令和元年度

全国近代化遺産一斉公開事業

所在

所在

道県府県

No.

市町村

一覧

公開物件名

ＶＥＲ．１

指定／登録

公開日・期間

公開時間

通年

常時公開

旧国鉄上士幌線勇川橋梁、第三音更川橋梁、
1 上士幌町

第五音更川橋梁、十三の沢橋梁、第六音更川

国登録

橋梁、音更トンネル、糠平川橋梁（※）、三

（※は未登録）

3 小樽市

北海道

旧手宮鉄道施設（小樽市総合博物館・本館構
内ほか）
日本銀行旧小樽支店金融資料館

重要文化財

市指定

11月3日(火祝)まで
休館日:火曜日（祝日除く）

9:30～17:00

り）

入館は16:30まで

おたるみなと資料館

5 小樽市

ＪＲ小樽駅本屋・プラットホーム

国登録

駅舎として使用中

6 函館市

函館ＹＷＣＡ会館

国登録

10月20日（日）

7 函館市

五島軒本店旧館

国登録

10月1日～11月30日

国登録

通年

温根湯発電所跡（石碑と発電施設コンクリー
ト遺構若干残存）

9:30～17:00

休館日：水曜日（休日の除く、12月29日～１月５日、臨時休館あ

4 小樽市

8 北見市

事前

料金

予約

休館日:土日祝日

北海道小樽市手宮1丁目3番6号（小樽市総合博物館本
館構内）

問合せ先

無料

不要

てください
ヒグマの生息域のため、

一般400円
ＪＲ小樽駅前より高島3丁目行乗車。「総合博物館」下車徒歩3分

高校生200円

不要

中学生以下無料

総合博物館の屋外施設（旧手宮鉄道施設含む）は11月4日から冬期
のため見学不可（11月3日は「文化の日」につき入館無料）

教育担当

公開事業に係るWebサイト

01564-2-3024

小樽市総合博物館

0134-33-2523

日本銀行札幌支店

011-241-5315

北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾事務所

0134-22-6131

https://www.3.boj.or/otaru-m/

無料

20名以上の団体は電話予約

ＪＲ小樽築港駅より徒歩10分

無料

不要

北海道小樽市稲穂2丁目22番15号

JR小樽駅

無料

不要

業務関連箇所への立ち入り不可

ＪＲ小樽駅

0134-220771

10:00～15:00（現時点での予定）

北海道函館市松蔭町1-12

市電杉並町電停から徒歩250ｍ

無料

不要

普段から公開

一般財団法人函館ＹＷＣＡ総幹事石山千賀子

0138-51-5262

https:///www.hakodate.ywca.or.jp

11:30～20:00

函館市末広町4番5号

市電十字街電停から徒歩３分

無料

不要

普段から公開

株式会社五島軒執行役員管理部長東哲夫

0138-23-1100

http://gotoken1879.jp

常時公開

北海道北見市留辺蕊町温根湯温泉213-4

無料

不要

野外展示（冬季は雪の関係上見えなくなる可能性あり）

無料

不要

無料

不要

無料

不要

普段から公開

北見市教育委員会文化財課文化財・博物係

0157-23-6742

普段から公開

上ノ国長教育委員会文化財グループ

0139-55-2230

北海道小樽市築港2丁目2番（小樽開発建設部小樽港湾
事務所内）

ＪＲ留辺蕊駅から車で約30分、バス停「温根湯」より徒歩で約10分（双方ともに本数
が少ない）

普段から公開

上士幌町教育委員会生涯学習課生涯学習・社会

TEL

JR小樽駅より徒歩10分

9:00～16:30 ※12:00～13:00を除く

北海道小樽市色内1丁目11番16号

注意事項

誘導標識のない物件があるため、マップ等で場所を確認の上見学し

第五音更川橋梁、十三の沢橋梁、第六音更川橋梁、音更トン ＪＲ帯広駅から車で約１時間30分
ネル：北海道河東郡上士幌町字幌加

平日のみ開館

資料コーナー

交通

勇川橋梁、第三音更川橋梁：北海道河東郡上士幌町字黒石平

の沢橋梁（※）、幌加駅跡（※）

2 小樽市

公開物件住所

普段から公開
見学前に受付が必要

北見市教育委員会留辺蕊教育事務所生涯学習課
社会教育係

http://www.ot.hkd.mlit.go.jp/d3/m_si
ryo.html

0157-42-2723

休館日：月曜日・国民の祝日の翌日（月曜日が祝日の場合は開館
9 北見市

北見ハッカ記念館

市指定

し、その翌日が休館日）、金曜日・土曜日が祝日の場合は開館し、

9:00～17:00（11月1日～4月30日までは

翌日も開館

9:30～16:30に開館時間が変更）

北海道北見市南仲町１丁目７番28号

ＪＲ北見駅から徒歩約10分
駐車場有（乗用車約10台分）

北見市教育委員会文化財課文化財・博物係

0157-23-6742

http://www.kitamihakka.jp

年末年始12月30日～１月６日
休館日：毎週月曜日・国民の祝日の翌日（月曜日が祝日の場合は開
10 北見市

武華駅挺（留辺蕊開拓資料館）

市指定

館し、その翌日が休館日）、金曜日・土曜日が祝日の場合は開館

9:00～17:00

北海道北見市留辺蕊町滝の湯127番地

年末年始12月30日～１月６日

駐車場有（乗用車約10台分）

ＪＲ北見駅から徒歩20分

北見市教育委員会留辺蕊教育事務所生涯学習課
社会教育係

0157-42-2723

11 北見市

ピアソン記念館

市指定

通年

9:30～16:30

北海道北見市幸町７丁目４番28号

12 上ノ国町

石崎漁港トンネル

国登録

通年

9:00～17:00

北海道桧山郡上ノ国町字館野１番地下

自家用車

無料

不要

13 弘前市

旧弘前市立図書館

都道府県指定

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

弘前市大字下白銀町2番地1

JR弘前駅からバスで「市役所前」まで20分

無料

不要

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

14 弘前市

旧第五十九銀行本店本館（青森銀行記念館）

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

9:30～16:30

弘前市大字元長町26番地

200円

不要

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

15 弘前市

旧東奥義塾外人教師館

都道府県指定

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

弘前市大字下白銀町2番地1

無料

不要

弘前市観光課観光企画係

16 弘前市

旧藤田家住宅（太宰治まなびの家）

市町村指定

10月1日(火)～11月30日(土)

