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企画名 概要

北海道

1 帯広市 ぶらり帯広　文化財

帯広市内を散策しながら、文化財建造物などを訪ね、街並みか

らわかる歴史・自然について学びます。

今年は、国の重要文化財に指定された旧双葉幼稚園園舎や古建

築の旧横瀬邸、松光寺、旧岩野商店、旧三井金物店、国の登録

有形文化財に登録された宮本商産旧本社ビルなどを、学芸員に

よる説明を交えながら散策してめぐります。

10月15日(土)
9:00～12:00

北海道帯広市東4条南10丁目

ほか

帯広駅北口2番バス乗り場より拓殖バ

スへ乗車「緑ヶ丘6丁目美術館前」下

車、徒歩5分または十勝バス「春駒通

り12条」下車徒歩10分

100円
必要 帯広市教育委員会 文化

課
0155-65-4209

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp
/gyouji/detail.html?id=23963

岩手県

2 盛岡市 パネル展「もりおかの住宅建築と近代化」

明治政府の欧化政策とともに、盛岡には内丸の官公庁街をはじ

め、西洋建築が次々に建てられました。これらによってもたら

された近代的な建築技術や造形は、住宅建築にも波及します。

会場敷地内の「旧南部家別邸主屋」は、和洋の意匠を織り交ぜ

た建築で、近代化を示す好例の一つです。伝統と新しい技術を

活かし、盛岡の近代化の一端を担った住宅建築について、パネ

ル展を通じて紹介します。

10月11日(水)～10月13日(金) 10:00～16:00
盛岡市中央公民館(盛岡市愛宕

町14番1号)

JR盛岡駅から松園山岸線中央公民館

前下車徒歩1分

JR盛岡駅から徒歩30分

無料 不要
盛岡市教育委員会歴史文

化課
019-639-9076

秋田県

3 小坂町 小坂・鉄道まつり2017

10月14日が鉄道の日であることから、その前後する日に、

ディーゼル機関車乗車体験や機関車子見学ツアーなどを行いま

す。

10月8日(日)～9日(月)
9:00～17:00(受付終

了は16:30)

小坂鉄道レールパーク(小坂町

小坂鉱山字古川20-9)
東北自動車道小坂ICから車で4分 URL参照 不要 小坂鉄道レールパーク 0186-25-8890 http://kosaka-rp.com/

宮城県

4 仙台市
東北大学都市景観大賞特別賞・登録有形文化財

記念「片平キャンバスの過去･現在･未来」

東北大学発祥の地である片平キャンパスは、魯迅の階段教室や

史料館など、登録有形文化財に答申された歴史的建造物を活か

したキャンパス整備により、平成29年度都市景観大賞特別賞

を受賞しました。今回の企画展では、建造物に注目して、さま

ざまな資料とともに、東北大学片平キャンパスの歴史を紹介し

ます。

10月1日(日)～11月30日(木)

休館日:11月11日以降の土曜

日、日曜日、祝日

10:00～17:00

土曜日、日曜日、祝

日は16:30まで

仙台市青葉区片平2-1-1

仙台市地下鉄青葉通一番駅及び五橋

駅より徒歩10分

バス停「東北大正門前」下車、徒歩5

分

無料 不要 東北大学史料館 022-017-4998 http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

5 長井市 もとまち青空フェスティバル
地元の音楽と地域の食文化を見つめ、地域資源を再認識・再発

見し、多彩なイベントにより市民の総合交流を広げる。
10月14日(日) 9:00～16:00

桑島記念館周辺(長井市本町8-

2)

㈱山形鉄道フラワー長井線長井駅か

ら徒歩7分
無料 不要

本町大通り商店街振興組

合
090-5183-1468

6 長井市 長井文化回廊

十日町、大町周辺の商店や敷地内の蔵を会場とした展覧会やイ

ベントの開催。障がいのある方を中心とし、地元で活動する作

家や、郷土出身の彫刻家の作品の展示やイベントを行う。その

他、地域の魅力を発信する屋外イベントなどを実施。

10月28日(土)～11月5日(日) 10:00～17:00 長井市十日町1-11-7
㈱山形鉄道フラワー長井線長井駅か

ら徒歩13分
無料(一部有料) 不要 長井文化回廊実行委員会 090-4530-8884

Facebook:https://ja-

jp.facebook.com/nagai.art.project

栃木県

7 野木町 れんがまつり

・シンポジウム(基調講演、パネルディスカッション等)

・国指定重要文化財「野木町煉瓦窯」見学ツアー

・企画展「近代産業を支えたホフマン窯」

・ミニコンサート

・模擬店＆マルシェ　他

10月7日(土)～10月8日(日)

