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企画名 概要

北海道 1 浦幌町 列車で巡る近代化遺産

浦幌〜尺別間を、往路は自動車で、復路は列車で辿りながら、沿線で見られる近代化遺産を

見学する。主な見学遺産：浦幌駅危険品庫、旧斉藤牧場事務所、乙部川鉄橋、乙部トンネル

9時浦幌駅集合／12時浦幌駅にて解散

10月13日(土) 9:00〜12:00
北海道十勝郡浦幌町字桜町16

浦幌町立博物館
JR根室本線浦幌駅下車徒歩8分

有料(540円

片道鉄道運

賃)

電話・FAX・E-

mailにて申込み

museum@uraho

ro.jp

浦幌町立博物館
015-576-

2009

https://www.urahoro.jp/chosy
a_shisetsu/kokyoriyo/museum
/files/H27_10_hakubutukan_osi
rase.pdf

〃 2 浦幌町
公開シンポジウム「道東過疎地における文化財保

護の現状と課題：特に近代建築を中心に」

根室、釧路、十勝の道東３地区において、過疎地の町村が近代化遺産としての建築物の保存

について抱える悩みや問題点を討議すると共に、文化財保護制度の昨今の状況を学び、将来

像を描く。

10月25日(木) 13:30〜16:30
北海道十勝郡浦幌町字桜町16

浦幌町立博物館
JR根室本線浦幌駅下車徒歩８分 無料 不要 浦幌町率博物館

015-576-

2009

http://www.hk-
curators.jp/archives/3841

岩手県 3 盛岡市 パネル展「盛岡の煉瓦建築」

明治政府の欧化政策とともに，盛岡では，内丸の官公庁街をはじめとして西洋建築が次々に

建てられていきました。煉瓦は欧化を象徴する材料のひとつであり，会場である「旧覆練兵

場」(盛岡ふれあい覆馬場プラザ)は，市内に残る近代煉瓦建築の好例の一つです。新しい技

術を活かし，盛岡の近代化の一端を担った煉瓦建築について，パネル展を通じて紹介しま

す。

10月17日(水)〜10月

19日(金)
10:00〜16:00

盛岡ふれあい覆馬場プラザ(岩手県盛岡市青山

二丁目6番8号)

IGR青山駅から徒歩5分

JR盛岡駅からタクシー20分
無料 不要

盛岡市教育委員会歴史

文化課

019-639-

9076

〃 4 金ヶ崎町
旧陸軍省軍馬補充部六原支部設立120周年記念事

業

■写真展(9:30〜15:00)　二日町自治会を会場に開設当時の写真を展示する。

■ハイカラ散歩(11:00〜12:00)　軍馬の郷六原資料館(官舎)を出発し、県立農業大学校

(六原支部跡)桜並木までを、仮装グループ「東北昭和会(軍服)」「和光着物会(着物)」と一

緒に散歩する。

■特別展示(11:00〜15:00)　軍馬補充部に因んだ展示を、建物内外で行う。(馬、軍馬補

充部資料)

■祝賀会(12:00〜15:00)　バーベキューパーティー形式で行う。

10月21日(日) 9:30〜15:00
軍馬の郷六原資料館(岩手県金ヶ崎町六原蟹古

沢17番地1)
JR金ケ崎駅から車で約10分

祝賀会費の

み2,000円
祝賀会のみ必要 金ヶ崎町教育委員会

0197-42-

2111

〃 5 金ヶ崎町 秋の武家屋敷お庭めぐり

明治時代までの庭園(重要伝統的建造物群の複合環境物件)の特別公開を行う。にわの日とし

て、10月28日(日)から１週間程度開催する。

庭園として表示のある屋敷以外は非公開となる。

10月28日(日)〜11月

4日(日)
10:00〜15:00 岩手県金ヶ崎町西根達小路地内ほか

JR金ケ崎駅より徒歩約15分

岩手県交通下城バス停より徒歩5分

北上金ケ崎ICより10分、水沢ICより5分

※駐車は金ケ崎町役場

無料 必要 金ヶ崎要害歴史館
0197-42-

3060

宮城県 6 仙台市
蛮カラ学生の学び舎〜旧制二高とキャンパスの変

遷〜

明治から昭和にかけて、東北大学ゆかりの地には旧制第二高等学校がありました。朴歯の高

下駄に破れた衣服…「蛮カラ」な学生たちが青春を過ごした旧制二高の企画展です。

9月28日(金)〜12月

14日(金)