10:00～16:00

弘前市大字御幸町9番地35

無料

不要

弘前市教育委員会文化財課文化財保護係

0172-82-1642

無料

不要

学校法人弘前学院法人本部総務課

0172-36-5224

無料

不要

三上ビル所有者

0172-34-1518

弘前市都市整備部公園緑地課管理係

0172-33-8739

弘前市市民生活部文化スポーツ課

0172-40-7015

9:00～11:30
17 弘前市

弘前学院外人宣教師館

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

18 弘前市

三上ビル（旧弘前無尽社屋）

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

19 弘前市

弘前市藤田記念庭園（旧藤田家別邸）

国登録

10月1日(火)～11月23日(土)

土曜は9:00～12:00まで

弘前市大字稔町13番地1

月曜、日曜、祝日を除く

青森県

ＪＲ留辺蘂駅から車で約40分

20 弘前市

弘前市立百石町展示館（旧青森銀行津軽支
店）

市町村指定

10月1日(火)～11月30日(土)

テナントビルであるため、公開日、時間共
に各店舗の営業日時に限られる。

9:00～17:00
入館券発売は9:00～16:30まで

9:00～20:00

弘前市大字元寺町9番地

駐車場有（乗用車約７台分）、大型バスは事前相談

JR弘前駅から徒歩20分
弘南バス「土手町循環100円バス」ほか本町下車、徒歩3分

JR弘前駅からバスで「市役所前」まで20分

JR弘前駅から徒歩20分
弘南バス「小栗山線」ほか弘前大学前下車、徒歩10分
JR弘前駅から車で15分
弘南鉄道大鰐線弘前学院大前駅から徒歩3分
JR弘前駅から「下土手町」バス停まで10分、バス停から徒歩3分

東北自動車道
弘前市大字下白銀町8番地1

大鰐弘前ICから車で30分

JR弘前駅からバスで15分、藤代営業所行「市役所公園入口」下車
※100円循環バスも利用できます。

弘前市大字百石町3番地2

市内循環100円バス「下土手町」下車

店舗に問い合わせて願います。

535）

town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail
/00000388.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gai
you/shisetsu/kyuutosyo.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gai
you/shisetsu/manabinoie.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gai
you/shisetsu/2015-0223-101941.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gai
you/shisetsu/manabinoie.html

大人310円
小中学生100円
団体割引（10人以上）大人
250円

徒歩3分

複数の店舗が営業していることから、見学できる部分について、各

0172-35-1111（内線

http://www.npo-pieason.ong/

不要

指定管理者は一般財団法人弘前市みどりの協会
11月24から３月31日までは冬季閉園（高台部と洋館のみ）

http://www.hirosakipark.or.jp/hujita/i
ndex.html

小中学生80円

無料

不要

展示室は観覧料がかかる場合があります。

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/te
njikan/index.html

土・日曜日、祝祭日の１日２回，北の防人大湊ガイドグループが施
設等案内をしています。午前10時30分からと午後１時30分から、
21 むつ市

旧大湊水源地水道施設

重要文化財

10月１日(火)～11月30日(土)

常時公開

青森県むつ市宇田町・桜木町

JR大湊駅からJRバス、脇野沢方面行き約10分、「海上自衛隊前」下車、徒歩5分
JR大湊駅から国道338号を川内・脇野沢方面へ車で5分

無料

不要

いずれも「安渡館」に集合、出発となります。重要文化財、海上自
衛隊史料館、公園内を散策します。所要時間は約70分です。平日は

むつ市教育委員会生涯学習課

0175-22-1111(内線
3142)

５日前までの予約で団体の方の対応もしていますのでお問い合わせ
ください。
22 盛岡市

23 盛岡市
24 盛岡市
25 盛岡市

26 一関市

27 一関市

岩手県
28 一関市

旧第九十銀行本店本館（もりおか啄木・賢治
青春館）
岩手銀行（旧盛岡銀行）旧本店本館（岩手銀
行赤レンガ館）
岩手県公会堂
旧宣教師館
千厩酒のくら交流施設（佐藤家住宅・横屋酒
造）

せんまや街角資料館（旧専売局千厩葉煙草専
売所）
長者滝橋

重要文化財

10月16日(水)～10月18日(金)

10:00～18:00（入館は17:30まで）

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目1番25号

重要文化財

10月16日(水)～10月18日(金)

10:00～17:00（入館は16:30まで）

岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目2番20号

国登録

10月16日(水)～10月18日(金)

9:00～17:00

岩手県盛岡市内丸11番2号

未指定

国登録

国登録

国登録

10月16日(水)～10月18日(金)
10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日（祝日の場合は翌日）

0月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、毎月最終金曜日
10月1日(火)～11月30日(土)

10:00～16:00（18日は15:00まで）

岩手県盛岡市大沢川原三丁目5番26号

JR盛岡駅からバス約10分→「盛岡バスセンター」下車→徒歩3分
JR盛岡駅から車で10分
R盛岡駅からバス約10分→「盛岡バスセンター」下車→徒歩1分
JR盛岡駅から車で10分
JR盛岡駅からバス10分→「県庁・市役所前」下車
JR盛岡駅から車で10分
R盛岡駅から徒歩13分、車で4分