9:00～17:00

・シンポジウムは7日

(土)13:00-16:30

・企画展は9:00-

21:00

・模擬店は7日

(土)10:00-15:00、

マルシェは8日

(日)10:00-15:00

栃木県下都賀郡野木町大字野木

3324-10

JR宇都宮線野木駅・古河駅から自動

車で約10分、レンタサイクルで約30

分

※10/7・8の2日間は、野木駅から会

場まで無料シャトルバスを運行

無料
シンポジウム参加には事

前申込が必要

野木町教育委員会事務局

生涯学習課 0280-33-6667

8 足利市 近代化遺産バスツアー

「足利の近代化遺産を考える会」の設立記念事業として、シン

ポジウムの前に見学会を実施します。足利市内の4カ所の近代

化遺産を説明ガイド付きで巡ります。

10月28日(土) 8:30～12:30

見学場所

トチセン(旧足利織物株式会社

煉瓦造り工場)、中橋(昭和11

年に架けられた鋼ブレーストリ

ブタイトアーチ橋)、アンタレ

ス(旧模範工場足利撚糸株式会

社、スポーツ施設として再利

用),西宮長林寺(予定、小林福

太郎設計によるコンクリート造

本堂)

バスで移動 1,000円
必要有

募集人員は40名

足利市産業観光部

観光振興課
0284-20-2165 www.ashikagakindaikaisan.com

9 足利市
「近代化遺産の保存・活用と地方都市のまち作

りを考える」シンポジウム

足利の近代化遺産を考える会　設立記念シンポジウム

北河大次郎氏による基調講演(「これからの近代化遺産を考え

る」)と近代化遺産の現状と活用事例などの報告3件及びシンポ

ジウム

10月28日(土) 13:30～17:00
足利工業大学(足利市大前町

268-1)
足利工業大学のバスを使用

無料

ただし資料代として400円を

いただきます。

必要有 小林　一行 0284-73-1817 www.ashikagakindaikaisan.com

埼玉県

10 深谷市 日本煉瓦製造株式会社創立130周年事業

重要文化財である旧煉瓦製造施設を建設した日本煉瓦製造株式

会社(現在は解散)の創立130周年にあたることから、文化財施

設の活用による、市内文化財の知名度の向上や文化財保護意識

の高揚、郷土愛の醸成を図るものです。

期間中、会社の創立関係書類を紹介する図録の配布や、特定日

には先着限定でバッジ等を配布する予定です。(公開事業とあ

わせての実施です。)

11月11日(土)～11月19日(日)

通常は年末年始を除いた土・日

曜日のみ公開していますが、上

記期間は、連日公開する予定で

す。

9:00～16:00 埼玉県深谷市上敷免28－10

JR高崎線深谷駅から徒歩60分、深谷

駅よりタクシー利用15分、関越自動

車道花園ICより40分

無料 必要無し
深谷市教育委員会

文化振興課
048-577-4501

www.city.fukaya.saitama.jp/kanko/rekis

hi/bunkazai/1434697261895.html

山形県

関連Webサイト所在地(住所) 交通 料金 事前予約 問合せ先 TEL
所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間

所在

道県府県
№

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gyouji/detail.html?id=23963
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/gyouji/detail.html?id=23963
http://kosaka-rp.com/
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/
http://www.ashikagakindaikaisan.com/
http://www.ashikagakindaikaisan.com/
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kanko/rekishi/bunkazai/1434697261895.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kanko/rekishi/bunkazai/1434697261895.html
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企画名 概要
関連Webサイト所在地(住所) 交通 料金 事前予約 問合せ先 TEL

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間

所在

道県府県
№

群馬県
11 桐生市 近代化遺産パネル展

桐生市内の近代化遺産のパネル展示を桐生市有鄰館で行いま

す。
11月18日(土)～11月19日(日) 10:00～17:00

群馬県桐生市本町2-6-32　有

鄰館　味噌・醤油蔵

JR桐生駅　徒歩15分

上毛電気鉄道西桐生駅　徒歩15分
無料

桐生市教育委員会

管理部文化財保護課

0277-46-1111

内線622

HPについては、11月1日から掲載になりま

す。

12 桐生市 近代化遺産特別公開事業
普段公開していない2施設を1日のみ特別公開し、他の公開施

設においては、同日に見学記念グッズを先着で配布する。
11月18日(土) 10:00～15:00

特別公開施設2ヵ所(無鄰館、後

藤織物)