休館日:11月10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

東北大学(宮城県仙台市青葉区片平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-

5040
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

秋田県 7 小坂町
ハンドメイドマーケットinブルートレインあけぼ

の

ブルートレインあけぼのの車内で地元の手作り工房が工芸品を販売します。入園抽選50名

に小坂町に関するグッズがあたる抽選会も実施。
10月6日(土) 9:00〜15:00 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20番地9他

高速バス：ＪＲ盛岡駅西口より青森駅前行「あすなろ号」

〜小坂高校前下車、徒歩約25分

タクシー：高速バス小坂高校前から約3分

車：東北自動車道小坂ＩＣより車で約4分

有料(要問合

せ)
無し 小坂鉄道レールパーク

0186-25-

8890
http://kosaka-rp.com/

〃 8 小坂町 小坂・鉄道まつり2018

10月14日の「鉄道の日」を記念して、小坂鉄道レールパークを会場に「小坂・鉄道まつり

2015」を開催します。ディーゼル機関車乗車体験、ラッセル車動作見学、観光トロッコ運

行、レールバイク、機関車庫見学ツアー、各種露店の出店があります。

10月7日(日)〜8日

(日)

9:00〜17:00(最

終入場16:30)
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古川20番地9他

高速バス：ＪＲ盛岡駅西口より青森駅前行「あすなろ号」

〜小坂高校前下車、徒歩約25分

タクシー：高速バス小坂高校前から約3分

車：東北自動車道小坂ＩＣより車で約4分

有料(要問合

せ)
無し 小坂鉄道レールパーク

0186-25-

8890
http://kosaka-rp.com/

山形県 9 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(山形県長井市本町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

030-5183-

1468

〃 10 長井市 長井文化回廊2018
文教地区であり、魅力的な拠点が点在する宮小桜街区(大町、十日町、高野町)の商店を会場

に、障害者アートを中心としたアート作品を展示。会期中はスタンプラリーも実施。

10月5日(金)、6日

(土)、12日(金)、13

日(土)、19日(金)、

20日(土)

10:00〜17:00 山形県長井市十日町ほか ㈱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

〃 11 長井市 長井文化回廊2018まちかどの近代建築写真展

長井市の宮・小桜街区を舞台に、芸術・文化的事業を実施して市内外からの誘客を図ること

で、芸術文化の促進、地域の活性化および今後のまちづくりに波及効果を生じさせることを

目指す。

10月6日(土)〜10日

(水)
9:00〜17:00 小桜館(山形県長井市高野町2-7-28) ㈱山形鉄道フラワー長井線長井駅から徒歩13分 無料 不要

長井文化回廊実行委員

会

090-4530-

8884

〃 12 長井市 長井文化回廊2018「教科書展」
長井市の宮・小桜街区を舞台に、芸術・文化的事業を実施。「教科書展」では、文教の杜が

所蔵する古い教科書資料を公開する。展示物は持ち帰り可能。

11月3日(土)

11月4日(日)
10:00〜17:00 小桜館(山形県長井市高野町2-7-28) ㈱山形鉄道フラワー長井線長井駅から徒歩13分 無料 不要

長井文化回廊実行委員

会

090-4530-

8884

栃木県 13 野木町 れんがまつり

野木町文化遺産フェスティバル(講演会、ファションショー等)

・国指定重要文化財「野木町煉瓦窯」見学ツアー

・ミニコンサート

・模擬店＆マルシェ

　模擬店：6日(土)10:00-15:00、マルシェ：7日(日)10:00-15:00

・ワークショップ(石窯料理、煉瓦製小物作り)

10月6日(土)

10月7日(日)

9:00〜17:00

・文化遺産フェス

ティバルは6日

(土)13:00-16:30

〒329-0114 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
無料

文化遺産フェス

ティバル参加には

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

〃 14 足利市 近代化遺産勉強会 近代化遺産についての勉強会(４回)を行い理解を深める。

10月20日(土)

11月10日(土)

12月15日(土)

10:30〜12:00 栃木県足利市通3丁目 JR足利駅、東部伊勢崎線足利市駅より徒歩 無料 必要

足利の近代化遺産を考

える会事務局　福島二

郎

0284-22-

5687

〃 15 足利市 近代化遺産講演会 「近代化遺産の保存と活用」(早稲田大学、佐々木葉教授)と題した講演会。 11月11日(日) 13:30〜15:00
助戸公民館ホール

栃木県足利市助戸仲町453-2
JR足利駅、東部伊勢崎線足利市駅より徒歩 無料 必要

足利の近代化遺産を考

える会事務局　福島二

郎

0284-22-

5687

群馬県 16 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17日(土) 10:00〜16:00 群馬県桐生市本町2-6-32　有鄰館　塩蔵 JR桐生駅　徒歩15分　上毛電気鉄道西桐生駅　徒歩15分 無料 不要
桐生市教育委員会　管

