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企画名 概要

北海道

1 小樽市 機関車庫三号内の「特別展示」
保存修理工事記録写真、古写真、刻印のあるレンガ、明治の水

道管などを展示

10月1日(木）～11月3日

（火）
9:30～17:00

小樽市手宮１－３－６　小樽市

総合博物館・本館構内

ＪＲ小樽駅前より北海道中央バス

「高島３丁目」行乗車　「総合博物

館」にて下車徒歩３分

一般400円　高校生200円

中学生以下無料
不要

小樽市教育委員会生涯学

習課

0134‐32‐4111

内531

2 小樽市 文化財プロムナード2015 小樽の近代化遺産群についてスライド―ショーにより紹介 10月17日(土) 13:30～14:15
小樽市手宮１－３－６　小樽市

総合博物館二階研修室

ＪＲ小樽駅前より北海道中央バス

「高島３丁目」行乗車　「総合博物

館」にて下車徒歩３分

一般400円　高校生200円

中学生以下無料
不要

小樽市教育委員会生涯学

習課

0134‐32‐4111

内531

3 帯広市 文化財めぐり

緑ヶ丘公園内の帯広百年記念館を皮切りに、旧十勝監獄登り窯

跡地、旧十勝監獄油庫、旧十勝鉄道４号機関車など、帯広市指

定文化財を巡って歩きます。

10時　百年記念館ロビー集合、12時　百年記念館解散

10月18日(日） 10:00～12:00
帯広市緑ヶ丘２番地　緑ヶ丘公

園内ほか

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

有料100円
必要（文化課0155‐65‐

4209へ電話）

帯広市教育委員会生涯学

習部文化課
0155-65-4209

http://www.city.obihiro.hokkaido.jp
/gyouji/detail.html?id=18237

4 浦幌町 浦幌の近代化遺産：レンガ遺構を見て回ろう

浦幌町内に残る鉄道建設時のレンガ遺構を、片道は現役のレン

ガ構造物を通って列車で、片道は車で外から見学して回りま

す。トンネル、鉄橋、倉庫など、いずれも明治36年から大正

時代にかけて建設されたもので、鉄道や産業の近代化を示す、

十勝東部に残る数少ない遺構です。

13時30分、浦幌駅待合室集合

10月12日(月祝） 13:30～16:00
北海道十勝郡浦幌町字本町、厚

内、直別　一帯

集合・解散は根室本線浦幌駅。浦幌

から直別間を鉄道で移動しながら近

代化遺産を見学し、直別から浦幌ま

でワゴン車で戻りながら、近代化遺

産を外から見学します。

有料540円

必要（浦幌町立博物館へ

電話申込み：015‐576‐

2009）

浦幌町立博物館 015-576-2009
http://www.urahoro-
kyouiku.jp/education/

5 浦幌町 夜学講座「近代化遺産ってなに？」

世界遺産などでも話題となっている「近代化遺産」について、

「それってどんなもの？」「なぜ重要なの？」という疑問に解

説します。また、浦幌をはじめ十勝に残る近代化遺産のいくつ

かを写真でご紹介します。

10月21日(水） 19:00～20:30
北海道十勝郡浦幌町字桜町16‐

1　浦幌町立博物館
根室本線浦幌駅下車、徒歩7分 無料

必要（浦幌町立博物館へ

電話申込み：015‐576‐

2009）

浦幌町立博物館 015-576-2009
http://www.urahoro-
kyouiku.jp/education/

6 ニセコ町 軌道自転車に乗ろう！

鉄道遺産「旧新得機関区転車台」と産業遺産「ニセコ町中央倉

庫群」の説明会のあと、起点・ニセコ駅側、終点・転車台とし

て、実際に軌道自転車（足漕ぎトロッコ）の乗車体験して頂き

ます。

主催：有島記念館　共催：NPO法人ニセコ倉庫邑

11月1日(日） 13:00～15:00
北海道虻田郡ニセコ町字中央通

60‐2他
JRニセコ駅から徒歩5分 無料 不要 NPO法人ニセコ倉庫邑 080-5585-5814

http://www.town.niseko.lg.jp/goan
nai/post_62.html

7 室蘭市
【れきけんをめぐる街歩き　寺社仏閣編】室蘭

市西部（蘭西地区）

室蘭市西部（蘭西地区）の歴史的建造物をめぐる街歩きを実施

します。

11月29日(土)10時 旧室蘭駅舎集合

11月29日(土) 10:00～ 集合場所：旧室蘭駅舎 無料 先着30名 蘭歴建見会
090-5981-

0516(吉田）
http://ken-ken.org/

岩手県

8 住田町 ｢栗木鉄山跡」見学会
住田町の担当者が栗木鉄山跡の簡単な解説をしながら、現地を

案内します。
10月17日(土） 10:00～11:15

気仙郡住田町世田米子飼沢30‐

168

JR水沢江刺駅より車で20分、住田町

役場より車で20分

※栗木鉄山跡までの公共交通機関が

なく、駐車スペースも限られるた

め、当日は住田町役場又は道の駅種

山ヶ原ぽらんから送迎する予定で

す。詳しくは、下記担当までお問い

合わせ願います。

無料
要

担当まで

住田町教育委員会生涯学

習係
0192-46-3863

9 盛岡市 「岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館」見学会
岩手銀行(旧盛岡銀行)旧本店本館の外観及び内部について、建

