
近代化遺産全国一斉公開２０１９　企画事業一覧

企画名 概要

青森県

1

むつ市 北の防人大湊ジュニアガイド

ツアー

むつ市立大湊小学校６年生「北の防人大湊ジュニ

アガイド」が、地元の魅力を発見し、その魅力を

伝えることを目的に学習した成果として、重要文

化財や海上自衛隊史料館北洋館、公園内を案内す

るツアーです。大人のガイドグループがサポート

します。

10月10日（木） 10:00～11:30 むつ市水源地公園（青森県むつ市宇田

町、桜木町）

JRバス：JR大湊駅前バス停から脇

野沢方面行き10分→海上自衛隊前

バス停下車徒歩5分

車：国道338号線を川内・脇野沢方

面へ（JR大湊駅から約４㎞）

無料 要（10月4

日まで）

むつ市教育委員会生

涯学習課

0175-22-

1111（内線

3142）

http://www.city.mutsu.lg.jp

岩手県

2

盛岡市 パネル展「もりおかの近代洋

風建築」

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と建てられ

ていきました。会場である「旧宣教師館」は、市

内に残る近代洋風建築の好例の一つです。新しい

技術を生かし、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16日(水)～10月18日

(金)

10:00～16:00

（18日は15:00ま

で）

大沢川原センター（盛岡市大沢川原三

丁目5番26号）

JR盛岡駅から徒歩13分、タクシー4

分

無料 不要 盛岡市教育委員会事

務局歴史文化課

019-639-

9067

宮城県

3

仙台市 僧侶と巡る境内案内 国登録文化財の山門前から同じく国登録文化財の

手水舎・鐘楼・御守授所・御廟貞義堂（旧本堂）

をめぐり、大本堂・五重塔までを、僧侶と共にお

参りします。それぞれの場所や建物の由来・意味

などを説明しながらのご案内です。

毎週土日祝日（天候等による

中止あり）

10/6･7は御本尊御開帳を

行っております。

13:10～14:10 仙台市青葉区大倉字上下1 市バス⇒仙台駅市バスターミナル

10番乗場「定義」行き乗車。終点

「定義」下車（所要時間約90分）

自家用車⇒東北自動車道宮城イン

ター→R48山形方面→熊ヶ根橋信号

右折→大倉ダム経由→定義（所要時

間45分）

無料 不要 定義如来西方寺 022-393-

2011

https://jogi.jp/

宮城県

4

仙台市 写経体験 国登録文化財の御廟貞義堂（旧本堂）内で写経が

できます。必要な道具は全て揃えてありますの

で、ご希望の方は自由に参加・見学することがで

きます。書き終えた写経は、お納めいただき、翌

朝のお勤めにおいてお読み上げさせていただきま

す。

毎日 9:00～16:00 仙台市青葉区大倉字上下1 市バス⇒仙台駅市バスターミナル

10番乗場「定義」行き乗車。終点

「定義」下車（所要時間約90分）

自家用車⇒東北自動車道宮城イン

ター→R48山形方面→熊ヶ根橋信号

右折→大倉ダム経由→定義（所要時

間45分）

500円 不要 定義如来西方寺 022-393-

2011

https://jogi.jp/

宮城県

5

気仙沼

市

風待ち・まちなか美術館 内湾地区（風待ち地区）の東日本大震災で被災し

再建された国登録有形文化財（角星店舗・武山米

店・三事堂ささ木・小野建商店土蔵）において、

所有者の貴重な資料の展示公開や、芸術家等の作

品を展示し、文化財という特別な建物空間で、芸

術に触れてもらう。

10月26日(土)～11月９日

(土)