理部文化財保護課

0277-46-

1111　内線

622

〃 17 桐生市 近代化遺産めぐり

桐生市内の近代化遺産をめぐるコースを作成し、ＭＡＹＵ(電気自動車)とワゴン車を連携さ

せて見学者を案内します。

起点：桐生市有鄰館〜近代化遺産12か所〜終点：桐生市有鄰館

11月17日(土) 10:00〜16:00
〒376-0031 群馬県桐生市本町2-6-32　有鄰

館(起点)　　ほか

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

〃 18 富岡市 第13回　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、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27日(土)

10月28日(日)
10:10〜17:00 〒370-2316 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

ｼｮｯﾌﾟは大学生・

大学院生限定20

名。セミナーのみ

は一般は定員20

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

/contents/100000000017/index.ht

ml

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
№

https://www.urahoro.jp/chosya_shisetsu/kokyoriyo/museum/files/H27_10_hakubutukan_osirase.pdf
https://www.urahoro.jp/chosya_shisetsu/kokyoriyo/museum/files/H27_10_hakubutukan_osirase.pdf
https://www.urahoro.jp/chosya_shisetsu/kokyoriyo/museum/files/H27_10_hakubutukan_osirase.pdf
https://www.urahoro.jp/chosya_shisetsu/kokyoriyo/museum/files/H27_10_hakubutukan_osirase.pdf
http://www.hk-curators.jp/archives/3841
http://www.hk-curators.jp/archives/3841
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/
http://kosaka-rp.com/
http://kosaka-rp.com/
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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
№

〃 19 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。
12月2日(日) 10:30〜15:00

富岡倉庫(富岡市富岡1450-1)/割烹旅館ときわ

荘(富岡市富岡1729-1)/群馬県立富岡高等学校

御殿・黒門(富岡市七日市1425-1)/北甘変電所

(富岡市一ノ宮422)/富岡市社会教育館(富岡市

一ノ宮1465-1)/旧一ノ宮町役場庁舎(富岡市一

ノ宮1353-1)

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

/contents/1000000000968/index.ht

ml

(10月下旬掲載予定)

神奈川県 20 箱根町 第3回箱根町探訪会「松の茶屋探訪会」
国の登録文化財として登録されている「松の茶屋」の見学を行い、箱根の歴史に対して理解

を深める。(年間5回開催予定のうち3回目)
11月6日(火)

AM：9:30〜

12:00、PM：

13:30〜16:00

神奈川県足柄下郡箱根町湯本518-1
(探訪会集合場所)箱根町立郷土資料館

小田急線(箱根登山線)箱根湯本駅より徒歩5分
200円 要

箱根町教育委員会生涯

学習課文化財係

0460-85-

7601

〃 21 平塚市
八幡山の洋館「第１６回ひらつか音楽のおくりも

の」

公園内に優雅に立つ明治期の木造洋館で生演奏や歌声などを気楽に身近で楽しめる音楽界を

開催します。

10月13日(土)

10月14日(日)
10:00〜16:00 神奈川県平塚市浅間町1-1 JR東海道線平塚駅下車　駅北口から徒歩15分 無料 不要

平塚市教育委員会　社

会教育課

0463-35-

8124

http://www.city.hiratsuka.kana
gawa.jp/kyoiku/page83_00076.
html

新潟県 22 新潟市 「新潟　竹あかり花あかり」2018

旧齋藤氏別邸庭園(国指定名勝)と向かいの北方文化博物館新潟分館(国登録有形文化財)の夜

間特別開館。旧齋藤氏別邸庭園では、園内に400基ほどの竹灯籠を灯し、生け花作家による

竹を使った作品を展示する。

10月20日(土)