築構造、意匠などの解説を行います。
10月24日(土)

①11:00～11:50

②14:30～15:20

岩手銀行旧中ノ橋支店(盛岡市

中ノ橋通一丁目2番20号)

JR盛岡駅から盛岡バスセンター行終

点より徒歩3分

JR盛岡駅より車で10分

無料

要

往復ハガキに住所，氏

名，年齢，電話番号を記

入し，歴史文化課へ郵

送。10月９日(金)消印有

効。

盛岡市教育委員会歴史文

化課
019-639-9067

10 盛岡市
もりおか啄木・賢治青春館第69回企画展

「新渡戸稲造の青春展」

映画監督大友啓史を案内役に、生涯を青春時代として生き抜い

た新渡戸稲造の魅力に迫ります。
10月1日(木)～11月30日(月)

10:00～18:00

（入館は17:30ま

で）

もりおか啄木・賢治青春館(岩

手県盛岡市中ノ橋通一丁目1番

25号)

JR盛岡駅から盛岡バスセンター行終

点より徒歩5分

JR盛岡駅から車で10分

無料 不要
もりおか啄木・賢治青春

館
019-604-8900 http://www.odette.or.jp/seishunkan/

11 盛岡市 企画展「中村家と糸屋」

昭和48年に盛岡市中央公民館の敷地に移築された重要文化財

の旧中村家住宅と、藩政期から続いた豪商「糸屋」について、

ゆかりの資料を通して紹介します。

10月1日(木)～11月23日(月)
10:00～17：00

(入館は16:30まで)

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 盛岡市中央公民館 019－654‐5366
http://www.city.morioka.iwate.jp/kokyo

shisetsu/kominkan/chuo/003884.html

秋田県
12 小坂町 小坂・鉄道まつり2015

10月14日が鉄道の日であることから、その前後する日に鉄道

模型等の展示を行う。
10月11日(日)～12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3分 URL参照 不要 小坂町役場観光商業課 0186-25-8890 http://kosaka-rp.com/

山形県

13 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4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
0238-88-2547

14 長井市 まちめぐり美術館

旧丸大扇屋とその近辺で、展示會の魅力の一つである「出会

い」(作品との出会い、人との出会い、自分との出会い)をテー

マに、出会いによるまちづくりを目指し、個性豊かな数々の作

品の展示を行う。

10月27日(火)～11月8日(日） 10:00～16:00 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 不要 (一財)文教の社ながい 0238-88-4151

http//ja-

jp.facebook.com/nagai.art.project

15 長井市 横町アートセッション2015

江戸期から昭和初期の蔵5棟(登録文化財)が並ぶ旧商店の敷地

が会場。蔵を会場にｺﾝｻｰﾄや朗読劇(以上、有料)、建築写真

展、ワークショップなど、多彩なアートがセッション！周囲は

昔ながらの商家が立ち並び風情あるまち並み。賑わいマルシェ

も開催予定です。

11月8日(日)予定 12:00～18:00 長井市あら町6‐49
㈱山形鉄道フラワー長井線南長井駅

から徒歩9分
有料(一部) 不要 横澤徹 0238-84-3411 http//samidare/jp/ayakka/

16 長井市
中川博志･横澤徹コンサート～インドバーンス

リーとサックスのコラボレーション～

インドの横笛の楽器「バーンスリー｣とサックスで、インド音

楽とジャズの融合。砂糖蔵を活用して行います。
10月11日(日) 17:00～19:30 長井市あら町6‐49

㈱山形鉄道フラワー長井線南長井駅

から徒歩9分

有料

前売3500円

当日4000円

不要 横澤徹 0238-84-3411
http://warmstone.wix.com/cafe#!e
vent/c1cef

№
所在

市町村
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企画名 概要
№

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間 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