9:00～15:00（各

文化財の店舗によ

り公開日（営業

日）・時間が異な

ります。）

宮城県気仙沼市魚町・南町・八日町 JR大船渡線気仙沼駅下車、徒歩20

分

三陸自動車道気仙沼中央IC降車

無料 不要 気仙沼市教育委員会

生涯学習課

0226-22-

3442

https://kazemachi.jp

茨城県

6

取手市 旧取手宿本陣ガイドツアー 県指定有形文化財である旧取手宿本陣染野家住宅

を市の学芸員が案内・解説を行います。その中で

茨城県の近代化遺産である明治前期の郵便窓口の

紹介も行います。

11月1日（金）～11月4日

（月）

11：00～00：00

14：00～15：00

※11月2日は11時

からの1回のみにな

ります

茨城県取手市取手2丁目16-41 常盤線取手駅から徒歩8分

柏ICより車で30分、谷和原ICより

車で40分、無料駐車場あり

無料 不要 取手市埋蔵文化財セ

ンター

0297-73-

2010

https://www.city.toride.ibaraki.
jp/maibun/bunkakatsudo/rekis
hi/shitebunkazai/somenoke.ht
ml

栃木県

7

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、座談会、

アートイベント等)

・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

・ワークショップ(石窯料理、煉瓦製小物作り)

10月12日(土)～10月13日

(日)

9:00～17:00

・文化遺産フェス

ティバルは12日

(土)13:00-16:30

・模擬店は12日

(土)10:00-15:00

〒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

群馬県

8

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。

10月26日(土) 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/100000000096
8/index.html
（９月月末掲載予定）

№
所在

市町村

所在

道県府県

企画内容 企画実施日・期間 問合せ先 TEL 関連Webサイト実施時間 所在地（住所） 交通 料金 事前予約

http://www.city.mutsu.lg.jp/
https://jogi.jp/
https://jogi.jp/
https://kazemachi.jp/
https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/shitebunkazai/somenoke.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/shitebunkazai/somenoke.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/shitebunkazai/somenoke.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/shitebunkazai/somenoke.html
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（９月月末掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（９月月末掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（９月月末掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1000000000968/index.html（９月月末掲載予定）


山梨県

9

都留市 都留市商家資料館　アナログ

レコード鑑賞会

大正時代に建てられた旧仁科家住宅で幅広い世代

の市民が芳醇な音楽の時間を体験する場として｢ア

ナログレコード鑑賞会｣を開催します。また、レ

コード鑑賞とともにその名曲が生まれた背景など

を解説します。

11月2日(土) 13:30～15:00 山梨県都留市上谷3丁目1番20号 ＪＲ中央線｢大月駅｣乗り換え、富士

急行線｢谷村町駅｣下車、徒歩5分。

または、車で中央自動車道富士吉田

線｢都留IC｣より5分。

無料 不要 都留市教育委員会

生涯学習課文化振興

担当

0554-45-

8008

山梨県

10

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

建物内にてピアノコンサートを開催いたします。

10月26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｢小形山バス

停｣下車、徒歩約5分。

車で中央自動車道｢都留IC｣から約

20分、または｢大月IC｣から約20

分。

無料 不要 都留市教育委員会

生涯学習課文化振興

担当

0554-45-

8008

長野県

11

軽井沢

町

軽井沢リゾートコンサート 重要文化財　旧三笠ホテル館内においてクラシッ

クコンサートを開催。

10月14日(月･祝)

10月19日(土)

14:00～14:30 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢

1339-342

北陸新幹線･しなの鉄道｢軽井沢駅｣

から草軽交通バス｢北軽井沢方面行

き｣8分、｢三笠バス停｣下車すぐ。

一律400円 不要 軽井沢町教育委員会

生涯学習課文化振興

係

0267-45-

8695

https://www.town.karuizawa.lg.jp/

富山県

12

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において、

「茶会」や「いけばなの展示」、「演奏会（パー

カッション・アンサンブル）」を催します。

茶会は11/10（日）、演奏会は11/17（日）、いけ

ばな展示は11/８（金）～10日（日）のみ実施

11月8日（金）～11月17日

（日）

9時00分～16時30

分

富山県小矢部市水落35番地 あいの風とやま鉄道　石動（いする

ぎ）駅より東に3.8ｋｍ

無料

（茶会は500

円の茶券が必

要、演奏会は

整理券が必

要）

無 小矢部市教育委員会

生涯学習文化課

0766-67-

1760

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

oshiki/kyouikuiinkai/shougaigakusyu

bunka/shisetsu/otanihakubutukan/5

/index.html

富山県

13

小矢部

市

Ａｍａｐｏｌａ　Ｆｅｓ

2019　(アマポーラ　フェス

2019)

