


【日　時】 2016年10月29日（土）10：00～15：00
【会　場】 國學院大學博物館、國學院大學神殿、渋谷氷川神社、
 鳩森八幡神社
【主　催】 国立オリンピック記念青少年総合センター、
 國學院大學博物館
【協　力】 渋谷氷川神社、鳩森八幡神社
【講　師】 網谷哲成（國學院大學博物館学芸員、日々神社神職）
【対象・定員】渋谷区在住・在学・在勤の親子２名ペア20組
 （小学５・６年生対象）　※先着順
【参加費】 無料（昼食各自）
【持ち物】  飲み物、昼食（大学食堂利用可、徒歩５分圏内にコ

ンビニ有り）
【申込み】  10月11日までに、ウェブ申請またはFAXにて、親

子１組（親１人子１人）でお申込みください。

【日　時】 2017年１月21日（土）10：00～15：00
【会　場】 國學院大學博物館、岡本太郎記念館、渋谷駅ほか
【主　催】 国立オリンピック記念青少年総合センター、
 國學院大學博物館
【協　力】 岡本太郎記念館
【講　師】  石井　匠（國學院大學博物館学芸員、岡本太郎記念

館客員研究員）
【対象・定員】渋谷区在住・在学・在勤の親子２名ペア20組
 （小学５・６年生対象）　※先着順
【参加費】  昼食各自、岡本太郎記念館・NHKスタジオパーク入

館料（大人720円・小人210円）
【持ち物】  飲み物、昼食（大学食堂利用可、徒歩５分圏内にコ

ンビニ有り）
【申込み】  １月５日までに、ウェブ申請またはFAXにて、親子

１組（親１人子１人）でお申込みください。

個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いは、本事業の利用目的の範囲内でのみ行い、
法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。

ワークショップ実施中の写真撮影、掲載等について
ワークショップ実施中に撮影した写真等については、広報等の目
的で使用することがあります。ご了承の上お申込みください。

お問合せ先
＜申込み＞に関するお問い合わせ
国立オリンピック記念青少年総合センター「しぶや探検」係
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3番1号　TEL 03-6407-7707
＜内容＞に関するお問い合わせ
國學院大學博物館「しぶや探検」係
〒150-8440　東京都渋谷区東4-10-28　TEL 03-5466-0359

お
申
込
み
方
法

ウェブ利用の場合
独立行政法人 国立青少年教育振興機構HP　申込みページより。
http://www.niye.go.jp/info/yukutoshi.html

FAX利用の場合（可能な限りウェブ利用よりお申込みください。）
【保護者の方】 ①氏名、②フリガナ、③住所、④連絡先電話番号、
 ⑤参加希望イベント名
【お　子　様】 ①氏名、②フリガナ、③学校名、④年齢、⑤性別
FAX 03-6407-7669（国立オリンピック記念青少年総合センター「しぶ
や探検」係）までお送りください。FAXを送付後、必ず受信確認の電話
をお願いします。TEL 03-6407-7707 (平日9：00～17：45）

■ 参加申込が受理されましたら、受講票を発行いたします（FAXの方は
FAXで送付・ウェブ利用の方にはメールで送信します）。

■先着順により定員に達し次第、応募を締め切らせていただきます。

10：00～ 受付開始（國學院大學博物館エントランス）
10：30～11：30 神道レクチャー（企画展・常設展〈神道〉）、
 博物館自由見学
11：30～12：30 昼食（各自）
12：30～13：30 大学神殿にて参拝作法解説、
 渋谷氷川神社参拝・見学・解説
13：30～ 鳩森八幡神社参拝・見学、
 冨士塚登拝（講師解説）※１
14：30頃 終了・現地解散
  最寄駅：JR総武線「千駄ヶ谷」、都営大江

戸線「国立競技場」、東京メトロ副都心線
「北参道」（いずれも徒歩５分）

※１：バス移動を予定

10：00～ 受付開始（國學院大學博物館エントランス）
10：30～11：30  岡本太郎と縄文レクチャー（特別展・常設

展示〈考古〉）、博物館自由見学
11：30～12：30 昼食（各自）
12：30～13：30 岡本太郎記念館見学・解説　※１　

13：30～ 渋谷駅巨大壁画≪明日の神話≫見学・解説 ※１
14：30～ NHKスタジオパーク内岡本太郎壁画見学・解説 ※１
14：50頃 終了・スタジオパーク内で自由解散
※１：バス移動を予定