公開施設11ヵ所

後藤織物:300円

無鄰館:無料
一部必要

桐生市教育委員会

管理部文化財保護課

0277-46-1111

内線622

HPについては、11月1日から掲載になりま

す。

13 富岡市 旧富岡製糸場セミナー・ワークショップ

旧富岡製糸場の歴史的評価・価値については、広範かつ多様な

研究分野に及ぶもので、今後も更なる一層の調査研究が必要と

なってきています。今後の研究素材を発見し研究活動に活かし

ていただくための情報提供の場として、これらの研究活動を担

う建築学、考古学、歴史学、文化財保存等の分野の大学生・大

学院生の皆さんを対象に、歴史・建造物・産業技術などの第一

線の研究者による講演及び現地解説並び地下遺構や建造物の痕

跡の考察を交えた活用提案ワークショップを開催いたします。

10月21日(土)～10月22日(日) 10:10～17:00 群馬県富岡市富岡1-1 上信電鉄上州富岡駅から徒歩15分 無料

必要

セミナー・ワークショッ

プは大学生・大学院生に

限り定員20名。

セミナーのみは一般定員

20名まで

富岡市教育委員会

文化財保護課

0274-62-1511

内線2132

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/con

tents/1000000000187/index.html

14 富岡市
解説ツアー「富岡市のおいしい近代化遺産めぐ

り」

富岡市の近代化遺産を巡るおいしい見学体験をしながら、昼食

は国登録有形文化財「ときわ荘」でいただく解説ツアー。
11月12日(日) 10:30～15:00

富岡倉庫(富岡市富岡1450-1)/

富岡市講堂(富岡市富岡1753-

1)/割烹旅館ときわ荘(富岡市富

岡1729-1)/北甘変電所(富岡市

一ノ宮422)/旧一ノ宮町役場庁

舎(富岡市一ノ宮1353-1)/上州

一ノ宮駅舎(富岡市一ノ宮226-

2)

1,500円
必要

定員30名

富岡市教育委員会

文化財保護課

0274-62-1511

内線2132

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/con

tents/1000000000968/index.html

(9月28日から掲載予定)

神奈川県

15 平塚市
八幡山の洋館「第14回ひらつか音楽のおくり

もの」

旧横浜ゴム平塚製造所記念館(愛称　八幡山の洋館)にて、公募

により集まった演奏家による市民参加の音楽会を行います。神

奈川県内でも数少ない明治時代の洋風建造物の醸し出す雰囲気

とともに、生演奏を身近でお楽しみください。

10月14日(土)～10月15日(日)

10月14日(土):10:00

～18:00

10月15日(日):10:30

～18:30

平塚市浅間町1-1

JR東海道線「平塚駅」下車、北口か

ら徒歩10分。平塚駅北口からバス7番

乗り場(平88系統を除く)または2番乗

り場で乗車、「市役所前」下車すぐ

※駐車場はありませんので、公共交

通機関を御利用ください。

無料 不要
平塚市教育委員会

社会教育課
0463-35-8124

HP

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/

bunka/page-c_01347.html

16 平塚市 八幡山の洋館「秋のばらフェスタ」

旧横浜ゴム平塚製造所記念館(愛称　八幡山の洋館)にて、バラ

にちなんだイベントを開催します。期間中の10:00～16:00ま

で「ばらカフェ」でバラのつぼみティー、コーヒー、クッキー

が楽しめます。

<イベント>

10月21日(土)　14:00～　「白井英治カンマーゾリステン」

(要申込み 3,000円)

10月22日(日)　10:00～12:00　「ばらのお話」(要申込み

500円)

10月21日(土)～10月22日(日) 10:00～16:00 平塚市浅間町1－1

JR東海道線「平塚駅」下車、北口か

ら徒歩10分。平塚駅北口からバス7番

乗り場(平88系統を除く)または2番乗

り場で乗車、「市役所前」下車すぐ

※駐車場はありませんので、公共交

通機関を御利用ください。

有料

イベントによ

り異なります。

イベントの参加には事前

の申込が必要です。(来

館またはお電話)

平塚市教育委員会

社会教育課
0463-35-8124 http://hiratsuka-yokan1906.jp/

新潟県

17 燕市 水道の塔講演会
長岡造形大学平山育男教授を講師として招き、「戦争と配水塔

－燕の配水塔」と題した講演会を開催する。
10月21日(土) 13:00～14:00

燕市水道町1-3-28

燕市中央公民館東棟

多目的室

北陸自動車道　三条燕ICから車で10

分

JR燕駅から徒歩30分

無料 不要
燕市教育委員会

社会教育課
0256-63-7002

静岡県

18 静岡市
ロバート・エンバーソン生誕150周年記念イベ

ント～今伝えたいこと～

旧エンバーソン住宅の最初の住人であるカナダ人宣教師ロバー

ト・エンバーソンが生誕150周年を迎えるにあたり、エンバー

ソン氏と静岡市とのつながりや、旧エンバーソン住宅の建築様

式や移築復元工事についての講演を行います。

11月25日(土) 12:30～15:30 静岡市駿河区池田2864－5

ＪＲ静岡駅下車

⇒しずてつジャストライン(バス)

動物園入口下車

無料

市コールセンター

tel:054-200-4894へ

10月6日(金)～11月17日

(金)

静岡市観光交流文化局文

化財課
054-221-1066

富山県
19 小矢部市

Ａｍａｐｏｌａ　Ｆｅｓ　(アマポーラ　フェ

ス)

コンセプト「ヴィンテージ空間で楽しむ大人のハンドクラフ

ト・こだわりの食・極上の音楽」

10月8日(日)～10月9日(月・

祝)
10:00～17:00 富山県小矢部市芹川963－1

あいの風とやま鉄道　石動(イスル

ギ)駅より東に3.40km
無料 不要

登録有形文化財『旧宮島

村役場』(福島 宅)
090-9441-6364 http://www.facebook.com/amapolafes

岐阜

20 岐阜市 濃尾地震126年　記念行事

　国登録有形文化財「震災紀念堂」は、近代日本を襲った初め

ての巨大地震である濃尾地震(明治24年10月28日発生)による

犠牲者を供養する目的で明治26年に創建されました。それ以

降、現在に至るまでの約120年間、祥月命日はもとより月命日

にも欠かすことなくこの紀念堂において供養が行われてきまし

た。

　平成22年からは、祥月命日の追悼法要終了後に地震や紀念

堂に関連する講演会を実施しており、今年は立命館大学歴史都

市防災研究所 研究員の北原糸子氏と岐阜大学流域圏科学研究

センター 准教授の小山真紀氏のお二人の講演を行います。

10月28日(土)