道県府県

栃木県

17 那須烏山市 どうくつコンサート

平成24年度土木学会選奨土木遺産に認定された「東京動力機

械製造株式会社地下工場跡（現・島崎酒造どうくつ酒蔵）」を

会場に、筝奏者・本間貴士氏による現代筝曲コンサートを開催

します。会場は第二次大戦末期に戦車工場として建造された総

延長600ｍの巨大な地下空間です。戦争遺産という負の遺産の

活用を通して、平和であることを感受し、平和だからこそでき

る催しを企画しました。

11月23日(月） 14:00～15:00
〒321‐0632

栃木県那須烏山市神長

電車:JR烏山線宝積寺駅から滝駅30

分、滝駅から徒歩10分

自動車:北関東自動車道、宇都宮上三

川ICから那須烏山市50分

無料 有(先着100名)
那須烏山市役所

商工観光課
0287-83-1115

18 那須烏山市 近代化遺産バスツアー

那須烏山市と周辺地域の近代化遺産を巡るバスツアーを実施し

ます。那須烏山市の見学地は、境橋（平成19年度認定土木学

会選奨土木遺産）、東京動力機械製造株式会社地下工場跡（平

成24年度認定土木学会選奨土木遺産）。周辺地域では、宇都

宮市水道施設群等の見学を予定しています。足利工業大学福島

准教授による解説があります。

11月23日(月）

7:30～16:30

時間は予定です。今

後変更になる可能性

があります。

栃木県那須鳥山市～

栃木県宇都宮市・日光市

JR烏山駅　7時30分出発、JR宇都宮

駅東口　8時30分出発

貸し切りバスで巡ります。

2,000円 有(先着40名)
那須烏山市役所

商工観光課
0287-83-1115

19 足利市 近代産業遺産バスツアー

足利が織物産業で栄えた時代を物語る近代化産業遺産を巡るバ

スツアー

・緑町配水場　・今福浄水場　・渡良瀬橋　・中橋　・旧木村

輸出織物工場 工場棟（助戸公民館ホール）、事務所棟(足利織

物記念館)、旧木村家主屋

・旧足利織物株式会社（株式会社トチセン)

・旧足利模範撚糸工場（アンタレススポーツクラブ)

10月18日(日） 9:00～17:00 栃木県足利市内各所 借上げバス（大型）2台 1,000円 有
足利市産業観光部

観光振興課
0284-43-8788

埼玉県

20 行田市

バスツアー

行田の近代化遺産をめぐる

(行田市内在住・在勤の方対象）

市内の近代化に貢献した歴史資産をバスで巡り、行田の近代史

を学びます。(主な見学地：武蔵野銀行行田支店、足袋とくら

しの博物館、旧荒井八郎商店、堀切橋、弁天門樋、横田酒造）

10月20日(火)

行田市バスターミナル集合・解

散

9:00～16:00
〒361‐0052

埼玉県行田市本丸3

ＪＲ高崎線行田駅より市内循環バス

行田市バスターミナル下車、ＪＲ高

崎線吹上駅より行田折り返し場行き

新町２丁目もしくは行田市役所下車

徒歩４分、秩父鉄道行田市駅下車徒

歩１０分

1,400円

※昼食、保険料、入館料込。

要（10月５日～16日ま

でに電話：048－553－

3581で申し込み）

行田市教育委員会

文化財保護課
048-553-3581

21 川口市 旧田中家住宅で抹茶のひととき

文化庁主催「第62回文化財保護強調週間」に併せ、国登録有

家文化財「旧田中家住宅」において抹茶サービスを行うもの。

川口茶道会との共催により、和館1階日本間にて、有料(前売

り・当日とも300円)にて茶席のサービスを行う。

11月3日(火･祝) 10:00～15:00
〒332‐0006

埼玉県川口市末広1‐7‐2

埼玉高速鉄道川口元郷駅より徒歩8分

JR川口駅東口よりバス(11、12、13

番系統)「末広一丁目」下車

入場料【一般200円、小中学

生50円】のほか、茶席券300

円

無
川口市教育委員会

文化財課
048-222-1061

http://www.kawaguchi-
bunkazai.jp/tanaka/index.html

22 入間市
西洋館講座「児童文学『大地の園』に描かれた

石川組製糸と西洋館」

「旧石川組製糸西洋館」は、入間市の近代史を象徴する建物で

あり、郷土の歴史・文化を理解する上で貴重な文化財です。石

川組製糸や西洋館に関する講座を開催することで、市民の郷土

に対する理解と愛着を深め、併せて今後の西洋館の保存・活用

に役立てていくものです。

10月18日(日)

10:00～12:00

〔１部〕講義　【９

０分間】

〔２部〕館内見学

【３０分間】

〒358‐0008

埼玉県入間市河原町13‐13

西武池袋線入間市駅(北口）から徒歩

７分
無料

要

定員30名

電話申し込み先着順

入間市教育委員会

博物館
04-2934-7711

http://www.alit.city.iruma.saitama.j
p/

群馬県

23 桐生市
上毛電気鉄道「西桐生駅」から巡る近代化遺産

スタンプラリー

桐生市内の近代化遺産を巡るスタンプラリーを開催します。最

終日の25日には、西桐生駅でパネル展示や景品交換、桐生紗

綾市、上電によるデハ101運行見学会などを行います。

10月10日(土)～10月30日(金) 10:00～15:00

〒376‐0046

群馬県桐生市宮前町2‐1‐33ほ

か

上毛電気鉄道西桐生駅下車

JR桐生駅より徒歩5分
一部有料 一部必要

桐生市教育委員会

文化財保護課
0277-46-1111

http://www.city.kiryu.gunma.jp/we
b/home.nsf/10721ebeb31f439e492
568f9002e676c/55d003b191eec70
e49256ab70029fbc5?OpenDocume
nt