無料

不要

一部有料

不要

無料

不要

無料

不要

ＪＲ大船渡線千厩駅から徒歩20分
10:00～16:00

岩手県一関市千厩町千厩字北方134番地ほか

岩手県交通バス気仙沼千厩線

市役所千厩支所入口または本町から徒歩5分

無料

不要

岩手県交通バス気仙沼千厩線

市役所千厩支所入口または本町から徒歩5分

不要

岩手県一関市厳美町字滝ノ上地内（国指定名勝天然記

JR一ノ関駅から岩手県交通バス20分「厳美渓」バス停下車

念物「厳美渓」内）

東北自動車道一関ICから車で8分

無料

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

外面の公開のみ

岩手県一関市田村町2番14号

備え付けの駐車場がないので、自家用車の方はお近くの民営駐車場
を御利用ください。
専用駐車場までの道路幅が狭いため、自家用車等でお越しのお客様

平泉中尊寺（金色堂）から車で約30分

専用駐車場がありませんので、自家用車等でお越しのお客様は、資

不要

019-639-9067

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

019-639-9067

千厩まちづくり株式会社

0191-53-2070

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

一関市教育委員会文化財課

0191-26-0820

http://www.odette.or.jp/seishunkan/

http://www.iwate-kokaido.jp/

内部は原則非公開。

東北自動車道一関ICから車で約15分
日本基督教団一関教会

施設内のホール･会議室等は有料貸出のため見学のみは不可。

019-639-9067

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

料館向かいの千厩図書館駐車場を御利用ください。

JR一ノ関駅から徒歩12分
29 一関市

を御利用ください。

盛岡市教育委員会事務局歴史文化課

一般開放と施設貸出により時間に制約があります。
無料

特急バス舘山下から徒歩10分
常時公開

備え付けの駐車場がないので、自家用車の方はお近くの民営駐車場

は、市役所千厩支所駐車場を御利用ください。

ＪＲ大船渡線千厩駅から徒歩20分
岩手県一関市千厩町千厩字北方129番地1

を御利用ください。

一般開放と施設貸出により時間に制約があります。

特急バス舘山下から徒歩10分

9:00～16:30

備え付けの駐車場がないので、自家用車の方はお近くの民営駐車場

毎週日曜日は、午前10時20分から礼拝を行っており、出席は自由。
無料

不要

また、土曜日は会堂内立ち入りは可能だが、事前の予約（日本基督
教団一関教会：0191-23-5285）が必要。
普段、職員がいる場合のみ内部の立ち入りは可能。

9:00～17:00（酒の民俗文化博物館・文学
30 一関市

世嬉の一酒造場

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

の蔵・ビール工場）
9:00～18:00（酒の直売所）

JR一ノ関駅から徒歩12分
岩手県一関市田村町5番42号

平泉中尊寺(金色堂)から車で約30分

11:00～21:00（レストランせきのいち）

31 仙台市

32 仙台市

33 仙台市

34 仙台市

35 仙台市

青下第一ダム

青下第一ダム取水塔

青下ダム旧管理事務所

青下ダム記念碑

旧陸軍第二師団歩兵第四連隊兵舎（仙台市歴
史民俗資料館）

国登録

国登録

国登録

国登録

市町村指定

10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日曜、祝日を除く)

10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日曜、祝日を除く)

10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日曜、祝日を除く)

10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日曜、祝日を除く)

10月1日(火)～11月30日(土)

東北自動車道一関ICから車で約15分

駐車場完備(普通乗用車10台)。登録有形文化財７棟のうち、６棟が

＜酒の民俗文化博物館＞
大人300円
こども200円

博物館、文学の蔵、レストラン、売店試飲コーナー、ビール醸造
不要

棟、イベントホールとなっています。月見の宴、新酒の会など四季
サートなどの会場にもお貸ししています。

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩8分
9:30～16:00

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内

JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分

無料

不要

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）

仙台市水道局総務課

022-304-0007

無料

不要

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）

仙台市水道局総務課

022-304-0007

無料

不要

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）

仙台市水道局総務課

022-304-0007

無料

不要

青下ダム旧管理事務所については外見のみの公開（内部は非公開）

仙台市水道局総務課

022-304-0007

仙台市歴史民俗資料館

022-295-3956

車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩8分
9:30～16:00

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内

JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩8分
9:30～16:00

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内

JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

仙台市営バス：仙台駅前発・定義行き乗車、「大手門入り口」下車、徒歩8分
9:30～16:00

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内

JR：仙山線熊ヶ根駅下車、徒歩20分
車：仙台駅から約40分、仙台宮城ICから約30分

9:00～16:45
入館は16:15まで

一般240円
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-7

JR仙石線榴ヶ岡駅下車徒歩7分

高校生180円
小中学生120円

http://www.sekinoichi.co.jp

折々の行事が催され、レストランウェディング、陶芸展、各種コン

団体割引あり

不要

期間中の休館日
28

10/7・21・23・24・28、11/5・11・18・25・

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_
html/05-kouhou/05-101.html

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_
html/05-kouhou/05-101.html

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_
html/05-kouhou/05-101.html

http://www.suidou.city.sendai.jp/nx_
html/05-kouhou/05-101.html

http://www.sendaic.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/

以下日程において、旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の
階段教室）等の建造物を特別公開。
「東北大学片平キャンパスツアー」
開催日時：９月28日（土）・29日（日）10～11時

36 仙台市

旧仙台医学専門学校博物・理化学教室（東北
大学本部棟３）

※事前申込不要/参加費不要

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩5分

無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE

「SMMA見験楽学ツアー16 片平キャンパス歴史散歩－偉人編－」
開催日時：10月12日（土）10～12時

東北大学史料館

022-217-5040

※要事前申込（締切：９月25日）/参加費不要
「東北大学附置研究所等一般公開

https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

片平まつり2019 片平キャンパ

ス歴史散歩」
開催日時：10月13日（日）10：30～
※事前申込不要/参加費不要

以下日程において、旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の
階段教室）等の建造物を特別公開。
「東北大学片平キャンパスツアー」
開催日時：９月28日（土）・29日（日）10～11時