予定スケジュール

予定スケジュール

※ 天候や交通状況等により時間変更・プログラム変更となる
場合がございます。

詳細はホームページを
ご覧ください

詳細はホームページを
ご覧ください

※ 天候や交通状況等により時間変更・プログラム変更となる
場合がございます。

特別展「火焔型土器のデザインと機能」
会期：12月10日（土）～2月5日（日）
会場：國學院大學博物館 企画展示室

企画展「祭礼行列―渡る神と人―」
会期：10月15日（土）～12月４日（日）
会場：國學院大學博物館 企画展示室

開催中の展覧会開催中の展覧会

■ 開館時間 午前10時～午後６時（入館は午後５時30分まで）

■ アクセス

〕内スパンャキ谷渋學大院學國〔 82-01-4東区谷渋都京東 0448-051〒
TEL：03-5466-0359　WEB：http://museum.kokugakuin.ac.jp/

【渋谷駅から】  渋谷駅から徒歩約13分  都営バス（渋谷駅東口バスターミナル
車下」前学大院学国「）前行ータンセ療医赤日30学 

【表参道駅から】 表参道駅（地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線）B1出口から徒歩約15分
【恵比寿駅から】  恵比寿駅（JR山手線・地下鉄日比谷線）から徒歩約15分

 都営バス（恵比寿駅西口ロータリー1番のりば ー前タンセ療医赤日60学 

5 4 番のりば

車下」目丁四東「）行 

■ 開館時間 午前10時～午後６時（入館は午後５時30分まで）

■ アクセス

〕内スパンャキ谷渋學大院學國〔 82-01-4東区谷渋都京東 0448-051〒
TEL：03-5466-0359　WEB：http://museum.kokugakuin.ac.jp/

【渋谷駅から】  渋谷駅から徒歩約13分  都営バス（渋谷駅東口バスターミナル
車下」前学大院学国「）前行ータンセ療医赤日30学 

【表参道駅から】 表参道駅（地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線）B1出口から徒歩約15分
【恵比寿駅から】  恵比寿駅（JR山手線・地下鉄日比谷線）から徒歩約15分

 都営バス（恵比寿駅西口ロータリー1番のりば ー前タンセ療医赤日60学 

5 4 番のりば

車下」目丁四東「）行 

【日　時】 2016年10月29日（土）10：00～15：00
【会　場】 國學院大學博物館、國學院大學神殿、渋谷氷川神社、
 鳩森八幡神社
【主　催】 国立オリンピック記念青少年総合センター、
 國學院大學博物館
【協　力】 渋谷氷川神社、鳩森八幡神社
【講　師】 網谷哲成（國學院大學博物館学芸員、日々神社神職）
【対象・定員】渋谷区在住・在学・在勤の親子２名ペア20組
 （小学５・６年生対象）　※先着順
【参加費】 無料（昼食各自）
【持ち物】  飲み物、昼食（大学食堂利用可、徒歩５分圏内にコ

ンビニ有り）
【申込み】  10月11日までに、ウェブ申請またはFAXにて、親

子１組（親１人子１人）でお申込みください。

【日　時】 2017年１月21日（土）10：00～15：00
【会　場】 國學院大學博物館、岡本太郎記念館、渋谷駅ほか
【主　催】 国立オリンピック記念青少年総合センター、
 國學院大學博物館
【協　力】 岡本太郎記念館
【講　師】  石井　匠（國學院大學博物館学芸員、岡本太郎記念

館客員研究員）
【対象・定員】渋谷区在住・在学・在勤の親子２名ペア20組
 （小学５・６年生対象）　※先着順
【参加費】  昼食各自、岡本太郎記念館・NHKスタジオパーク入

館料（大人720円・小人210円）
【持ち物】  飲み物、昼食（大学食堂利用可、徒歩５分圏内にコ

ンビニ有り）
【申込み】  １月５日までに、ウェブ申請またはFAXにて、親子

１組（親１人子１人）でお申込みください。

個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いは、本事業の利用目的の範囲内でのみ行い、
法令等に定める場合を除いて第三者に開示することはありません。

ワークショップ実施中の写真撮影、掲載等について
ワークショップ実施中に撮影した写真等については、広報等の目
的で使用することがあります。ご了承の上お申込みください。

お問合せ先
＜申込み＞に関するお問い合わせ
国立オリンピック記念青少年総合センター「しぶや探検」係
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3番1号　TEL 03-6407-7707
＜内容＞に関するお問い合わせ
國學院大學博物館「しぶや探検」係
〒150-8440　東京都渋谷区東4-10-28　TEL 03-5466-0359

