざりをつくります。
しょくぶつ そめ わし たなばた

しだみゅー寄席
よせ

出演： 桂 九雀 ほか

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 7/9（土）

しだみゅー古墳散策
こふんさんさく

定  員 20名
参加費 500円

集合場所 地下鉄名城線「黒川駅」
9：30～12：00開催日時 6/4（土）

6/25（土）
14：00

7/3（日）
①10：00　②13:

30

4/29（金・祝）

4/30（土）

5/1（日）

古墳エリアを散策して自然観察を行います。
普段とは違う視点で古墳を散策し、
自然観察を通じて古墳を訪れてみませんか。

冷蔵庫にある使わなくなった
保冷剤を使ってオリジナルの
ルームフレグランスを作ります。

ペーパークラフトの古墳と埴輪のパーツを使って
自分だけのオリジナル古墳を設計してみよう！

古墳の植物探検隊古墳の植物探検隊古墳の植物探検隊古墳の植物探検隊

ゴールデンウィーク特別企画

5/4（水祝）受付開始事前予約

6/3（金）受付開始事前予約

無料

3/29（火）受付開始
事前予約

3/30（水）受付開始
事前予約

時  間 1回目10：00　2回目13：00　3回目15：00
定  員 10名 参加費 100円場  所 2F 体験活動室 4/1（金）受付開始

事前予約

随時受付
事前予約

こふん

こふん さんさく しぜんかんさつ おこな

ふだん ちが してん こふん さんさく

しぜんかんさつ つう こふん おとづ

れいぞうこ つか

ほれいざい つか

こふん

こふん せっけいじぶん

はにわ つか

つく

理想のMY古墳を設計理想のMY古墳を設計理想のMY古墳を設計理想のMY古墳を設計

きんじょうがくいん

金城学院
コンサート
金城学院
コンサート

塩の世界塩の世界塩の世界塩の世界

りそう マイ こふん せっけい

古墳のルームフレグランスを作ろう！古墳のルームフレグランスを作ろう！古墳のルームフレグランスを作ろう！古墳のルームフレグランスを作ろう！

しょくぶつ たんけんたい

こふん つく 場  所 2F 体験活動室

鹿角や植物素材で装身具づくり
ろっかく しょくぶつ そざい そうしんぐ

13：00開催日時 7/10（日）

定 員 30名 参加費 1,500円
6/10（金）
受付開始

事前予約

※5月5日（木･祝）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。

～古代アクセサリーをつくろう～
こだい

塩づくりと塩水アート

饗庭塩の里 館長：加藤 敏明　塩水アーティスト：ヒラシマ マイ

電
車・バ
ス

車

２F体験活動室会場 ８組定員 300円参加費

ヒラシマ マイ

しお

しお しおみず

せかい

１Fロビー会場

１組5名まで：うち塩水
アート体験は2名まで（ ）
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