37 仙台市

旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅
の階段教室）

※事前申込不要/参加費不要

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩5分

無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE

「SMMA見験楽学ツアー16 片平キャンパス歴史散歩－偉人編－」
開催日時：10月12日（土）10～12時

東北大学史料館

022-217-5040

※要事前申込（締切：９月25日）/参加費不要
「東北大学附置研究所等一般公開

https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

片平まつり2019 片平キャンパ

ス歴史散歩」
開催日時：10月13日（日）10：30～
※事前申込不要/参加費不要

以下日程において、旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の
階段教室）等の建造物を特別公開。
「東北大学片平キャンパスツアー」
開催日時：９月28日（土）・29日（日）10～11時

38 仙台市

旧第二高等学校書庫（東北大学文化財収蔵
庫）

※事前申込不要/参加費不要

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩5分

無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE

「SMMA見験楽学ツアー16 片平キャンパス歴史散歩－偉人編－」
開催日時：10月12日（土）10～12時

東北大学史料館

022-217-5040

※要事前申込（締切：９月25日）/参加費不要
「東北大学附置研究所等一般公開

https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

片平まつり2019 片平キャンパ

ス歴史散歩」
開催日時：10月13日（日）10：30～
※事前申込不要/参加費不要

以下日程において、旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の
階段教室）等の建造物を特別公開。
「東北大学片平キャンパスツアー」
10:00～17:00（1階閲覧室のみ公開、

開催日時：９月28日（土）・29日（日）10～11時

12:00～13:00は閲覧室休み）
39 仙台市

旧東北帝国大学附属図書館閲覧室（東北大学
史料館）

国登録

開館日：月～金曜日（祝日、夏季休業日、

10月1日(火)～11月30日(土)

年末年始除く）

※事前申込不要/参加費不要

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩5分

無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

2階展示室は耐震改修工事のため、2019年

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE

「SMMA見験楽学ツアー16 片平キャンパス歴史散歩－偉人編－」
開催日時：10月12日（土）10～12時

東北大学史料館

022-217-5040

※要事前申込（締切：９月25日）/参加費不要

8月～2020年4月まで閉室

「東北大学附置研究所等一般公開

https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

片平まつり2019 片平キャンパ

ス歴史散歩」
開催日時：10月13日（日）10：30～
※事前申込不要/参加費不要

宮城県

以下日程において、旧仙台医学専門学校六号教室（東北大学魯迅の
階段教室）等の建造物を特別公開。
「東北大学片平キャンパスツアー」
開催日時：９月28日（土）・29日（日）10～11時

40 仙台市

旧東北帝国大学理学部科学教室棟（東北大学
本部棟１）

※事前申込不要/参加費不要

仙台市地下鉄東西線青葉通一番町駅、同南北線五橋駅から徒歩10分
国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

外面の公開のみ

宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1

仙台駅西口バス乗り場11番から「東北大正門前」下車、徒歩5分

無料

不要

※公共交通機関でお越しください。

東北大学登録有形文化財GUIDE SITE

「SMMA見験楽学ツアー16 片平キャンパス歴史散歩－偉人編－」
開催日時：10月12日（土）10～12時

東北大学史料館

022-217-5040

※要事前申込（締切：９月25日）/参加費不要
「東北大学附置研究所等一般公開

https://bunkazai.tohoku.ac.jp/kenzobutsu/
東北大学史料館
http://www2.archives.tohoku.ac.jp/

片平まつり2019 片平キャンパ

ス歴史散歩」
開催日時：10月13日（日）10：30～
※事前申込不要/参加費不要
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
41 仙台市

定義如来西方寺「御廟貞能堂」

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

10/6･7は、御本尊御開帳を行ってお

ります。

7:30～16:30

宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

要時間約90分）
自家用車：東北自動車宮城IC→R48山形方面→熊ヶ根橋信号右折→大倉ダム経由→定

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

山門は現在屋根の葺き替え工事中ですが、現場見学会を予定してい
ます。日時が決まり次第、HPにて御案内します。

定義如来西方寺

022-393-2011

https://jogi.jp/

定義如来西方寺

022-393-2011

https://jogi.jp/

定義如来西方寺

022-393-2011

https://jogi.jp/

定義如来西方寺

022-393-2011

https://jogi.jp/

定義如来西方寺

022-393-2011

https://jogi.jp/

青葉神社

022-234-4964

青葉神社

022-234-4964

青葉神社

022-234-4964

青葉神社

022-234-4964

青葉神社

022-234-4964

義（所要時間45分）
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
42 仙台市

定義如来西方寺「山門」

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

10/6･7は、御本尊御開帳を行ってお

ります。

7:30～16:30

宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

要時間約90分）
自家用車：東北自動車宮城IC→R48山形方面→熊ヶ根橋信号右折→大倉ダム経由→定

山門は現在屋根の葺き替え工事中ですが、現場見学会を予定してい
ます。日時が決まり次第、HPにて御案内します。

義（所要時間45分）
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
43 仙台市

定義如来西方寺「御守授所」

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

10/6･7は、御本尊御開帳を行ってお

ります。

7:30～16:30

宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

要時間約90分）
自家用車：東北自動車宮城IC→R48山形方面→熊ヶ根橋信号右折→大倉ダム経由→定

山門は現在屋根の葺き替え工事中ですが、現場見学会を予定してい
ます。日時が決まり次第、HPにて御案内します。

義（所要時間45分）
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
44 仙台市

定義如来西方寺「手水舎」

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

10/6･7は、御本尊御開帳を行ってお

ります。

7:30～16:30

宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

要時間約90分）
自家用車：東北自動車宮城IC→R48山形方面→熊ヶ根橋信号右折→大倉ダム経由→定

山門は現在屋根の葺き替え工事中ですが、現場見学会を予定してい
ます。日時が決まり次第、HPにて御案内します。

義（所要時間45分）
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
45 仙台市

定義如来西方寺「鐘楼堂」

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)
ります。

10/6･7は、御本尊御開帳を行ってお

7:30～16:30

宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

要時間約90分）
自家用車：東北自動車宮城IC→R48山形方面→熊ヶ根橋信号右折→大倉ダム経由→定

山門は現在屋根の葺き替え工事中ですが、現場見学会を予定してい
ます。日時が決まり次第、HPにて御案内します。

義（所要時間45分）
通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
46 仙台市

青葉神社本殿

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公
開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
47 仙台市