10:00～12:30

法要:10:00～

講演会:10:30～

　岐阜県岐阜市若宮町2－10

　JR岐阜駅前バス停11番12番、名鉄

岐阜バス停4番からN系統(長良橋方

面)のバスに乗車、「柳ヶ瀬」または

「市役所南庁舎前」下車。

無料

必要。往復はがきに住

所、氏名、電話番号、参

加人数を明記し、10月

15日(日)【消印有効】

(定員80名先着順)。

【申込み先】〒501-

1193　岐阜市柳戸1-1

岐阜大学岐阜大学地域減

災研究ｾﾝﾀｰ　末﨑裕美気

付　紀念堂事務局

岐阜市教育委員会

社会教育課

058-265-4141(内

6356)

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000187/index.html
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000187/index.html
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（9月28日から掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（9月28日から掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（9月28日から掲載予定）
http://www.facebook.com/amapolafes
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企画名 概要
関連Webサイト所在地(住所) 交通 料金 事前予約 問合せ先 TEL

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間

所在

道県府県
№

大阪府

21 大阪市
三木楽器本店ビル建築に関わった人々(資料展

示)

大正13年の建築に携わった設計家、デザイン者、ステンドグ

ラス製作者などの紹介とその特徴

10月1日(日)～11月30日(木)

毎週水曜日は休館
10:00～17:00 大阪市中央区北久宝寺町3-3-4 地下鉄御堂筋線「本町」駅下車 無料 不要 三木楽器歴史保存室 06-6252-0435

22 大阪市 第7回オープン長屋大阪2017

オープン長屋大阪は、「暮らしびらき」をテーマに、大阪にあ

る複数の長屋を同時多発的にオープンし、現代社会に順応しつ

つ現在も暮らし続けている方々の長屋ライフを公開するイベン

トです。長屋所有者や建築・不動産関係者だけでなく、入居希

望者や一般の方々に対して現代の大阪長屋の活用事例と長屋暮

らしの魅力を皆さんに伝えることで、大阪長屋の理解や愛着を

深めていただくことを目的としています。

11月11日(土)～11月12日(日)

会場ごとに異なりま

す。

http://opennagya-

osaka.tumblr.com

をご覧ください。

大阪市内約40箇所

会場ごとことなりますので、

http://opennagya-

osaka.tumblr.com をご覧くださ

い。

無料

会場ごとに異なります。

http://opennagya-

osaka.tumblr.com をご

覧ください。

http://opennagya-osaka.tumblr.com

滋賀県

23 近江八幡市 ヴォーリズ精神と建築に触れるガイドツアー

通常非公開の建築(ウォーターハウス記念館・アンドリュース

記念館)を含め、市内のヴォーリズ建築を巡ります。ヴォーリ

ズ記念館館長の楽しく分かりやすい変え説は、毎回好評です。

午前の部:10月28日(土)、11月

18日(土)、11月23日(祝･木)、

11月26日(日)

午後の部:10月29日(日)、11月

19日(日)、11月25日(土)

午前の部9:30集合

午後の部12:30集合

※約3時間のツアー

集合場所:ウォーターハウス記

念館(近江八幡市池田町5丁目

21)

ＪＲ「近江八幡駅(北口)」より近江

鉄道バス「八商前」下車、徒歩5分
2,000円(当日支払)

必要

電話かメールにて●代表

者氏名 ●電話番号(当日

連絡可能な番号) ●申込

人数 ●参加希望日を記

入

近江八幡観光物産協会 0748-32-7003
https://www.biwako-

visitors.jp/event/detail/25171

京都府

24 舞鶴市 赤れんがフェスタin舞鶴2017

赤れんが倉庫群を中心に開催されるイベント。音楽イベントや

プラレールのほか、海自カレーや肉じゃがといった海軍ゆかり

のグルメも楽しめる。

10月21日(土)・22日(日) 10:00～16:00
京都府舞鶴市字北吸1039番地

の2

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所

方面へ徒歩約15分
無料 不要 舞鶴市観光商業課 0773(66)1024 http://akarenga-park.com

25 舞鶴市 旧軍港四市近代化遺産パネル展

日本遺産ＷＥＥＫ中に開催する横須賀・呉・佐世保・舞鶴の旧

軍港四市の近代化遺産のパネル展示をショッピングセンターら

ぽーる内でおこなう。

10月21日(土)～29日(日) 10:00～20:00 京都府南浜町27-5 JR舞鶴線「東舞鶴」より徒歩約2分 無料 不要 舞鶴市観光商業課 0773(66)1024
http://www.maizuruakarenga-

marathon.jp/

26 舞鶴市 舞鶴赤れんがハーフマラソン2017
赤れんが倉庫群をメイン会場にして秋の港町舞鶴を感じるコー

スを駆け抜ける。
10月9日(月・祝)