10月21日(日)
18:00〜21:00 新潟県新潟市中央区西大畑町576番地

JR新潟駅下車。万代口バスターミナルより新潟観光循環

バス「北方文化博物館新潟分館前(入口)」下車、徒歩1

分。または、新潟交通バス「西大畑」下車、徒歩5分。

1,000円 不要 新潟市旧齋藤家別邸
025-210-

8350
http://saitouke.jp/

〃 23 新潟市 新潟市旧齋藤家別邸　紅葉ライトアップ 開館時間を延長し、色づいた紅葉をライトアップする

11月11日(土)〜11月

18日(日)※11月12日

(月)を除く

17:30〜19:30 新潟県新潟市中央区西大畑町576番地

JR新潟駅下車。万代口バスターミナルより新潟観光循環

バス「北方文化博物館新潟分館前(入口)」下車、徒歩1

分。または、新潟交通バス「西大畑」下車、徒歩5分。

500円 不要 新潟市旧齋藤家別邸
025-210-

8350
http://saitouke.jp/

〃 24 新潟市 新潟市文化財　旧小澤家住宅「新潟仏壇」展
新潟の伝統工芸品である「新潟仏壇」について紹介します。

共催：新潟仏壇組合

10月16日(火)〜11月

11日(日)※10月22日

(月),29日(月),11月5

日(月),6日(火)は休館

9:30〜17:00
新潟県新潟市中央区上大川前通12番町2733番

地

ＪR新潟駅下車。2番線より観光循環バス「北前船の時代

館」バス停下車、目の前。

または、4番線よりC6八千代橋線「東堀通12番町」バス

停下車、徒歩3分。

一般200円

小・中学生

100円

不要
新潟市文化財　旧小澤

家住宅

025-222-

0300

http://www.nchm.jp/ozawake/
index.html

〃 25 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

新潟県燕市水道町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

富山県 26 小矢部市 大谷博物館で秋を感じる

国登録有形文化財の「旧大谷家住宅」の建物を利用して設置した小矢部市大谷博物館の開館

５年を記念して、大谷家より寄贈された美術品を展示する企画展を開催するとともに、「茶

会」や「観月の会(尺八と筝の演奏会)」、「いけばなの展示」を催します。

10月５日(金)〜11月

４日(日)
9:00〜16:30 〒932-0806 富山県小矢部市水落35番地 あいの風とやま鉄道　石動駅より東に3.8ｋｍ

無料 (茶会：

300円茶券、

観月の会は

整理券必要)

無
小矢部市教育委員会

生涯学習推進課

0766-67-

1760

http://www.city.oyabe.toyama.jp/s

oshiki/kyouikuiinkai/shougaigakusy

ubunka/shisetsu/otanihakubutukan/

5/index.html

〃 27 滑川市 山形芋煮会と歴史講演会
東北地方で有名な芋煮を食し、山形大学教授永井康雄氏(３日)、滑川市立博物館担当学芸

(４日)による歴史講演会を聞く。

11月３日(土)

11月４日(日)
11:00〜15:00

旧宮崎酒造(富山県滑川市瀬羽町1860-1他)、

有隣庵(富山県滑川市瀬羽町1848-1他)
無料 無

滑川氏教育委員会生涯

学習課　滑川市立博物

館

076-474-

9200

〃 28 滑川市 大名料理の展示会と試食会
1862年、前田斉泰が参勤交代の帰りに滑川の本陣で宿泊した際に食べた献立を再現し、試

食を行う。
11月10日(土) 17:00〜 有隣庵(富山県滑川市瀬羽町1848-1他) 無料 無

滑川氏教育委員会生涯

学習課　滑川市立博物

館

076-474-

9200

岐阜県 29 岐阜市 濃尾地震127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法要が

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、防災に関連する講演会を

実施しており、今年は岐阜大学特任教授、清流の国ぎふ　防災・減災センター長　杉戸真太

氏、立命館大学歴史都市防災研究所 研究員の北原糸子氏、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講演を行います。

　申し込みは往復はがきに住所、氏名、電話番号、参加人数を明記し、10月15日(月)。

【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

10月28日(日)

法要：午前10時〜

講演会：午前１０

時３０分〜

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。(定員80名

先着順)往復はが

きで必要事項を記

入し岐阜大学岐阜

大学地域減災研究

ｾﾝﾀｰ　末﨑裕美気

付　紀念堂事務局

まで

岐阜市教育委員会

社会教育課

058-265-

4141(内

6356)

滋賀県 30 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。

10月6日(土) 9:30〜12:30
集合場所:ウォーターハウス記念館(滋賀県近江

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)

電話・ﾒｰﾙにて氏

名、電話番号、人

数、希望日

近江八幡観光物産協会
0748-32-

7003

https://www.biwako-

visitors.jp/event/detail/25171

京都府 31 舞鶴市 赤れんがフェスタin舞鶴2018
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ます。

10月20日(土)・21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)1

024
http://akarenga-park.com

〃 32 舞鶴市 日本遺産クイズラリー＆パネル展
クイズラリーに参加し日本遺産認定文化財を巡ろう。また、それらの写真パネルを展示しま

す。

10月20日(土)・21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)1

024
http://akarenga-park.com

〃 33 舞鶴市 舞鶴赤れんがハーフマラソン2018 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8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)1