青葉神社中門及び祝詞舎

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

無料

不要

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公
開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
48 仙台市

青葉神社透塀

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

無料

不要

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公
開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
49 仙台市

青葉神社拝殿

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

無料

不要

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公
開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
50 仙台市

青葉神社神饌所及び伝供廊

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

無料

不要

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公
開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

通年及び24時間参拝可能ですが、本殿、中門、拝殿への無断立ち入
51 仙台市

青葉神社旧愛姫社鞘堂

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

通年公開中、24時間参拝可能

宮城県仙台市青葉区青葉町7-1

JR仙山線、仙台市営地下鉄南北線

北仙台駅

徒歩7分

無料

不要

りは禁止。なお、本殿及び中門は、春と秋の大祭の参列者のみ公

青葉神社

022-234-4964

仙台市市民局生活安全安心部市民生活課

022-214-6146

https://shoukeikaku.jp/

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

http://kazamachi.jp

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

http://kazamachi.jp

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

http://kazamachi.jp

http://kazamachi.jp

開。拝殿は、御祈祷依頼者のみ立ち入り可能です。

52 仙台市

旧伊達伯爵邸

鐘景閣

市町村指定

10月1日(火)～11月30日(土)

11:30～15:00

自動車：東北自動車道仙台南ICから約5分

上記はレストランの通常営業時間。施設見 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西143-3

公共交通機関：仙台市営地下鉄・JR「仙台」駅又は「長町」駅下車、宮城交通バス

学のみの際は、施設側と要調整。

「茂庭荘入口」バス停～徒歩15分

無料

不要

53 気仙沼市

角星店舗

国登録

10月26日(土)～11月９日(土)

9:00～15:00

宮城県気仙沼市魚沼2-1-9

JR大船渡線気仙沼駅から徒歩20分

無料

一部要

54 気仙沼市

三事堂ささ木店舗

国登録

10月26日(土)～11月９日(土)

9:00～15:00

宮城県気仙沼市八日町2-3-27

JR大船渡線気仙沼駅から徒歩20分

無料

一部要

施設℡：022-245-6665
詳細はHPに記載。東日本大震災による被災からの復興途上であり、
皆様のご支援をどうかよろしくお願いいたします。
詳細はHPに記載。東日本大震災による被災からの復興途上であり、
皆様のご支援をどうかよろしくお願いいたします。
復原工事中のため土壁塗り体験有。詳細はHPに記載。東日本大震災

55 気仙沼市

武山米店店舗

国登録

10月26日(土)～11月９日(土)

9:00～15:00

宮城県気仙沼市魚沼1-1-13

JR大船渡線気仙沼駅から徒歩20分

無料

一部要

による被災からの復興途上であり、皆様のご支援をどうかよろしく
お願いいたします。

56 気仙沼市

57 秋田市

小野健商店土蔵
旧秋田銀行本店本館
（秋田市立赤れんが郷土館）

国登録

10月26日(土)～11月９日(土)

9:00～15:00

宮城県気仙沼市南町1-3-14

JR大船渡線気仙沼駅から徒歩20分

重要文化財

10月1日(火)～11月17日(日)

9:30～16:30

秋田市大町三丁目3番21号

JR秋田駅から中央交通バス／川反入口下車徒歩2分

無料

58 秋田市

藤倉水源地水道施設

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

藤倉記念公園内で常時公開

秋田県秋田市山内字上台および字大畑

気仙沼市教育委員会生涯学習課

0226-22-3442

不要

秋田市立赤れんが郷土館

018-864-6851

無料

不要

秋田市上下水道局総務課

018-823-8434

無料

不要

鹿角市教育委員会生涯学習課

0186-30-0294

高校生以下無料

皆様のご支援をどうかよろしくお願いいたします。

鹿角市歴史民俗資料館（旧鹿角市公会堂）

市町村指定

10月1日(火)～11月30日(土)

休館日:月曜日（月曜日が祝日の場合は翌

https://www.city.kazuno.akita.jp/kank
秋田県鹿角市花輪字中花輪113

JR鹿角花輪駅から徒歩で約7分

日以降の平日）、12/29～1/3

福島県

茨城県

60 南相馬市

61 取手市

原町無線塔（磐城無線電信局

原町送信所

主塔）頂部

旧取手本陣染野住宅（明治前期の郵便窓
口跡）

未指定

県指定

10月1日(火)～11月30日(土)

市指定

栃木県

10月4日（金）～11月30日（土）

10月1日(火)～11月30日(土)
62 野木町

野木町煉瓦窯(旧下野煉化製造会社煉瓦
窯)

重要文化財

9:00～17:15

10：00～16：00

9:00～17:00

ガイド付き見学は9:30、10:30、11:30、13:00、14:00、

63 桐生市

64 桐生市

65 桐生市

66 桐生市

旧群馬県衛生所（桐生明治館）

旧矢野蔵群（桐生市有鄰館）

旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟
（桐生市近代化遺産絹撚記念館）
水道山記念館

重要文化財

市指定

館

茨城県取手市取手2丁目16-41

JR原ノ町駅からタクシーで約10分

無料

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

67 桐生市

矢野本店店舗及び店蔵（矢野園）

68 桐生市

無鄰館（旧北川織物工場）

11月16日(土)

日本遺産

国登録
ぐんま絹遺産

無料

現存するのは塔の頂部滑車のみで、塔本体は現存していません。

公開日は毎週、金曜・土曜・日曜の３日間、ただし１０月１

不要

４日（月・祝）・１１月４日（月・祝）は臨時開館

JR宇都宮線野木駅・古河駅から自動車で約10分

一般団体(15人以上)80

3324-1

レンタサイクルで約30分

円

9:00～17:00

〒376-0011 群馬県桐生市相生町2-414-6

〒376-0031 群馬県桐生市本町2-6-32

わたらせ渓谷鐡道相生駅

JR桐生駅

徒歩5分上毛電気鉄道天王宿駅

徒歩15分上毛電気鉄道西桐生駅

徒歩5分

徒歩15分

9:00～17:00

〒376-0021 群馬県桐生市巴町二丁目1832-13 JR桐生駅

徒歩5分

11月16日(土)