京都府舞鶴市字北吸1039番地

の2

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所

方面へ徒歩約15分
無料 不要 舞鶴市観光商業課 0773(66)1024 http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/

27 舞鶴市 赤れんが水中散歩 赤れんが配水池におけるアートイベント。 10月20日(金)～22日(日) 10:00～16:00 京都府舞鶴市字北吸509

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通

西舞鶴行きバスで10分「自衛隊桟橋

前」下車、徒歩5分

無料 不要 舞鶴市文化振興課 0773(66)1019 http://www.town.wakasa.tottori.jp/

兵庫県

28 神戸市
近代化遺産めぐり「芦屋川流域の阪神間モダニ

ズムをたずねて」

毎年開催している近代化遺産めぐり、今年は神戸市域の東端、

芦屋川に点在する近代化遺産を歩いて巡ります。
11月25日(土) 9:30～16:30 神戸市中央区加納町6丁目5-1 集合場所は当選者に別途連絡 無料

必要(11月9日必着)往復

はがきでの事前申し込み
神戸市文化財課 078-322-5798

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/cultu

re/folk/estate/

29 神河町
日本遺産「播但貫く　銀の馬車道・鉱石の道」

馬車復活事業

道の駅「銀の馬車道・神河」のオープニングイベントに合わ

せ、明治初期に往時の馬車道を馬車で通った様子を体感する機

会を提供し、日本遺産と馬車道の普及啓発に努めるとともに、

この地域の魅力を発信していく。

11月25日(土)～11月26日(日) 10:00～15:00 神崎郡神河町吉冨88-10

ＪＲ播但線「新野駅」下車、バスで

17分。

中国道「福崎」ランプ経由播但道

「神崎南」ランプ下車北へ3km。

無料 不要
日本遺産「銀の馬車道・

鉱石の道」推進協議会
0790-34-0002

30 神河町 神河メルカート

神河町地域おこし協力隊　”神河ふれ愛隊”　によるイベントを

開催しています。

町内外のお店や音楽のステージイベントが集まって毎週第1土

曜日に開催しています。出店者、出演者随時募集しています。

10月1日(日)～11月30日(木) 10:00～15:00 神崎郡神河町粟賀町170

ＪＲ播但線「新野駅」下車、バスで

17分。

中国道「福崎」ランプ経由播但道

「神崎南」ランプ下車北へ3km。

無料 不要
日本遺産「銀の馬車道・

鉱石の道」推進協議会
0790-34-0002

31 養父市 第11回あけのべ一円電車まつり

明延鉱山は日本一のスズ鉱山として繁栄し、明延に残る鉱山遺

構・鉱山町は日本遺産に認定されました。一円電車の乗車体験

や探検坑道の見学会、スタンプラリー、ステージイベントなど

様々なイベントを行います。

10月1日(日)

9:00～16:00

探検坑道見学の受付

は15時まで

養父市大屋町明延

北近畿豊岡自動車道養父ICから約30

分

JR山陰本線「八鹿駅」下車、明延行

バスで約60分

無料(ただし、坑道見学には

大人1,200円、小中学生600

円の入坑料が必要)

不要

「鉱石の道」明延実行委

員会事務局

(大屋地域局)

079-669-0120 http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/

32 養父市 一円電車体験乗車会

明延鉱山から神子畑選鉱場までを運行していた明神電車。乗車

料金が一円たっだことから「一円電車」の愛荘で親しまれまし

た。一円電車「くろがね号」に乗車できます。

10月1日(日)、11月5日(日) 10:00～15:00 養父市大屋町明延

北近畿豊岡自動車道養父ICから約30

分

JR山陰本線「八鹿駅」下車、明延行

バスで約60分

無料 不要
養父市立あけのべ自然公

園
079-668-0258 http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/

33 養父市 探検坑道見学会

明延鉱山は昭和62年まで続いた日本一のスズ鉱山です。探検

坑道は本物の坑道を活用した学習施設で、貴重な産業遺産で

す。ガイドの案内で見学します。

10月1日(日)、8日(日)

、15日(日)、22日(日)、29日

(日)、11月5日(日)

10:00～15:00 養父市大屋町明延

北近畿豊岡自動車道養父ICから約30

分

JR山陰本線「八鹿駅」下車、明延行

バスで約60分

無料(ただし、坑道見学には

大人1,200円、小中学生600

円の入坑料が必要)

不要
養父市立あけのべ自然公

園
079-668-0258 http://www.yabu-kankou.jp

34 福崎町
特別展「三木家文書に見る 市川の舟運と高瀬

舟」

日本遺産「播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道」認定を記念し、

構成文化財である三木家住宅で特別展を開きます。銀の馬車道

が整備された明治初年まで、播磨と但馬を結ぶ物資の輸送手段

として大きな役割を果たした高瀬舟など、市川の舟運に関わる

資料を展示します。

10月28日(土)～11月30日(木)