024

http://www.fureai-

net.tv/akenobesizen/

〃 34 舞鶴市 文化財アート展in松尾寺駅
今年度に国登録された「松尾寺駅舎」を会場に市民ワークショップで作成したアート作品を

展示します。

10月13日(土)〜11月

30日(金)
常時 京都府舞鶴市字吉坂小字谷ノ中113-4他 JR小浜線「松尾寺」下車すぐ 無料 不要 舞鶴市文化振興課

0773(66)1

019

大阪府 35 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

特徴を紹介。

10月1日(月)〜11月

30日(金)
10:00〜17:00 大阪府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 必要

三木楽器歴史保存室

addept@miki.co.jp

06-6252-

0435

〃 36 豊中市 奥野家住宅　宮川真由美ピアノトリオコンサート
国登録有形文化財の奥野家住宅にて、宮川真由美ピアノトリオコンサートを開催。第1部

13:00〜、第2部　16:30〜。料金2,500円
10月21日(日)

第1部　13:00〜

第2部　16:30〜
大阪府豊中市桜塚2-30-35 阪急電鉄宝塚線「岡町」駅下車　徒歩8分

有料　2,500

円
必要

06-6852-3270(奥

野)

syoubei@tcct.zaq.n

e.jp

06-6852-

3270
http://syoubei.jimdo.com/

兵庫県 37 朝来市
生野鉱山×明治150年記念フォーラム

RESTART〜新たな時代へ〜

明治150年を記念して、明治日本の近代化を支えた生野鉱山シンポジウムを開催します。

様々な立場の案内人が歴史的事実や画された真実など、あらゆる引き出しを楽しく紐解いて

いきます。

10月20日(日) 13:00〜16:10 兵庫県朝来市和田山町玉置877-1 JR播但線「和田山駅」下車タクシー10分 無料 不要 朝来市総合政策課
079-672-

6110

奈良県 38 王寺町
亀の瀬の近代化遺産「地すべり資料室・鉄道トン

ネル見学会」

明治の鉄道開通とその変遷、および亀の瀬地すべりを学ぶため、地すべり資料室と鉄道トン

ネルを見学します。見学はガイド付きのツアー形式で行います。ツアー開始時間は①

10:00、②10:30、③11:00、④13:00、⑤13:30、⑥14:00です。

10月14日(日) 10:00〜15:30 大阪府柏原市峠

見学ツアーの発着場所は王寺駅北口ロータリー。王寺駅・

亀の瀬間はマイクロバスにて移動。王寺駅北口ロータリー

はJR王寺駅・近鉄王寺駅・近鉄新王寺駅からすぐ。

無料 必要
王寺町地域交流課文化

資源活用係

0745-72-

6565

http://home.oji-

kanko.kokosil.net/ja/

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page83_00076.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page83_00076.html
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyoiku/page83_00076.html
http://saitouke.jp/
http://saitouke.jp/
http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
http://www.nchm.jp/ozawake/index.html
https://www.biwako-visitors.jp/event/detail/25171
https://www.biwako-visitors.jp/event/detail/25171
http://akarenga-park.com/
http://akarenga-park.com/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://syoubei.jimdo.com/
http://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/
http://home.oji-kanko.kokosil.net/ja/
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市町村
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企画実施日・期間 実施時間

所在

道県府県
№

鳥取県 39 鳥取市
重要文化財旧美歎水源地水道施設グランドオープ

ン

山陰最古の近代水道施設に新たにガイダンス施設が整備され、水源地の歴史や仕組みを学べ

るほか、当時の貴重な資料が見学できるようになりました。イベント当日は記念式典や

フォーラム、屋台村など催物が目白押しです。

10:00〜記念セレモニー、13:00〜記念フォーラム(基調講演：文化庁、東京文化財研究

所、パネルディスカッション)