9:00～17:00

〒376-0042 群馬県桐生市堤町1-5-7

徒歩20分上毛電気鉄道西桐生駅

JR桐生駅

11月16日(土)

9:30～18:30

〒376-0031 群馬県桐生市本町2-6-30

JR桐生駅

徒歩15分上毛電気鉄道西桐生駅

11月16日(土)

10:00～16:00

〒376-0031 群馬県桐生市本町1-5-5

JR桐生駅

徒歩23分

上毛電気鉄道西桐生駅

徒歩15分

徒歩20分

不要

・月曜休館(月曜が祝日の場合は開館し、翌平日が休館)

小中学生50円

桐生織物会館旧館（桐生織物記念館）

日本遺産

11月16日(土)

10:00～17:00

〒376-0044 群馬県桐生市永楽町6-6

JR桐生駅

徒歩5分

11月16日(土)

9:00～17:00

〒376-0035 群馬県桐生市仲町2-9-36

JR桐生駅10分

11月16日(土)

9:00～17:00

〒376-0046 群馬県桐生市宮前町2-1-33

上毛電気鉄道西桐生駅

徒歩3分

無料

国登録

桐生倶楽部会館

71 桐生市

上毛電気鉄道西桐生駅

市指定
国登録

https://www.city.toride.ibaraki.jp/mai
bun/bunkakatsudo/rekishi/shitebunkaz
ai/somenoke.html

0280-33-6667

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/kunishitei/1001982.htmll

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/shishitei/yuukei/1002915.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/shishitei/yuukei/1002044.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/shisetsu/b

文化財保護課

内線622

unka/1002921.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/shishitei/yuukei/1002916.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/kunitouroku/1002003.html

1階に桐生織物販売場、2階に織物資料展示室（2階）を設

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

け、一般公開している。

文化財保護課

内線622

nkazai/kunitouroku/1001995.html

見学の際には必ず受付にお立ち寄りください。

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

事務所不在の場合は外観のみ

文化財保護課

内線622

nkazai/kunitouroku/1001994.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/isan/1001912.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

文化財保護課

内線622

nkazai/kunitouroku/1002000.html

のこぎり屋根工場と住宅部分は飲食店として活用されてい

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www.city.kiryu.lg.jp/kankou/bu

る。

文化財保護課

内線622

nkazai/kunitouroku/1001996.html

桐生市教育委員会

0277-46-1111

http://www006.upp.so-

文化財保護課

内線622

net.ne.jp/chocolatnoix/

20名以上の団体での見学は完全予約制。

富岡市教育委員会

0274-62-1511

http://www.tomioka-silk.jp/tomioka-

予約先…富岡製糸場団体予約センターTEL0274-67-0088

文化財保護課

内線2132

silk-mill/

富岡市教育委員会

0274-62-1511

文化財保護課

内線2132

富岡市教育委員会

0274-62-1511

文化財保護課

内線2132

富岡市教育委員会

0274-62-1511

文化財保護課

内線2132

不要

無料

不要

不要

無料

不要

無料

不要

無料

不要

上毛電気鉄道西桐生駅15分

無料

不要

上毛電気鉄道西桐生駅下車JR桐生駅徒歩5分

無料

不要

ぐんま絹遺産
70 桐生市

0297-73-2010

野木町教育委員会生涯学習課

不要

国登録
69 桐生市

取手市埋蔵文化財センター

ガイド付き見学を実施(最終受付16:30)

高校生以上150円

小中学生50円
徒歩15分

0244-23-6421

・10月12日(土)・13日(日)はイベント開催中につき、随時

高校生以上150円

11月16日(土)

南相馬市教育委員会文化財課

い

中学生以下無料
9:00～17:00

l

隣接する「野木ホフマン館」で見学チケットをお求めくださ

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町大字野木

ぐんま絹遺産

市指定

不要

一般個人100円

市指定

国登録

(旧配水事務所)

11月16日(土)

o_bunka_sports/bunkazai/6/3915.htm
http://www.ink.or.jp/～kazunorekishi/

福島県南相馬市原町区牛来字出口194 南相馬市博物

15:00、16:00の7回
群馬県

enshisetsu/1003617/index.html

：JR秋田駅から約25分

9:00～17:00
59 鹿角市

http://www.city.akita.lg.jp/kanko/kanr

釣りセンター前下

車、徒歩10分
車

秋田県

一部要

一般210円

バス：秋田中央交通バス「仁別リゾート公園線」JR秋田駅西口

詳細はHPに記載。東日本大震災による被災からの復興途上であり、

駅舎内のみ見学可

大人700円、大学600
国登録
72 桐生市

森秀織物工場

ほか（織物参考館“紫”） 日本遺産

円、
11月16日(土)

10:00～16:00

〒376-0034 群馬県桐生市東4-2-24

JR桐生駅

徒歩15分上毛電気鉄道西桐生駅

徒歩18分

ぐんま絹遺産

高校500円、小学400円 不要
期間中上記（通常）入館
料より50円引き

73 桐生市

旧株式会社金芳織物工場（ベーカリーカ 国登録
フェ・レンガ）

ぐんま絹遺産

11月16日(土)

9:00～17:00

〒376-0053 群馬県桐生市東久方1-1-55

JR桐生駅25分

11月16日(土)

9:00～17:00

〒376-0021 群馬県桐生市巴町1-1117-1

JR桐生駅7分

上毛電気鉄道西桐生駅23分

無料

不要

無料（レストラン利用
74 桐生市

旧堀家住宅主屋

（ショコラ・ノア）

国登録

上毛電気鉄道西桐生駅12分

時、食事代がかかりま

不要

す。）
世界遺産
75 富岡市

史跡・国宝

旧富岡製糸場

重要文化財

大人1,000円、高校・大
10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00(入場は16:30まで)