24 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24日(土)～10月25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1382

http://www.city.tomioka.lg.jp/www
/contents/1000000000187/index.h
tml

神奈川県

25 平塚市
八幡山の洋館「第１０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。明

治建築の洋館で、様々なジャンルの音楽を聴いてみませんか。

10月17日(土)～10月18日(日) 10:00～18:00 神奈川県平塚市浅間町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/rekisi/

yokanevent.html

26 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。期間中の午前１０時～午

後４時まで「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＞

10/24　午後3時～　シューベルト歌謡曲「白鳥の歌」全曲コ

ンサート　（要申込み、3,000円）

10/25　午前10時～12時　「食べられる薔薇のお話」　（要

申込み、1,500円）

10/25　午後1時30分～2時30分　「ばらと小花のアレンジメ

ントづくり」　（要申込み、500円）

10月24日(土)～10月25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、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。

要予約

先着順

平塚市教育委員会

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

http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/tanaka/index.html
http://www.kawaguchi-bunkazai.jp/tanaka/index.html
http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/
http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/55d003b191eec70e49256ab70029fbc5?OpenDocument
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/55d003b191eec70e49256ab70029fbc5?OpenDocument
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/55d003b191eec70e49256ab70029fbc5?OpenDocument
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/55d003b191eec70e49256ab70029fbc5?OpenDocument
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/10721ebeb31f439e492568f9002e676c/55d003b191eec70e49256ab70029fbc5?OpenDocument
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/1000000000187/index.html
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企画名 概要
№

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間 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

道県府県

山梨県

27 都留市 尾県郷土資料館　秋の資料館まつり

明治時代に建てられた旧尾県学校で地元の方に工作教室や編み

物教室、手打ちうどん作りの講師をお願いし、子供から大人ま

で多くの参加者が学習・体験できるイベントを開催します。ま

た、午後は建物内にてイベントを開催いたします。

10月24日(土) 9:30～14:30 山梨県都留市小形山1565‐1

富士急行線田野倉駅より徒歩約20分

中央自動車道「都留IC」より車で約

20分

中央自動車道「大月IC」より車で約

20分

無料 不要
都留市教育委員会

生涯学習課
0554-45-8008

新潟県

28 新潟市 「新潟仏壇」展
新潟仏壇組合との共催。伝統工芸仏壇を展示し，新潟仏壇の職

人の技術を紹介します。

10月10日(土)～11月3日(火)

10月13日(火)、19日(月)、

26日(月)は休館

9:30～17:00
新潟市中央区上大川前通12番

町2733番地

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「北前

船の時代館前」下車。

有料

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

HP

http://www.nchm.

jp/ozawake/

29 新潟市 「屏風」展 みなとぴあ所蔵の屏風のほか，南蛮屏風を展示します。

10月7日(土)～11月15日(日)

11月9日（月）は休館

9:30～17:00
新潟市中央区上大川前通12番

町2733番地

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「北前

船の時代館前」下車。

有料

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

HP

http://www.nchm.

jp/ozawake/

30 新潟市 「落語口演会」
新潟落語会会長　水都家艶笑さんをお招きして，百合の間で落

語鑑賞を楽しみます。
10月25日(日)

13:30～14:30

開場　午後1時15分

新潟市中央区上大川前通12番

町2733番地

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「北前

船の時代館前」下車。

有料

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

HP

http://www.nchm.

jp/ozawake/

31 新潟市 非公開部分「秋の特別公開」
普段は見ることのできない，旧小澤家住宅の非公開部分を特別

に公開します。
11月23日(月) 9:30～17:00

新潟市中央区上大川前通12番

町2733番地

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「北前

船の時代館前」下車。

有料

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

HP

http://www.nchm.

jp/ozawake/

32 新潟市 文化の日　無料公開 文化の日に合わせて，旧小澤家住宅を無料で公開します。 11月3日(火) 9:30～17:00
新潟市中央区上大川前通12番

町2733番地

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「北前

船の時代館前」下車。

有料

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

HP

http://www.nchm.

jp/ozawake/

33 新潟市 旧新潟税関庁舎塔屋見学会

安全上、普段非公開の旧新潟税関庁舎の塔屋(2階)部分を、安

全を確保しながら特別に一般公開します。5～6名のグループ

になり順番に見学していただきます。

10月12日(月)

10:00～15:00

見学時間を10分刻み

で設定します。

新潟市中央区緑町3437‐8

旧新潟税関庁舎内

ＪＲ新潟駅下車。万代口バスターミ

ナルより新潟市観光循環バス「歴史

博物館前」下車すぐ。

無料 当日に整理券配布
新潟市歴史博物館

学芸課
025-225-6111

新潟市歴史博物館ホームページ

http://www.nchm.jp/

34 新潟市 「新潟　竹あかり花あかり」2015

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24日(土)～10月25日(日) 18:00～21:00 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

ルより新潟市観光循環バス「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。

有料

1,000円
不要 新潟市旧齋藤家別邸 025-210-8350

HP

http://saitouke.jp/

35 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21日(土)～11月23日(月) 17:00～19:00 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