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」

登録有形文化財「旧宮島村役場」を会場に、クラ

フト作家による展示販売、カフェやランチ、フ

リーコンサートなどを楽しんでいただけるイベン

トです。

この建物は、大正末期の洋館をリノベーション

し、風力・太陽光発電・バイオマスエネルギーな

どの再生可能自然エネルギーを利用して生活して

います。出展者の方にも、できるだけエコロジー

に配慮した参加をお願いしています。

10月13日(日)～10月14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(いする

ぎ)駅より東に3.40km

無料

ワークショッ

プ参加者のみ

2,000円

不要 アマポーラフェス実

行委員会

090-9441-

6364

0766-67-

6402(studi

o-tao)

【ホームページ】

http://www.amapolafes.com/

【Ｆａｃｅｂｏｏｋ】

http://www.facebook.com/amapola

fes

静岡県

14

掛川市 松ヶ岡探検隊 市指定文化財松ヶ岡（旧山﨑家住宅）を多くの人

にＰＲし、特に子ども達に関心を持ってもらうた

め、松ヶ岡を舞台とした子ども向けイベントを開

催します。

松ヶ岡を探検気分で回るスタンプラリーや、駕籠

乗り体験など親子で楽しめるイベントです。

10月26日（土）～10月26日

（土）

10:00～15:00 静岡県掛川市南西郷838 東名高速道路掛川Ｉ．Ｃより車約

10分

ＪＲ掛川駅より徒歩約15分

無料 不要 掛川市教育委員会

社会教育課

0537－21－

1158

http://www.bt-
r.jp/matsugaoka/

岐阜県

15

岐阜市 濃尾地震128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、今年は岐阜大学流域圏科学研究センター久

世益充准教授と兵庫県立大学大学院減災復興政策

研究科の阪本真由美准教授の講演を行います。

10月28日(月) 10:00～12:30

第1部　法要：午前

10時～

第2部　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 往復はがき

で10月15

日（火）

【消印有

効】までに

要申し込

み。（定員

80名）

岐阜市教育委員会

社会教育課

住所、氏名、電話番

号、参加人数を明記

し下記まで、。

【参加申込み先】

〒501-1193　岐阜市

柳戸1-1　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

058-214-

7157

https://shinsai-kinendou.com/

http://www.bt-r.jp/matsugaoka/
http://www.bt-r.jp/matsugaoka/
https://shinsai-kinendou.com/


愛知県

16

岐阜市 あいちのたてもの博覧会／愛

知登文会 登録有形文化財 建

物特別公開2019

愛知県の登録有形文化財を特別公開するイベント

です。個人のお宅や学校、企業事務所など、普段

は見ることのできない建物も見学いただけるほ

か、所有者や建築分野の専門家と連携して、建物

解説やまち歩きツアー、各種イベントを行いま

す。有料イベント「プレミアム企画」では、特別

な見学会を企画しております。

10月12日（土）～11月24日

（日）のうち11日間

それぞれ開催地域が異なるの

で、愛知登文会ホームページ

にてご確認ください。

10月12(土)、13(日)、

14(月)、19(土)20(日)

11月2(土)、4(月)、9(土)、

10(日)、17(日）\)、24(日)

開催場所をGoogleマップでご確認い

ただけます。

https://drive.google.com/open?id

=1_ZztLDw_sv0jVomy9VBy-

08MG6wcXuzx&usp=sharing

1000円～

4000円

※プレミアム

企画、10/12

～10/20

建物解説は

事前申込

み。詳細は

ホームペー

ジにて事前

にご確認く

ださい。

愛知県国登録有形文

化財建造物所有者の

会

(株)都市研究所スペー

シア

052-242-

3262

http://www.aichi-
tobunkai.org/kokai/2019/index
.html

滋賀県

17

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

通常非公開の建築を含め、市内のヴォーリズ建築

を巡る。ヴォーリズ記念館館長の楽しく分かりや

すい解説は毎回好評！

10月5･13･14日は

9:30集合

10月4･6･12日は

12:30集合

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）

解散場所：ヴォーリズ学園

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 必要 近江八幡観光物産協

会

0748-32-

7003

https://www.biwako-

visitors.jp/event/detail/25171

京都府
18

舞鶴市 日本遺産Week 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)10

24

http://akarenga-park.com

京都府
19

舞鶴市 舞鶴赤れんがハーフマラソン

2019

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14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)10