〒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

学生250円、小・中学生 不要
150円

ぐんま絹遺産

76 富岡市

77 富岡市

78 富岡市

群馬県立富岡高等学校

北甘変電所

富岡市社会教育館

御殿・黒門

国登録

国登録

国登録

10月26日(土)

10月26日(土)

10月26日(土)

10:00～15:00

10:00～15:00

10:00～15:00

〒370-2343 群馬県富岡市七日市1425-1

〒370-2452 群馬県富岡市一ノ宮422

〒370-2452 群馬県富岡市一ノ宮1465-1

上信電鉄「上州七日市駅」から徒歩1分

無料

上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩15分

不要

無料

上信電鉄上州一ノ宮駅から徒歩15分

不要

無料

不要

埼玉県

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/c
ontents/1000000000968/index.html
（9月末掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/c
ontents/1000000000968/index.html
（9月末掲載予定）
http://www.city.tomioka.lg.jp/www/c
ontents/1000000000968/index.html
（9月末掲載予定）

要事前申し込み
各日１回のみで６名まで
要事前申し込み（申込者多数の場
合は抽選）
往復はがきで申し込み
・申込先

深谷市教育委員会文化

振興課

埼玉県深谷市本住町17-

3
79 深谷市

旧東京第二陸軍造兵廠深谷製作所給水塔 国登録

10月25日（金）、11月2日（土）、11月8日（金）、11月
15日（金）、11月23日（土）

13：00～

埼玉県深谷市原郷1118

JR：高崎線深谷駅下車

駅から約3km

徒歩かタクシー利用

車：関越自動車道花園インターから約11km

駐車場あり

50円～100円
代（予定）

※資料

・申込締切日

令和元年10月12

日（土）当日消印有効
・往信用はがき裏面に、住所・氏
名・第1希望日、第2希望日、人
数を記入
※全国近代化遺産活用連絡協議会
会員の方は、全近協会員と記入し
てください。
・申込結果をお伝えするため返信
用はがき表面に住所・氏名を記入
してください。

申込者のみの公開とし１回あたり６名を上限とします。
急な階段、梯子があるため、自力で見学可能な大人の方のみ 深谷市教育委員会
とさせていただきます。
個人住宅部分及び屋上など非公開の場所があります。

文化振興課

048-577-4501

なし

10月12日(土)、13日(日)、14日（月）、26日(土)、27日
(日)、11月5日(火)～10日(日)
80 入間市

旧石川組製糸西洋館

国登録

10時30分～、13時30分～、14時30分～の3回、職員によ

10:00～16:00

〒358-0008

埼玉県入間市河原町13-13

る館内の見どころガイドを行います（所要時間30～40

入館は15時45分までです。

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩7分

200円

西武バス入間黒須団地バス停から徒歩3分

不要

http://www.city.iruma.saitama.jp/eve

駐車場は西洋館の裏に5台分あります。満車の場合は駅周辺 入間市教育委員会

博物館

04-2934-7711

の有料駐車場をご利用ください。

nt_info/seiyoukan_koukai.html
http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/

分）。
11月8日(金)～11月9日(土)
81 入間市

旧黒須銀行

市指定

11時30分～と14時30分～の2回、職員による解説を行いま 10:00～16:00

〒358-0005

埼玉県入間市宮前町5-33

西武池袋線入間市駅（北口）から徒歩12分

無料

不要

無料

公開日当日のみ事前予約不要

す。
・東武東上線朝霞駅南口より徒歩25分
82 朝霞市

塩味醤油醸造

10月26日(土)

9:00～15:00

〒351-0023 埼玉県朝霞市溝沼3-1-45

施設には駐車場がありませんので、車の方は駅周辺の有料駐
車場をご利用ください。
・今回の公開については事前予約・申込み等不要（通常は要

または市内循環バス18分（溝沼三丁目バス停下車すぐ）
・東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅より徒歩40分

事前予約）。
・駐車場無し

または市内循環バス6分（溝沼三丁目バス停下車すぐ）

入間市教育委員会

博物館

04-2934-7711

http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/
https://www.city.asaka.lg.jp/site/kyoi

朝霞市教育委員会

048-463-2927

文化財課

ku/kindaika-siomisyouyu.html
（サイト公開期間：2019年9月13日～10
月26日）

東武東上線ふじみ野駅西口から徒歩１５分。東武東上線ふじみ野駅西口から
83 ふじみ野市

旧大井村役場

国登録

11月24日（日）

9:30～16：00

埼玉県ふじみ野市苗間34-6

東武バス大井循環南コース「上苗間」下車徒歩４分。東武東上線ふじみ野駅
西口から市内循環ワゴン（ふじみん号）Ｃコース「大井上宿」下車徒歩３

無料

不要

駐車場はありませんので、徒歩か自転車でのご来館をお願い ふじみ野市教育委員会
いたします。

ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館

049-261-6065

なし

分。
東武東上線上福岡駅から徒歩２０分。
84 ふじみ野市

ふじみ野市立福岡河岸記念館

市指定

10月12日(土)～11月16日(土)

10：00～16：00

埼玉県ふじみ野市福岡3-4-2

東武東上線上福岡駅から西武バス南古谷駅行「城北埼玉中学・高等学校」下
車徒歩３分。東武東上線上福岡駅から市内循環ワゴン（ふじみん号）Ａコー

ふじみ野市教育委員会

有料(一般・学生100円) 不要

ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館

049-261-6065

http://www.city.fujimino.saitama.jp/d
oc/2014103100091/

ス「川崎」下車徒歩２分。

長野県

85 辰野町

旧小野村役場庁舎および土蔵(明倫館)

国登録

11月3日(日)

12:00～16:00

長野県上伊那郡辰野町大字小野827番地1

86 軽井沢町

旧三笠ホテル

重要文化財

1月1日(火)～12月27日(金)

9:00～17:00

長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1339-342

87 中野市

中野小学校旧西校舎

市指定

1月4日(金)～12月28日(土)