ルより新潟市観光循環バス「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。

有料

300円
不要 新潟市旧齋藤家別邸 025-210-8350

HP

http://saitouke.jp/

富山県

36 富山市 運河まつり2015

【主催】運河のまちを愛する会（地元団体）

【内容】スタンプラリーや運河クルーズ等をとおし、昭和の土

木遺産である富岩運河、中島閘門、牛島閘門等に親しんでもら

うもの。

【文化財指定施設】国指定重要文化財：中島閘門

【国登録有形文化財：牛島閘門

10月11日（日） 9:00～16:00

中島閘門：富山市中島2丁目字

浦川原割３番２号

牛島閘門：富山市木場町16－1

中島閘門：富山ライトレール　越中

中島駅から徒歩10分

牛島閘門：JR富山駅から徒歩10分

無料 不要 富山県土木部港湾課 076‐444‐3336

37 滑川市

滑川の古い建物大公開！！

ー市指定文化財・国登録有形文化財等の一般公

開ー

滑川市博物館で開催される「地域を描く・神社を建てるー岩城

家文書の絵図と図面ー」に合わせて、岩城庄之丈が設計・建築

した建物等を一般公開するもの

（公開施設・日程は変更の可能性あり。詳細の確認は問い合わ

せ先に連絡をお願いします。）

11月29日（日）、12月６日

（日）
10:00～15:00

〒936‐0063

滑川市瀬羽町1860ほか

富山地方鉄道中滑川駅下車預保徒歩5

分

あいの風とやま鉄道滑川駅から徒歩

30分

無料 不要
（NPO）滑川宿まちなみ

保存と活用の会
076-475-0015

38 滑川市 酒蔵アート　in　なめりかわ2015
美術・書道・写真・木工品等の各芸術家による、登録有形文財

建物を利用ての展示会

10月14日（水）～10月18日

（日）
10:00～16:00

〒936‐0063

滑川市瀬羽町1860

富山地方鉄道中滑川駅下車預保徒歩5

分

あいの風とやま鉄道滑川駅から徒歩

30分

無料 不要
（NPO）滑川宿まちなみ

保存と活用の会
076-475-0015

39 静岡市

旧マッケンジー住宅展覧会

「マッケンジー氏と静岡茶

～静岡茶貿易のパイオニア～」

旧マッケンジー住宅の家主であったダンカン・Ｊ・マッケン

ジーの生誕130年を記念し、日本茶輸出のパイオニアとして日

本茶業界の拡大に貢献したダンカン・Ｊ・マッケンジーの業績

を、写真や解説等によるパネル展示で紹介する。

10月31日（土）～11月30日

（月）
9:00～16:30

〒422‐8034

静岡市駿河区高松2852

JR静岡駅下車

⇒しずてつジャストライン（バス）

　浜敷地下車

　徒歩５分

静岡ICから車で10分

無料 不要
静岡市観光交流文化局歴

史文化課
054-221-1066

40 静岡市
「ガイドと歩く東海道史跡めぐり

～岡部宿から宇津ノ谷峠へ～」

宇津ノ谷峠を歩き、国登録有形文化財明治の宇津ノ谷トンネル

など周辺の歴史に触れる。
11月15日（日） 9:00～14:00

藤枝市岡部町岡部～静岡市駿河

区宇津ノ谷

しずてつジャストライン（バス）

　岡部宿柏屋前下車
300円

10月21日～　静岡市

コールセンターへ

tel:054－221－1066

静岡市観光交流文化局歴

史文化課
054-221-1066

静岡県
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企画名 概要
№

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間 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

道県府県

岐阜県

41 岐阜市 濃尾地震124年記念行事

国登録有形文化財「震災紀念堂」は、近代化日本を襲った初め

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創建され、約120年に亘って追悼を

行ってきた。

平成22年からは、祥月命日の追悼行事終了後に地震に関連す

る講演会を実施しており、今年は岐阜大学副学長の杉戸真太教

授、一級建築士の横井守氏による講演を行います。

10月28日(水） 10:00～12:30 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(長良方

面)のバスに乗車、「柳ケ瀬」「市役

所南庁舎前」下車。

無料

必要　往復ハガキに住

所、氏名、電話番号、参

加人数を明記し、10月

15日(木)までに申し込

む。(定員80名先着順)

濃尾震災紀念堂保存機構

企画の申込先は〒501‐

1193　岐阜市柳戸1‐1

岐阜大学流域圏研究セン

ター篠田真央気付

三重県

42 松阪市 旧長谷川家邸「火用心」札　印刷体験
江戸時代に作られた版木を使用して、長谷川家の年中行事の一

つである「火用心」札の印刷体験をしていただけます。

10月11日(日)～10月12日（月

祝）
10:00～16:00 三重県松阪市魚町1653他

松阪駅から徒歩：約15分

バス：三重交通「松阪中央病院行

き」乗車、「本町」下車　徒歩2分

市街地循環バス（鈴の音バス）「左

回り」乗車、「プラザ鈴」下車　徒

歩3分

無料 不要

松阪市教育委員会文化課

文化財係

〒515‐8515　三重県松

阪市殿町1315‐3

0598‐53－4393

http://www.city.matsusaka.mie.jp/
www/contents/1426034830740/in
dex.html

京都府

43 舞鶴市 赤れんがフェスタin舞鶴2015

赤れんが倉庫群が織りなすエキゾチックな魅力を広く発信する

ために、赤れんがパークを会場として、さまざまなカルチャー

イベントを開催する。

10月24日(土)～10月25日(日) 10:00～16:00
京都府舞鶴市字北吸１０３９番

地の２　舞鶴赤れんがパーク

ＪＲ東舞鶴駅より徒歩約15分

ＪＲ東舞鶴駅前より京都交通バス約5

分「市役所前」下車すぐ

無料 不要

赤れんがフェスタin舞鶴

実行委員会(舞鶴市文化

振興課　赤れんがパーク

係)