お
申
込
み
方
法

ウェブ利用の場合
独立行政法人 国立青少年教育振興機構HP　申込みページより。
http://www.niye.go.jp/info/yukutoshi.html

FAX利用の場合（可能な限りウェブ利用よりお申込みください。）
【保護者の方】 ①氏名、②フリガナ、③住所、④連絡先電話番号、
 ⑤参加希望イベント名
【お　子　様】 ①氏名、②フリガナ、③学校名、④年齢、⑤性別
FAX 03-6407-7669（国立オリンピック記念青少年総合センター「しぶ
や探検」係）までお送りください。FAXを送付後、必ず受信確認の電話
をお願いします。TEL 03-6407-7707 (平日9：00～17：45）

■ 参加申込が受理されましたら、受講票を発行いたします（FAXの方は
FAXで送付・ウェブ利用の方にはメールで送信します）。
■先着順により定員に達し次第、応募を締め切らせていただきます。

10：00～ 受付開始（國學院大學博物館エントランス）
10：30～11：30 神道レクチャー（企画展・常設展〈神道〉）、
 博物館自由見学
11：30～12：30 昼食（各自）
12：30～13：30 大学神殿にて参拝作法解説、
 渋谷氷川神社参拝・見学・解説
13：30～ 鳩森八幡神社参拝・見学、
 冨士塚登拝（講師解説）※１
14：30頃 終了・現地解散
  最寄駅：JR総武線「千駄ヶ谷」、都営大江

戸線「国立競技場」、東京メトロ副都心線
「北参道」（いずれも徒歩５分）

※１：バス移動を予定

10：00～ 受付開始（國學院大學博物館エントランス）
10：30～11：30  岡本太郎と縄文レクチャー（特別展・常設

展示〈考古〉）、博物館自由見学
11：30～12：30 昼食（各自）
12：30～13：30 岡本太郎記念館見学・解説　※１　

13：30～ 渋谷駅巨大壁画≪明日の神話≫見学・解説 ※１
14：30～ NHKスタジオパーク内岡本太郎壁画見学・解説 ※１
14：50頃 終了・スタジオパーク内で自由解散
※１：バス移動を予定

予定スケジュール

予定スケジュール

※ 天候や交通状況等により時間変更・プログラム変更となる
場合がございます。

詳細はホームページを
ご覧ください

詳細はホームページを
ご覧ください

※ 天候や交通状況等により時間変更・プログラム変更となる
場合がございます。

特別展「火焔型土器のデザインと機能」
会期：12月10日（土）～2月5日（日）
会場：國學院大學博物館 企画展示室

企画展「祭礼行列―渡る神と人―」
会期：10月15日（土）～12月４日（日）
会場：國學院大學博物館 企画展示室

開催中の展覧会開催中の展覧会

■ 開館時間 午前10時～午後６時（入館は午後５時30分まで）

■ アクセス

〕内スパンャキ谷渋學大院學國〔 82-01-4東区谷渋都京東 0448-051〒
TEL：03-5466-0359　WEB：http://museum.kokugakuin.ac.jp/

【渋谷駅から】  渋谷駅から徒歩約13分  都営バス（渋谷駅東口バスターミナル
車下」前学大院学国「）前行ータンセ療医赤日30学 

【表参道駅から】 表参道駅（地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線）B1出口から徒歩約15分
【恵比寿駅から】  恵比寿駅（JR山手線・地下鉄日比谷線）から徒歩約15分

 都営バス（恵比寿駅西口ロータリー1番のりば ー前タンセ療医赤日60学 

5 4 番のりば

車下」目丁四東「）行 

■ 開館時間 午前10時～午後６時（入館は午後５時30分まで）

■ アクセス

〕内スパンャキ谷渋學大院學國〔 82-01-4東区谷渋都京東 0448-051〒
TEL：03-5466-0359　WEB：http://museum.kokugakuin.ac.jp/

【渋谷駅から】  渋谷駅から徒歩約13分  都営バス（渋谷駅東口バスターミナル
車下」前学大院学国「）前行ータンセ療医赤日30学 

【表参道駅から】 表参道駅（地下鉄半蔵門線・銀座線・千代田線）B1出口から徒歩約15分
【恵比寿駅から】  恵比寿駅（JR山手線・地下鉄日比谷線）から徒歩約15分

 都営バス（恵比寿駅西口ロータリー1番のりば ー前タンセ療医赤日60学 

5 4 番のりば

車下」目丁四東「）行 