イベント当日は、臨時駐車場(因幡万葉歴史館、国府町コミュニティーセンターをご利用く

ださい。15分間隔で会場往復シャトルバスを運行します。

10月27日(土) 10:00〜16:00 鳥取県鳥取市国府町美歎

飛行機：東京(羽田空港)→鳥取砂丘コナン空港(約１時間

10分)→タクシーで約30分

列車：大阪→鳥取　特急スーパーはくと(約2時間30分)→

鳥取駅からタクシーで約20分

自動車：中国自動車道・佐用JCT→鳥取自動車道・鳥取IC

→鳥取ICから約20分

無料 不要
鳥取市教育委員会文化

財課

0857-20-

3359

http://www.city.tottori.lg.jp/w
ww/contents/1536301460235
/index.html

〃 40 若桜町 因州若桜鬼っこまつり

若桜駅前に特設ステージを設置し、周辺で様々なイベントや地元の特産などのブース、露天

などが設置されます。また、当日は無料で若桜駅構内に入ることができ、トロッコ乗車体験

(有料)、ブルートレイン客車の無料開放等を予定しています。

10月28日(日) 9:00〜16:00 鳥取県八頭郡若桜町345-2 若桜鉄道若桜駅下車 無料 不要 若桜町産業観光課
0858-82-

2238
http://town.wakasa.tottori.jp/

〃 41 若桜町

若桜鉄道全線開通88周年記念事業『鉄道ファンと

地域をつなぎ「関係人口」で支える若桜鉄道進行

イベント』

第1部は隼駅近くの隼Lab.(ラボ)で、ローカルジャーナリストの田中輝美さんによるシンポ

ジウムや若鉄ファン同士の交流会、鉄道グッズや写真の展示を行います。第2部は観光列車

「昭和」に乗りながら若桜町まで移動し、若桜駅構内の見学や若狭の街並みを歩きます。

10月14日(日) 10:30〜15:00 鳥取県八頭郡八頭町見槻中154-2 若桜鉄道「隼」駅下車徒歩3分

2,000円(乗

車券・飲食

代含む)

必要

(10月5日まで)

若桜鉄道全線開通88

周年記念事業実行委員

会事務局

0857-20-

3663(鳥取

県東部振興

課)

http://pref.tottori.lg.jp/toubu-
shinkou/

岡山県 42 浅口市 宮大工とつくる無垢の御箸

国登録有形文化財「定金家住宅」で、現職の宮大工が製作指導し、箸とスプーンを1つずつ

製作します。鉋や彫刻刀、サンドペーパーを使って成形し、柿渋等を塗布して仕上げます。

自分だけのオリジナルのものを作ることができます。また、宮大工による大工道具の説明や

体験も実施します。

11月4日(日) 13:00〜16:00 岡山県浅口市金光町大谷229-14 JR山陽本線「金光」駅から徒歩5分 1,000円 必要

備中町並みネットワー

ク

(9:00〜17:00)

090-6419-

6462
yoyaku@machiya-class.net

山口県 43 下関市 角島灯台無料公開
門司海上保安部交通課職員により、灯台内の機器等の説明を行う。※上記以外の日でも、毎

日、同じ時間帯で一般公開実施、ただし、中学生以上は2参観料として200円が必要。
10月20日(土) 9:30〜16:00 山口県下関市豊北町角島2343-1

JR「特牛」駅から角島行きバス乗車、「灯台公園前」下

車
無料 不要 門司海上保安部交通課

093-321-

1481

http://www.kaiho.mlit.go.jp/07
kanku/mpji/
http://www.tokokai.org/tourlig
ht/tourlight11/

〃 44 下関市 長府庭園緑化月間無料開放 「都市緑化月間」の趣旨に賛同し、下記実施日に無料開放いたします。 10月6日(土)
9:00〜17:00

(最終入園16:30)
山口県下関市長府黒門東町8番11号 JR「下関」駅からバス20分「市立美術館前」下車すぐ 無料 不要 下関市観光施設課

083-231-

1838

http://s-
kanrikousya.com/teientop.html

〃 45 下関市 六連島灯台日本遺産案内板除幕式・一般公開
海上保安庁創設70周年、灯台150周年にあたり、六連島灯台を一般公開します。また、日

本遺産に登録されたことを記念し、日本遺産案内板除幕式を行います。
11月3日(土) 10:30〜12:00 山口県下関市大字六連島字船着645

下関漁港「六連」行き定期船乗船約30分、その後灯台ま

では徒歩で約10分
無料 不要 門司海上保安部交通課

093-321-

1481

〃 46 萩市 恵比須ヶ鼻造船所跡　発掘調査現地見学会

世界文化遺産に登録された「明治日本の近代化産業革命遺産〜製鉄・製鋼、造船、石炭産業

〜」の構成資産のひとつである国指定史跡「恵比須ヶ鼻造船所跡」で実施している発掘調査

の現地説明会。約150年ぶりに姿を現した造船所跡をご覧ください。

10月13日(土) 10:00〜11:30 山口県萩市大字椿東字小畑浦
JR山陰本線「東萩駅」から車で5分、徒歩20分　萩循環ま

あーるバス「萩しーまーと」バス停から徒歩10分
無料 不要 萩市文化財保護課

0838-25-

3299

愛媛県 47 新居浜市
日暮別邸移築特別企画展　至宝の中国古銅器〜別

子銅山ゆかりの住友コレクション〜

四阪島日暮別邸の新居浜移築を記念して、泉屋博古館が所蔵する住友コレクション「中国古

銅器」を、別子銅山ゆかりの新居浜で初公開します。代表的な古銅器・鏡鑑60点のほか、

別子銅山近代化の歴史について写真や絵図などでご紹介します。

展示構成：第1章 住友コレクション中国古銅器　第2章 別子銅山の遺産

9月15日(土)〜11月4

日(日)