0773-66-1019 http://akarenga-park.com

44 舞鶴市 舞鶴赤れんがハーフマラソン2015

重要文化財の赤れんが倉庫群をスタートとゴール地点に設定。

海上自衛隊の桟橋や航空基地などの構内をコースに取り入れ、

秋の舞鶴を駆け抜ける赤れんがハーフマラソンを開催する。

ハーフマラソンの部と３kmの部がある。

10月12日(月祝) 9:00～12:00
京都府舞鶴市字北吸１０３９番

地の２　舞鶴赤れんがパーク

ＪＲ東舞鶴駅より徒歩約15分

ＪＲ東舞鶴駅前より京都交通バス約5

分「市役所前」下車すぐ

舞鶴赤れんがハーフマラ

ソン実行委員会事務局

（舞鶴市教育委員会ス

ポーツ振興課内）

0773-66-1058
http://www.maizuruakarenga-
marathon.jp/

兵庫県

45 養父市 あけのべ一円電車まつり

明延鉱山探検坑道（旧世谷通洞坑）の見学会、一円電車「くろ

がね号」の乗車体験、共同浴場や社宅といった、鉱山町の見ど

ころを訪ね歩くスタンプラリーや、一円電車の発着場があった

大仙選鉱場周辺のジオラマ模型の展示、鉱石コレクション展な

どを開催します。（会場：あけのべ憩いの家周辺）

10月4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/

鳥取県

46 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を行

います。当日は無料で若桜駅構内に入ることができ、昨年に引

き続き、ミニSLやトロッコ列車の乗車体験(有料)、Nゲージの

体験等を実施します。また、鉄道に関する様々な展示・コー

ナーを設置する予定です。

11月8日(日) 9:00～16:00 八頭郡若桜町若桜345‐2 若桜鉄道若桜駅下車

無料

※若桜駅構内を

無料開放

不要 若桜町産業観光課 0858-82-2238 http://www.town.wakasa.tottori.jp/

広島県

47 呉市 「櫻井小太郎と呉まち」

設計家　櫻井小太郎が設計した建築物の国重要文化財の「旧呉

鎮守府司令長官官舎」の建築１１０周年を記念したミニ企画展

を実施するもの。

9月19日(土)～平成28年3月31

日(木)

※休館日は毎週火曜日(祝日・

休日の場合は翌日休館)及び 12

月29日～1月3日

9:00～17:00

最終入館16:30まで
呉市幸町4番6号

バス:(1)JR呉駅から呉探訪ループバ

ス又は広電バス(坪の内経由)鍋桟橋

行き「入船山公園」バス停下車すぐ

(2)JR呉駅から広電バス・昭和町経

由・音戸倉橋方面「眼鏡橋」バス停

下車、徒歩3分

車:広島呉道路(クレアライン)呉ICか

ら約5分

電車:JR呉駅から徒歩約13分

船:呉中央桟橋から徒歩約15分

一般250円(200円)

高校生150円(120円)

小中学生100円(80円)

※(　)内は20人以上の団体料

金

※呉市に在住し、又は呉市内

の学校に通学する高校生及び

小・中学生並びに小学校未就

学児は無料

不要
呉市役所文化スポーツ部

文化振興課
0823-25-3463 http://irifuneyama.com/

山口県

48 下関市 旧秋田商会ビル屋上庭園一般公開
通常は3階までしか見学できない旧秋田商会ビルの屋上庭園を

一般公開します。
11月21日(土)～11月27日(金)

10:00～16:00

※21日(土)は、13：

00～16：00

（混雑時は人数制限

させていただく場合

があります）

下関市南部町23番11号
JR下関駅からバスで7分「唐戸」下車

徒歩すぐ
無料 不要

下関市観光交流部

観光施設課
083-231-1838

http://www.city.shimonoseki.yamaguchi

.jp/kanko/frame/arekore_rekisi_akita.ht

ml

49 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、右記実施日に無料開放いた

します。
10月10日(土)