休館日:月曜日(祝日の場合は開

館)、祝日の翌日

9:00～16:00 神埼郡福崎町西田原1106

JR播但線「福崎駅」下車、タクシー

10分

播但連絡道路・中国自動車道「福崎

IC」から約5分

無料 不要
福崎町教育委員会社会教

育課
0790-22-0560

35 朝来市
「資源大国日本の記憶をたどる歴史紀行」ハイ

キング

日本遺産に認定された日本初の官営高速道路「銀の馬車道」を

はじめとする生野鉱山を中心とした近代化産業遺産を巡るハイ

キングを開催します。

10月29日(日) 9:00～14:00 朝来市生野町内 JR播但線「生野駅」 1,000円

必要

10月16日(月)までに電

話、FAX、メールのいず

れかで申込みください。

先着50名

朝来市総合政策課 079-672-6110

http://opennagya-osaka.tumblr.com/
https://www.biwako-visitors.jp/event/detail/25171
https://www.biwako-visitors.jp/event/detail/25171
http://akarenga-park.com/
http://www.maizuruakarenga-marathon.jp/
http://www.maizuruakarenga-marathon.jp/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.town.wakasa.tottori.jp/
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/folk/estate/
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/folk/estate/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.yabu-kankou.jp/
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企画名 概要
関連Webサイト所在地(住所) 交通 料金 事前予約 問合せ先 TEL

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間

所在

道県府県
№

愛媛県

36 新居浜市

平成29年度特別企画展

市制施行80周年記念事業

広瀬歴史記念館開館20周年記念

「広瀬邸と庭園のなりたち」

広瀬邸の庭園は、別子銅山の迎賓空間である「内庭」、灌漑用

溜池でもあり祝祭空間として整備された「亀池」、広瀬満正の

精神性が表現された父祖顕彰の場である「南庭」から構成され

ます。

広瀬宰平・満正の二代にわたり、明治半ばから大正にかけて造

営を重ね、現在に至る旧広瀬邸庭園(広瀬公園)の成り立ちにつ

いて、庭園文化財調査の成果をもとにご紹介します。

10月28日(土)～12月3日(日)

※期間中の休館日

10月30日(月)、11月6日

(月)、13日(月)、20日(月)、

27日(月)

9:30～17:30

(入場は17時まで)
新居浜市上原2丁目10番42号

JR新居浜駅からタクシー約15分

自動車で松山自動車道　新居浜ICか

ら約20分、西条ICから約20分

一般　520円、団体(20名以

上)420円、中学生以下無料

市内在住の65歳以上の方、

障害者手帳等をお持ちの方と

その介護者1名　260円

不要 新居浜市広瀬歴史記念館 0897-40-6333
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hi

rose/

37 新居浜市

企画展関連事業

「広瀬のもてなし」

(無料入場)

重要文化財旧広瀬邸及び広瀬歴史記念館の無料入場を実施する

と共に、旧広瀬邸で台所喫茶・抹茶席(有料)、吹奏楽演奏、旧

広瀬邸写真展示、高校生ガイドツアーなど、「おもてなし」の

イベントを行う。

11月3日(金)～11月5日(日)

9:30～17:30

(台所喫茶は10:00～

16:00)

新居浜市上原2丁目10番42号

JR新居浜駅からタクシー約15分

自動車で松山自動車道　新居浜ICか

ら約20分、西条ICから約20分

期間中の入館は無料

(台所喫茶、抹茶席など軽飲

食は有料)

不要 新居浜市広瀬歴史記念館 0897-40-6333
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hi

rose/

38 新居浜市
企画展関連事業

「旧広瀬邸しつらえ展示」(仮称)

重要文化財旧広瀬邸の主屋(本座敷)及び新座敷で、明治時代に

広瀬邸で催された「しつらえ」の展示を行う。
11月21日(火)～11月26日(日)

9:30～17:30

(入場は17時まで)
新居浜市上原2丁目10番42号

JR新居浜駅からタクシー約15分

自動車で松山自動車道　新居浜ICか

ら約20分、西条ICから約20分

一般 520円、団体(20名以

上)420円、中学生以下無料

市内在住の65歳以上の方、

障害者手帳等をお持ちの方と

その介護者1名　260円

※11月26日(日)のみ入館無

料

不要 新居浜市広瀬歴史記念館 0897-40-6333
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hi

rose/

39 新居浜市
特別記念講演会

「広瀬邸と庭園」

企画展にあわせて、旧広瀬邸と庭園のなりたちについて、3名

の講師による講演会を開催します。

講師:末岡照啓氏

(広瀬歴史記念館特別顧問、住友史料館副館長)

尼﨑博正(京都造形芸術大学教授)

矢ケ崎善太郎(京都工芸繊維大学准教授)

11月26日(日) 13:30～15:30

新居浜市高齢者生きがい創造学

園

(新居浜市上原2丁目8番1号)