※期間中の休館日10

月2・9・15・22・

29日

9:30〜17:00

(入場は16:30ま

で)

新居浜市美術館

(あかがねミュージアム)

新居浜市坂井町2丁目8番1号

JR新居浜駅から徒歩すぐ

自動車で松山自動車道　新居浜ICから約15分
一般　500円 不要

新居浜市美術館

新居浜市広瀬歴史記念

館

0897-65-

3580

0897-40-

6333

http://www.akaganemuseum.jp/

〃 48 新居浜市

日暮別邸移築特別企画展　至宝の中国古銅器〜別

子銅山ゆかりの住友コレクション〜記念講演会

「青銅器文化の東伝　-中国古銅器から日本の青銅

器へー」

古代中国に始まった青銅器文化はやがて日本に伝わり、独自の青銅器文化が展開していきま

す。日本列島へどのように伝わり、そしてどのように展開したのか。新居浜市内出土の青銅

器にも触れながらお話いただきます。講師：吉田 広 氏(愛媛大学ミュージアム准教授)

10月6日(土) 13:30〜15:00

愛媛県新居浜市坂井町2丁目8番1号　あかがね

ミュージアム(多目的ホール)
JR新居浜駅から徒歩すぐ

自動車で松山自動車道　新居浜ICから約15分
無料 不要

新居浜市美術館

新居浜市広瀬歴史記念

館

0897-65-

3580

0897-40-

6333

http://www.akaganemuseum.jp/

〃 49 新居浜市

日暮別邸移築特別企画展　至宝の中国古銅器〜別

子銅山ゆかりの住友コレクション〜記念講演会

「住友春翠と別子銅山」

近代住友を大きく発展させ、中国古銅器の収集をおこなった「住友春翠」を中心に、住友コ

レクション形成の根幹となる別子銅山近代化の歴史について、お話いただきます。講師：末

岡照啓 氏(住友史料館副館長、広瀬歴史記念館特別顧問)

10月20日(土) 13:30〜15:00

愛媛県新居浜市坂井町2丁目8番1号

あかがねミュージアム(多目的ホール)
JR新居浜駅から徒歩すぐ

自動車で松山自動車道　新居浜ICから約15分
無料 不要

新居浜市美術館

新居浜市広瀬歴史記念

館

0897-65-

3580

0897-40-

6333

http://www.akaganemuseum.jp/

〃 50 新居浜市

日暮別邸移築特別企画展　至宝の中国古銅器〜別

子銅山ゆかりの住友コレクション〜関連イベント

「ギャラリートーク」

古銅器、別子銅山の展示について解説します。

(要観覧券)

9月24日(月)、

10月14日(日)

14:00〜

(1時間程度)

新居浜市美術館(あかがねミュージアム)

新居浜市坂井町2丁目8番1号

JR新居浜駅から徒歩すぐ

自動車で松山自動車道　新居浜ICから約15分
一般　500円 不要

新居浜市美術館

新居浜市広瀬歴史記念

館

0897-65-

3580

0897-40-

6333

http://www.akaganemuseum.jp/

〃 51 新居浜市 第12回台所喫茶店　「広瀬と音楽」　(無料入場)

国重要文化財・名勝「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(有料)、吹奏楽演奏、ゴスペル、沖縄民謡、写真展示、高校生ガイドツアーな

どのイベントを行う。

10月27日(土)・28日

(日)

9:30〜17:30

(台所喫茶は10:00

〜16:00)

愛媛県新居浜市上原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10分、西条ICか

ら約20分

期間中の入

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/sos

hiki/hirose/

〃 52 宇和島市

明治150年記念　市民歴史文化財講座　そこどこ

や　特別編「宇和島市立歴史資料館(旧宇和島警察

署)について」

明治17年、当時全国的にも先進的であった擬洋風建築として建てられた旧宇和島警察署

で、愛媛県下では第1号の登録有形文化財である宇和島市立歴史資料館について、その移築

に携わった建築士による講話と現地見学会。建築的特徴から移築にまつわるエピソードにつ

いて学びます。

11月11日(日)

10:00〜12:00

愛媛県宇和島市住吉町2丁目4-36

【車】松山方面：三間IC(宇和島道路朝日IC降りる)経

由・四万十方面：国道56号(宇和島道路坂下津IC降りる)