9:00～17:00

(最終入園16:40)
下関市長府黒門東町8番11号

JR下関駅からバスで20分「市立美術

館前」下車徒歩すぐ
無料 不要

下関市観光交流部

観光施設課
083-231-1838

http://www.s-

kanrikousha.com/teientop.html

50 下関市
下関総合車両所一般公開「鉄道ふれあいフェス

タ2015」

普段、間近で見ることの出来ない鉄道車両の展示、迫力ある車

両の吊り上げや電車の主要部分の仕組み等の見学、小さなお子

様にも楽しんで頂けるミニ新幹線の運行など、多数の企画を用

意して皆様のご来場をお待ちしております。

10月17日(土) 10:00～15:00 下関市幡生宮の下町1番2号
JR山陽本線「幡生駅」下車

徒歩5分
無料 不要

JR西日本

下関総合車両所
083-252-3148

http://www.westjr.co.jp/press/article/20

15/09/page_7621.html

51 萩市
萩博物館企画展

「明治日本の産業革命遺産と萩」

平成27年7月萩市の資産を含む「明治日本の産業革命遺産～製

鉄・製鋼、造船、石炭産業～」が世界文化遺産に登録されたこ

とを記念し、萩の5資産の位置付けを紹介し、幕末の萩(長州

藩)取り組んだ工業化の試行錯誤の段階から明治政府による工

業化の実現へと至る一連の軌跡を紹介します。

9月19日(土)～11月29日(日)
9:00～17:00

(入館は16:30まで)
萩市大字堀内355番地

JR山陰本線「東萩駅」から車で10分

／徒歩30分

萩バスセンターからまぁーるバス西

回り6分「萩博物館前」下車すぐ

大人　　510円

中高生　310円

小中生　100円

不要 萩市文化財保護課 0838-25-3299 http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/

52 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「明治日本の産業革命遺産～製鉄・

製鋼、造船、石炭産業～」の資産のひとつである国指定史跡

「恵美須ヶ鼻造船所跡」で実施している発掘調査の現地見学

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17日(土)
10:00～11:30

※雨天中止
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

萩バスセンターからまぁーるバス東

回り18分 徒歩5分

無料 不要 萩市文化財保護課 0838-25-3299 http://www.city.hagi.lg.jp/

http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1426034830740/index.html
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1426034830740/index.html
http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1426034830740/index.html
http://akarenga-park.com/
http://www.maizuruakarenga-marathon.jp/
http://www.maizuruakarenga-marathon.jp/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.fureai-net.tv/akenobesizen/
http://www.town.wakasa.tottori.jp/
http://irifuneyama.com/
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/frame/arekore_rekisi_akita.html
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/frame/arekore_rekisi_akita.html
http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/kanko/frame/arekore_rekisi_akita.html
http://www.s-kanrikousha.com/teientop.html
http://www.s-kanrikousha.com/teientop.html
http://www.westjr.co.jp/press/article/2015/09/page_7621.html
http://www.westjr.co.jp/press/article/2015/09/page_7621.html
http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku/
http://www.city.hagi.lg.jp/
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企画名 概要
№

所在

市町村

企画内容
企画実施日・期間 実施時間 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

道県府県

愛媛県

53 新居浜市
平成２7年度特別企画展

「近代陶磁デザインの革新・再生と瓢池園」

広瀬次郎の実父、河原徳立は近代輸出用陶磁器の基礎を築いた

人物であった。明治６年のウィーン万博出品課御用係を勤めた

河原徳立は、輸出用陶磁器の必要性を痛感し、東京深川に上絵

付け工場「瓢池園」を設立した。瓢池園の作品は、ジャポニズ

ム旋風に乗って海外で好評を博した。

　一方、アールヌーボーでにぎわう明治33年のパリ万博に審

査員として参加した河原は、日本陶磁のデザインの立ち遅れに

愕然として帰国。京都に移住後、明治40年、広瀬満正と共同

で京都瓢池園を設立、陶磁デザイン革新への挑戦を続け、その

作品群は、広瀬京都別邸（現、廣誠院）に引き継がれ、今日に

至っている。

　本企画展では、廣誠院の所蔵品を中心に、瓢池園（東京）・

京都瓢池園とその関連の作品をとおして、近代陶磁デザイン革

新の試みを紹介します。

10月17日(土)～11月29日

（日）

※期間中の休館日

10月19日（月）、26日

（月）、11月2日（月）、4日

（水）、9日（月）、16日

（月）、24日（火）

9:30～17:30 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/sos
hiki/hirose/kikaku27.html

54 新居浜市 平成２７年度特別企画展記念講演会

上記企画展に関する記念講演会

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）

10月31日(土) 13:30～15:00

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/sos
hiki/hirose/kikaku27.html