JR新居浜駅からタクシー約15分

自動車で松山自動車道　新居浜ICか

ら約20分、西条ICから約20分

無料 不要 新居浜市広瀬歴史記念館 0897-40-6333
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hi

rose/

福岡県

40 大牟田市 炭鉱の祭典2017 サンデン会場

・施設の特別公開

・世界遺産ウォークin三池港

・世界遺産パネル展

・プラレールで再現！三池炭鉱専用鉄道

・出張・福岡鉄道遺産ものがたり

・クイズラリー　など詳しくはＨＰをご覧ください。

11月3日(金・祝日) 10:00～15:00 大牟田市新港町1番地30 大牟田駅から無料シャトルバス 無料 不要
大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp

41 大牟田市 炭鉱の祭典2017　旧三井港倶楽部会場

・当日限定特別カレーライス\1,200(デザート付)

・押し花展覧会(関連イベント)

・クイズラリー

11月3日(金・祝日) 10:00～15:00 大牟田市西港町2丁目6番

①無料シャトルバス (大牟田駅前)

②自動車　大牟田駅から10分

 ③バス　大牟田駅東口；『大牟田駅

前』バス停から荒尾駅前行、三川町1

丁目 バス停下車徒歩3分

無料 不要
大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp

42 大牟田市
炭鉱の祭典2017　旧長崎税関三池税関支署会

場

・施設の公開(9:30－17:00)

・カフェコーナー

 ・ロリィタ体験&販売

・ロゼット(小物)作りワークショップ

・クイズラリー

11月3日(金・祝日) 10:00～15:00 大牟田市新港町1番地324
①無料シャトルバス(大牟田駅前)

②自動車　大牟田駅から12分
無料 不要

大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp

43 大牟田市 炭鉱の祭典2017　専用鉄道敷跡会場

・炭鉱電車懐かし写真展(宮原坑ー万田坑間)

・諏訪川橋梁を渡る特別ウォーク

・ジャー坊＆近代化遺産ハメパチキーホルダー作り

・クイズラリー

11月3日(金・祝日) 10:00～15:00
大牟田市宮原町1丁目86番地３

ほか

①無料シャトルバス(大牟田駅前)

②自動車：大牟田駅から12分

③バ ス『大牟田駅前』から

『早鐘眼鏡橋』バス停下車徒歩10分

無料 不要
大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp

44 大牟田市 炭鉱の祭典2017　三川坑会場

・施設公開：9:30－17:00)

・ミニSL乗車体験

・フリーマーケット

・石炭ポップコーン

・クイズラリー

11月3日(金・祝日) 10:00～15:00 大牟田市西港町2丁目4ほか

①無料シャトルバス(大牟田駅前)

②自動車：大牟田駅から10分

③バ ス『大牟田駅前』から

『三川町1丁目』下車徒歩10分

無料 不要
大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp

45 大牟田市 炭鉱の祭典2017　宮原坑フェスタ

"地元の和太鼓や吹奏楽団によるステージイベント、炭鉱のま

ちならではの食や物品販売、さらには手作り体験コーナーなど

盛りだくさんのイベントを開催します。

 夜には宮原坑をライトアップや音楽・映像による宮原坑のパ

フォーマンスをお楽しみください！"

※詳しくはホームページをご覧ください。

11月3日(金・祝日)
10:00～19:00

ﾗｲﾄｱｯﾌﾟは21:00まで

大牟田市宮原町1丁目86番地３

ほか

①無料シャトルバス(大牟田駅前)

②自動車：大牟田駅から12分

③バ ス『大牟田駅前』から

『早鐘眼鏡橋』バス停下車、徒歩10

分

無料 不要
大牟田市世界遺産・文化

財室
0944-41-2515 http://www.miike-coalmines.jp
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市町村
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道県府県
№

長崎県

46 佐世保市
タクシーで巡る 語りゆく佐世保からのピース

フルツアー

毎日1名から催行されるタクシーツアー。佐世保市内の戦跡を

タクシーで巡ります。太平洋戦争開戦を告げる暗号「ニイタカ

ヤマノボレ」が発信されたといわれる針尾送信所、国民学校の

生徒が掘った防空壕教室・無窮洞、最多の引揚者を受け入れた

浦頭。戦争の縮図が垣間見える佐世保の戦争遺跡から平和につ

いて考えるツアーです。

毎日1名から催行。4名まで。

所要時間3時間(佐世

保観光情報センター

出発)

佐世保市三浦町21-1

JR佐世保駅構内佐世保観光情

報センター

JR佐世保駅構内

1名から催行

1名の場合:14,500円

2名の場合:7,400円(1名)

3名の場合:5,000円(1名)

4名の場合:3,800円(1名)

必要

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

47 佐世保市 SASEBOクルーズバス“海風”