経由

【公共交通機関】JR宇和島駅→市内バス(大浦・赤松行き

で6分)※バス停：住吉町→徒歩2分

無料
不要

(先着40名)

宇和島市教育委員会文

化・スポーツ課

0895-49-

7033

https://www.uwajimameiji150.com

/

福岡県 53 大牟田市 炭鉱の祭典2018　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、ミッションラリー 11月3日(祝日) 10:00〜17:00 福岡県大牟田市新港町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

〃 54 大牟田市 炭鉱の祭典2018　専用鉄道敷跡会場
諏訪川橋梁を渡る特別ウォーク、ﾐッションラリー、りんりんツアー　鉄道敷をサイクリン

グ
11月3日(祝日) 10:00〜17:00 福岡県大牟田市宮原町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

〃 55 大牟田市 炭鉱の祭典2018　三川坑会場 施設公開：9:30－17:00)、フリーマーケット、露店、ミッションラリー 11月3日(祝日) 10:00〜17:00 福岡県大牟田市西港町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

〃 56 大牟田市 炭鉱の祭典2018　宮原坑会場 小学生の子どもボランティアガイド、モルタル文鎮でモザイクアート、昔遊び体験、露店 11月3日(祝日) 10:00〜17:00 福岡県大牟田市宮原町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

長崎県 57 佐世保市 郷土史体験講座「日本遺産見学会（2）〜明治佐世保の近代水道〜」没後90年を迎える工学博士吉村長策が手掛けた明治の水道施設をめぐる 10月20日（土） 9:00〜16:00 佐世保駅前市営バス10番乗り場 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/k
youiku/bunzai/kyoudoshitaike
n_kindaisuidou.html

http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1536301460235/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1536301460235/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1536301460235/index.html
http://town.wakasa.tottori.jp/
http://pref.tottori.lg.jp/toubu-shinkou/
http://pref.tottori.lg.jp/toubu-shinkou/
mailto:yoyaku@machiya-class.net
http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/mpji/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/mpji/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/mpji/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/mpji/
http://s-kanrikousya.com/teientop.html
http://s-kanrikousya.com/teientop.html
http://www.akaganemuseum.jp/
http://www.akaganemuseum.jp/
http://www.akaganemuseum.jp/
http://www.akaganemuseum.jp/
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/
https://www.uwajimameiji150.com/
https://www.uwajimameiji150.com/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/bunzai/kyoudoshitaiken_kindaisuidou.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/bunzai/kyoudoshitaiken_kindaisuidou.html
http://www.city.sasebo.lg.jp/kyouiku/bunzai/kyoudoshitaiken_kindaisuidou.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
№

〃 58 佐世保市
「海の護り」高後崎灯台と日本遺産“鎮守府”を巡

る
高後崎灯台の特別公開に加えて周辺の明治期の砲台群を巡る 10月28日（日） 9:00〜13:30 佐世保市営バス「俵ヶ浦」バス停集合 1,500円 必要

(公財)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/

〃 59 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コースの3コースがあり、A、Bコースでは佐世保重工業東

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。Cコースは旧海軍の巨大倉庫群などを見学します。

1日3便運行

木曜日は運休

Ａ 10:30〜12:10

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

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（詳

細は問合せ先ま

で）

※海上自衛隊艦船

見学は公的な写真

付き身分証明書が

必要。

(公財)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/isla
nd/umikaze_bus/

〃 60 佐世保市 日本遺産を巡る「海軍さんの散歩道」徒歩ツアー

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（除外日

11月23日、12月28

日、1月4日）

9:20〜13:00

長崎県佐世保市平瀬町2

旧佐世保鎮守府凱旋記念館（市民文化ホール）

集合

ＪＲ佐世保駅からバスで10分

元町バス停下車すぐ
2,400円 3日前までに必要

(公財)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/tou
r/?action=view&id=112

〃 61 佐世保市 日本遺産を巡る「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月20日、11月3・

17日、12月1・15日

いずれも土曜日

9:45〜16:00
長崎県佐世保市三浦町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

(公財)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/tou
r/?action=view&id=113

〃 62 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

長崎県佐世保市三浦町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

(公財)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/tou
r/?action=view&id=45

〃 63 佐世保市 〜海軍さんの港まち〜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

長崎県佐世保市三浦町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

(公財)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/tou
r/?action=view&id=74

　:全近会員自治体所在または会員主催による企画事業

http://www.sasebo99.com/
http://www.sasebo99.com/island/umikaze_bus/
http://www.sasebo99.com/island/umikaze_bus/
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=112
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=112
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=113
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=113
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=45
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=45
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=74
http://www.sasebo99.com/tour/?action=view&id=74