55 新居浜市 無料入場及び台所喫茶
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（有料）を行う。

11月１４日(土)～11月１５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

(台所喫茶は有料)
不要

新居浜市教育委員会

新居浜市広瀬歴史記念館
0897-40-6333

https://www.city.niihama.lg.jp/sos
hiki/hirose/kikaku27.html

56 新居浜市
2015特別企画展「住友化学開業１００周年記

念　回想写真展」

別子銅山の銅精錬事業に関連してさまざまな事業が誕生・発展

してきた住友各社の中で、住友化学株式会社の開業１００周年

にあたり、写真と絵画で歴史を綴る特別企画展

１０月１日(木)～1０月３１日

(土)※期間中の休館日　　毎週

月曜日　・　１０月１７日

（土）

9:00～16:00 新居浜市角野新田町３－１３

JR：新居浜駅からタクシー約15分

自動車：松山自動車道　新居浜ICか

ら約10分、西条ICから約30分

無料

不要（ただし、団体の場

合は事前問合せをお願い

します）

別子銅山記念館
０８９７－４１－

２２００
無

香川県

57 坂出市 鎌田共済会郷土博物館収蔵品展

第1展示室　台湾先住民の民具を紹介

第2展示室　国の重要文化財「久米通賢関係資料」を展示紹介

第3展示室　戦中・戦後の婦人雑誌付録からその時代の女性た

ちの暮らしなどを紹介

10月1日(木）~H28.3月31日

（木）※期間中の休館：月曜

日、祝祭日、年末年始（12月

29日～1月4日）

9:30～16:30 坂出市本町１－１－２４

高松駅からマリンライナー（快速電

車）で約１５分

岡山駅からマリンライナー（快速電

車）で約４０分

JR予讃線坂出駅から徒歩約５分

無料 不要
公益財団法人　鎌田共済

会郷土博物館

０８７７－４６－

２２７５
http://ｗｗｗ.kamahaku.ｊｐ

58 坂出市 四谷シモン人形展
昭和初期に建てられたモダンな建物・淡翁荘内のさまざまな場

所に四谷シモン氏の人形２３体を展示

10月1日(木）~H28.3月31日

（木）※火・木・土のみ開館
10:00～16:00 坂出市本町１－6－35

高松駅からマリンライナー（快速電

車）で約１５分

岡山駅からマリンライナー（快速電

車）で約４０分

JR予讃線坂出駅から徒歩約５分

有料（５００円） 不要
公益財団法人　鎌田共済

会郷土博物館

０８７７－４６－

２２７５
http://ｗｗｗ.kamahaku.ｊｐ

佐賀県

59 小城市
小城どこでんミュージアム屋根のない博物館

「小城のお宝展」

市内の国登録有形文化財、ギャラリー、まちの駅に眠る「お

宝」を展示する。

・小城のお宝展　スタンプラリー（24会場のうち5つのスタン

プを集め、プレゼントに応募）

・小城のお宝展　長崎街道エビスウオーク

・小城のお宝展　市民学芸員認定試験

・「佐賀大学・小城市交流事業特別展」講演会、史跡探訪会

11月7日(土)～11月23日(月・

祝)

9:00～17:00

※時間・休日は各会

場によって異なりま

す。

小城市内一円 24会場

①JR小城駅（唐津線）、JR牛津駅

（長崎本線）

②長崎自動車道、佐賀大和ICより約

15分、多久ICより約10分

無料
会場によっては、団体の

場合必要

我が家のお宝展実行委員

会事務局・小城市教育委

員会 文化課文化財保護

係

0952-73-8809 　

60 唐津市
「近代建築のふるさと唐津」

講師：東秀紀（首都大学東京教授)

明治日本の建築を牽引した「辰野金吾」と「曾禰達蔵」。唐津

藩出身の2人の偉大な建築家について講演会を実施する。
11月7日(土) 15：00～17：00

旧唐津銀行

唐津市本町1513番地15

JR唐津駅から徒歩10分

西九州自動車道唐津ICから車で15分
無料 無（定員100名）

唐津市観光・文化・ス

ポーツ部観光課
0955-72-9127

61 唐津市 旧唐津銀行限定見学会

旧唐津銀行の通常の見学コースに加え、普段は登ることができ

ない螺旋階段や塔屋(屋根裏）、貴賓室を1日限定で公開しま

す。

11月7日(土)

午前の部（10：00

～）

午後の部（14：00

～）

旧唐津銀行

唐津市本町1513番地15

JR唐津駅から徒歩10分

西九州自動車道唐津ICから車で15分
無料

各部20人

電話申込先着順

唐津市観光・文化・ス

ポーツ部観光課
0955-72-9127 http://karatsu-bank.jp/

熊本県

62 人吉市
くま川鉄道歴史遺産登録記念「くまてつ遺産探

訪」

平成２６年１２月に国登録有形文化財に登録されたくま川鉄道

関連遺産である駅舎や橋梁などを鉄道を利用しながら歩いて見

学するイベントです。

１１月２２日（日)

10:00～16：30

人吉温泉駅を10：20

に出発し、鉄道を利

用しながら鉄道遺産

を見学。終点の湯前

駅で折り返し、16：

13人吉駅で解散。

くま川鉄道株式会社

人吉市中青井町２６５番地
人吉温泉駅で集合・解散 有料（現時点で未定） 事前予約制 人吉市自治振興課

0966-22-2111

（内線2221）
http://www.kumagawa-rail.com/

　：全近会員自治体所在または会員主催による企画事業

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/kikaku27.html
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/kikaku27.html
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/kikaku27.html
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/hirose/kikaku27.html
http://www.kamahaku.jp/
http://www.kamahaku.jp/
http://www.city.ogi.lg.jp/main/7683.html
http://karatsu-bank.jp/
http://www.kumagawa-rail.com/