24

http://www.fureai-

net.tv/akenobesizen/

京都府

20

舞鶴市 重要文化財「舞鶴旧鎮守府水

道施設　北吸浄水場第１配水

池」特別公開

旧鎮守府の施設があった港湾を見下ろせる北吸浄

水場第１配水池の内部を特別公開します。

11月2日（土）・3日(日) 10:00～16:00 京都府舞鶴市字北吸509 無料 不要 舞鶴市文化振興課 0773(66)10

19

大阪府

21

柏原市 ワイナリー見学会 西日本において現存最古のワイナリーの畑、工

場、国登録文化財の貯蔵庫を見学する。テイス

ティングルームでの試飲も行われ、ワインを通じ

て大阪ぶどうの文化や歴史を知ることができる。

見学に際しての留意事項あり。イベント内容によ

り参加費を変更することもあり。詳細は開催者ま

で。

募集時期は未定。開催日情報

はHPで確認。

大阪府柏原市太平寺2-9-14 近鉄大阪線「安堂」東北へ徒歩10

分

JR関西本線「柏原」東へ徒歩15分

有料

1,000円

事前申し込

み制（定員

制）

カタシモワインフー

ド株式会社

 

kingselby@kashiwar

a-wine.com

072-971-

6334

http://www.kashiwara-
wine.com

鳥取県

22

鳥取市 旧美歎水源地フェスティバル

2019（近代化遺産全国一斉

公開イベント）

100年前の文化遺産を馬に乗って施設ガイドととも

に散策します。子供も大人も乗馬可能。えさやり

体験やふれあいコーナーもご用意しています。ま

た、キャンディーポットを思わせる洋風な建物の

中では、紅茶をはじめ本格的なハーブティー、洋

菓子を販売。当日は濾過池のほとりに並ぶバルブ

室をカフェとして特別に公開します。このほか移

動図書館や美歎米の栗おこわなどの地元特産市も

同時開催します。

11月9日(土) 10:00～15:00 鳥取県鳥取市国府町美歎地内 鳥取駅よりタクシーで約20分

路線バス：JR鳥取駅から日ノ丸バ

ス中河原線乗車、「因幡万葉歴史館

入口」下車、徒歩30分（約2㎞）

無料

※乗馬体験、

えさやりは無

料

不要 鳥取市教育委員会文

化財課

0857-20-

3359(11月4

日まで)

0857-22-

8111(代表

番号、11月

5日から)

http://www.city.tottori.lg.jp/w
ww/contents/1569371182201
/index.html

岡山県

23

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3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<9月

15日(日)

から受付>

備中町並みネット

ワーク(9:00～

17:00)

090-6419-

6462

yoyaku@machiya-class.net

岡山県

24

浅口市 町家deクラス　金光町大谷

まち歩き

金光教の発展と共に明治から大正にかけて栄え

た、金光教関連施設や街並みを巡ります。大谷地

区内には、国登録有形文化財の「定金家住宅」や

「金光教徒社」があります。また、近隣に生えた

暮らしに身近な竹を活用し、菓子楊子を作成し、

自家焙煎ほうじ茶体験と合わせて金光饅頭を戴き

ます。

11月17日(日) 9:30～12:00 岡山県浅口市金光町大谷地区 JR山陽本線「金光」駅から徒歩5分 800円 必要<9月

15日(日)

から受付>

備中町並みネット

ワーク(9:00～

17:00)

090-6419-

6462

yoyaku@machiya-class.net

岡山県
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津山市 旧津山扇形機関車庫転車台回

転実演

土・日曜日や連休に合わせて転車台の回転の実演

を実施します。

10月12日(土)、13日(日)、

14日(月)　　12:00～12:-

05、15:00～15:05

11月9日(土)、10日(日)