豪華クルーザーをイメージしたオリジナルバス「海風」で佐世

保の見どころを巡るバスツアーです。佐世保に精通した個性豊

かなアテンダーが歴史、観光、グルメ情報を交えてご案内しま

す。Aコース、Bコース、Cコースとプレミアムコースの4コー

スがあり、いずれも佐世保重工業東門から250トンクレーンと

付近の煉瓦倉庫群を見学し、第4ドック上から迫力ある造船風

景が見学できます。

1日3便運行、木曜日は運休

Ａ、10:40～12:10

Ｂ、13:20～15:00

Ｃ、15:50～17:30

時間はJR佐世保駅みなと口出

発若しくは通過予定時間

※プレミアムコースは第2、第

4土曜日のBコースです。海上

自衛隊艦船見学が入っていま

す。

佐世保市三浦町21-1

JR佐世保駅構内佐世保観光情報セン

ター

大人1,800円

小学生900円

必要。運行日1ヵ月前か

ら受付

※プレミアムコースの海

上自衛隊艦船見学は写真

つきの公的な身分証明書

が必要です

ハウステンボス発着の場

合は大人2,000円、小学

生1,000円

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

48 佐世保市 SASEBO港まち歩き

毎日催行されるまち歩きツアー。昭和初期に建てられた三浦町

教会や防空壕を店舗に転用した戸尾市場(とんねる横丁)、四ヶ

町アーケード、昭和１１年に完成した九州初の市街地高架鉄道

橋などを巡ります。

毎日1名から催行。4名まで。
Ａ 10:00～11:30

Ｂ 14:00～15:30

佐世保市三浦町21-1

JR佐世保駅構内佐世保観光情

報センター

JR佐世保駅構内 1,200円 ７日前までに必要

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

49 佐世保市 日本遺産「鎮守府」×写真家中倉壮志郎

平成28年4月に日本遺産に認定された「鎮守府 横須賀・呉・

佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち ～」の構

成遺産を佐世保市在住の写真家・中倉荘志朗氏が撮影した迫力

ある写真で紹介します。

11月8日(水)～11月12日(日)
10:00～18:00

火曜日休日

佐世保市島瀬町6-22

佐世保市博物館島瀬美術セン

ター

西肥バス、市営バス「島瀬町」下車すぐ 無料 不要 佐世保市観光課
0956-24-1111

(内線3026)

http://www.city.sasebo.lg.jp/kyoui
ku/simano/index.html

50 佐世保市 郷土史体験講座「近代化遺産見学会」
連続講座の一環として行う近代化遺産の見学会。日本遺産に認

定された旧陸軍佐世保要塞砲台群を中心としたウオーキング。
10月28日(土) 9:00～16:00 無料

必要

(応募多数の場合は抽選)
佐世保市教育委員会社会教育課

0956-24-1111

(内線3127)

http://www.city.sasebo.lg.jp/kyoui
ku/syakai/kyoudoshi-kaisai.html

51 佐世保市 SASEBO軍港クルーズ

毎週土、日、祝日に催行されるクルーズツアー。停泊する海上

自衛隊や米海軍の艦艇や、佐世保重工業(SSK*旧佐世保海軍工

廠)、陸からは見ることができない米海軍の貯油

毎週土、日、祝日

荒天時が予想される場合は前日

の正午までに運休。詳細はHP

参照

11:30～12:30

佐世保市三浦町21-1

JR佐世保駅構内佐世保観光情

報センター

出発は佐世保港新みなとターミ

ナル前桟橋

発見場所：ＪＲ佐世保駅構内

出発：ＪＲ佐世保駅から徒歩５分

大人：2,000円

子供：1,000円
必要

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

52 佐世保市 海軍さんの散歩道・バスツアー

毎月第１、第３土曜日に催行されるバスツアー。普段は非公開

の海上自衛隊佐世保地方総監部地下にある旧佐世保鎮守府防空

指揮所、旧佐世保海兵団第八号兵舎など海上自衛隊OBのガイ

ドで見学する「海軍さんの散歩道」と「SASEBO軍港クルー

ズ」、「海上自衛隊艦船見学」がセットになったお得なツ

アー。最小催行人数は20人から。7日前までに予約必要。海上

自衛隊敷地への入場には写真付きの公的な身分証明書が必要。

10/7、21、11/4 9:45～16:00

佐世保市三浦町21-1

JR佐世保駅構内佐世保観光情

報センター集合

JR佐世保駅構内 6,600円 ７日前までに必要

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

53 佐世保市 海軍さんの散歩道・まち歩きツアー

毎週金曜日に催行されるまち歩きツアー。普段は非公開の海上

自衛隊佐世保地方総監部地下にある旧佐世保鎮守府防空指揮

所、旧佐世保海兵団第八号兵舎など海上自衛隊OBのガイドで

見学します。昼食は護衛艦「くらま」のレシピを使ったカレー

が食べられる。最小催行人数は8人から。3日前までに予約必

要。海上自衛隊敷地への入場には写真付きの公的な身分証明書

が必要。

毎週金曜日(11/10、11/17はなし) 9:20～13:00
佐世保市上町144-2

海上自衛隊佐世保資料館集合

ＪＲ佐世保駅からバスで10分

元町バス停下車徒歩2分
2,400円 3日前までに必要

公益財団法人佐世保観光

コンベンション協会

佐世保観光情報センター

0956-22-6630 http://www.sasebo99.com/tour/

　:全近会員自治体所在または会員主催による企画事業
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