11:00～11:05　※11月につ

いては、その他日程でも実施

する可能性あり。

岡山県津山市大谷 JR津山線　津山駅より徒歩約10分

津山駅路線バス１番のりば　ごんご

バス小循環線が運行

無料 不要 津山市観光振興課 0868-35-

3343

http:www.tsuyamakan.jp/mana
bi/

http://www.aichi-tobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichi-tobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichi-tobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.kashiwara-wine.com/
http://www.kashiwara-wine.com/
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1569371182201/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1569371182201/index.html
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1569371182201/index.html
mailto:yoyaku@machiya-class.net
mailto:yoyaku@machiya-class.net


山口県

26

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27日(日) 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

愛媛県
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新居浜

市

令和元年度特別企画展

別子銅山が育んだ社宅街Ⅱ

住友山田社宅

～鷲尾が夢見た理想の郊外住

宅～

住友山田社宅は、鷲尾勘解治（別子鉱山常務取締

役）によって、企業と地域社会が共存共栄の理念

のもと、永続的に継続できる方策の一つとして、

昭和４年から建設が始まり、その後、約80年にわ

たり住み続けられました。それは、郊外住宅の思

想のもと、良好な住環境と高水準の住宅をめざし

た社宅で、単なる仮の住処ではなく、別子銅山と

それから派生した事業が共に永続することを希求

する表れでもありました。

近年、老朽化と耐震性の問題から社宅の大半は取

り壊されましたが、別子鉱業所長宅、住友化学幹

部社宅、共電幹部社宅など６棟が住友各社から新

居浜市に寄贈され、保存活用が図られることとな

りました。本企画展では、寄贈された幹部社宅を

中心に、山田社宅の歴史的意義について紹介しま

す。

11月2日(土)～12月1日

（日）

※期間中の休館日

11月4日（月・振）、11日

（月）、18日（月）、25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　550

円、団体

（20名以

上）440円、

18歳未満及

び高校生・大

学生等無料

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

270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/

愛媛県
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新居浜

市

企画展関連事業

第13回台所喫茶店　広瀬と

音楽Ⅱ

（無料入場）

旧広瀬邸（重要文化財・名勝）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）、吹奏楽などの演奏、旧広瀬邸写真

展示、高校生ガイドツアーなどのイベントを行

う。

11月2日(土)～11月3日(日・

祝)

開館時間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

(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/sos

hiki/hirose/

愛媛県

29

新居浜

市

企画展関連事業

特別記念講演会

「住友山田社宅の歴史的意

義」

企画展にあわせて、住友山田社宅の歴史的意義に

ついて、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）

11月9日(土) 13:30～15:30 講演会場：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/

福岡県

30

大牟田

市

炭鉱の祭典2019　旧長崎税

関三池税関支署会場

・施設の公開(10:00－17:00)

・ワンディカフェ（喫茶）

 ・わくわくフォトラリー

・りんりんツアー

11月3日(祝日) 10:00～16:00 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

福岡県
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大牟田

市

炭鉱の祭典2019　専用鉄道

敷跡会場

・諏訪川橋梁を渡る特別ウォーク

・わくわくフォトラリー

・りんりんツアー　鉄道敷をサイクリング

11月3日(祝日) 10:00～16:00 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

福岡県
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大牟田

市

炭鉱の祭典2019　三川坑会

場

・施設公開：10:00－17:00)

・フリーマーケット

・かかしコンテスト

・露店

・わくわくフォトラリー

・りんりんツアー

11月3日(祝日) 10:00～16:00 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

福岡県

33

大牟田

市

炭鉱の祭典2019　宮原坑会

場

・ステージイベント

・食のブース

・バザー物販

・ニュースポーツ

・ミニ炭鉱電車運転

・西鉄沿線自治体等のＰＲ

・小学生ガイド

・炭鉱クイズ

11月3日(祝日) 10:00～16:00 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

佐賀県

34

唐津市 辰野金吾没後百年記念シンポ

ジウム

辰野金吾没後１００年を記念して、学識経験者や

辰野金吾の縁者を招いてシンポジウムを開催しま

す。

11月30日（土） 14:00～17:00 佐賀県唐津市本町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 不要 唐津市役所　経済観

光部　観光課

0955-70-

1717

http://karatsu-bank.jp/

　:全近会員自治体所在または会員主催による企画事業

http://s-kanrikousya.com/teientop.html
http://s-kanrikousya.com/teientop.html
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://www.miike-coalmines.jp/
http://karatsu-bank.jp/