9:00～17:00

長野県中野市大字一本木479番地5(一本木公園内)

JR小野駅から徒歩15分(約1km)

無料

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

一般400円

バス停｣下車すぐ。

小･中学生､高校生200円

上信越自動車道｢信州中野IC｣より車で約15分、または、長野電鉄｢信州中野駅｣下車、
徒歩約8分。

不要

無料

辰野町教育委員会

生涯学習課文化係

不要

改修工事のため、12月28日から数年間休館予定。

軽井沢町教育委員会

生涯学習課文化振興係

不要

12月29日から1月3日は休館。

中野市教育委員会事務局

0266-41-1681
0267-45-8695

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

生涯学習課文化財係 0269-38-1637

有料
88 富山市

旧森家住宅

国指定

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

〒931-8356 富山県富山市東岩瀬町108

富山ライトレール「岩瀬浜駅」から徒歩約15分、「東岩瀬駅」から徒歩約
12分

（大人100円、団体90
円、高校生以下無料）
日

89 富山市

富山市郷土博物館（富山城）

登録有形

10月1日(火)～11月30日(土)

※11月25日～12月13日は休館

9:00～17:00 最終入館の受付は16：30

〒930-0081富山県富山市本丸1-62

10月1日(火)～11月30日(土)
浮田家住宅

国指定

月曜日（祝日除く）、祝日の翌日（翌日が土日祝の場合は開館）、
12月28日～1月4日は休館

有料

■北陸自動車道「富山IC」より富山市街方面へ車で１５分

400円、12月14日以降

〒939-8044富山県富山市太田南町272

076-443-2138

11月24日までは

■富山空港より富山駅連絡バスで２０分(城址公園前下車) 徒歩２分

は210円

■富山地方鉄道

は「文化の日

市内電車環状線「国際会議場前」下車

徒歩２分

徒歩２分、「総曲輪」下車

※11月３日

不要

富山市郷土博物館

不要

富山市教育委員会事務局

076-432-7911

無料公

徒歩４分 開」

・富山地鉄バス斎場前行き「太田」から徒歩約3分、国立高専行き「西本
9:00～17:00 最終入館の受付は16：30

生涯学習課

無料公開」

■JR「富山駅」より徒歩１０分

■富山地鉄バス「城址公園前」下車

90 富山市

富山市教育委員会事務局

※11月３日は「文化の

郷」から徒歩約5分

有料

大人100円、団体

90円、高校生以下無料
※11月３日は「文化の

・北陸自動車道「富山IC」から約10分

日

生涯学習課

076-443-2138

無料公開」
平日9：00～15：00

富山県

本店併設の「金融歴史資料館」（無料：平日9：00～15：00）や、
91 富山市

北陸銀行本店

登録有形

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～15:00

〒930-8637 富山県富山市堤町通り1丁目2番26号

ＪＲ富山駅より市内電車またはバスにて西町下車、徒歩3分

無料

要

当行が保有するミレーの絵画を中心に展示を行う美術館「ギャル

(株)北陸銀行

経営企画部総務室

076-423-7111

リ・ミレー」（有料：300円、10：00～17：00、月曜休館）にも
お立ち寄りください。
92 高岡市

高岡市福岡歴史民俗資料館

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:30

富山県高岡市福岡町下向田字畦ケ谷内15

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

富山県高岡市清水町1丁目７番30号

あいの風とやま鉄道「福岡駅」からタクシー約10分
能越自動車道「福岡I.C」から車で約10分

有料（150円）

不要

高岡市教育委員会

福岡教育行政センター

無料

不要

高岡市上下水道局総務課

0766-64-1035

https://www.city.takaoka.toyama.jp/s
93 高岡市

清水町配水塔資料館
（旧配水塔・旧第３源井上屋・水源地水槽）

あいの風とやま鉄道「高岡駅」から徒歩20分
能越自動車道「高岡I.C」から車で約10分

0766-20-1623

uisoumu/kurashi/suido/jigyo/shisetsu/s
himizucho.html

94 高岡市

高岡市伏木気象資料館
（旧伏木測候所庁舎）

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:30

富山県高岡市伏木古国府１２－５

95 高岡市

菅野家住宅

国指定

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

富山県高岡市木舟町36

96 白山市

旧加賀一の宮駅（北陸鉄道石川線）

未指定・未登録

10月1日(火)～11月30日(土)

8:30～17:00

白山市白山町レ６０番１

97 白山市

若宮八幡宮の常夜灯

市指定

10月1日(火)～11月30日(土)

常時見学可能

白山市若宮一丁目１００番地

https://www.city.takaoka.toyama.jp/s

JR氷見線「伏木駅」から徒歩約5分
能越自動車道「高岡北I.C」から車で約15分

あいの風とやま鉄道「高岡駅」から徒歩約15分

有料（300円）

不要

高岡市教育委員会

生涯学習・文化財課

0766-20-1463

html
菅野家住宅保存協議会（高岡市教育委員会生涯

https://www.city.takaoka.toyama.jp/s

有料（200円）

不要

北陸鉄道石川線鶴来駅から徒歩２５分

無料

不要

JR松任駅から徒歩 １５分

無料

不要

無料

不要

静岡市観光交流文化局文化財課

054-221-1066

無料

不要

静岡市観光交流文化局文化財課

054-221-1066

無料

不要

静岡市観光交流文化局文化財課

054-221-1066

無料

不要

特別公開

掛川市教育委員会 社会教育課

0537－21－1158

不要

15名様以上の団体の場合は事前にご予約が必要

天竜浜名湖鉄道株式会社

053-925-2276

天竜浜名湖鉄道株式会社

053-925-2276

能越自動車道「高岡I.C」から車で約10分

youbun/kanko/bunka/shisetsu/kisho0.

学習・文化財課）

0766-20-1463

youbun/kanko/rekishi/minzoku/yamac
ho/daihyo.html

白山市観光文化スポーツ部

文化財保護課

076-274-9579

白山市観光文化スポーツ部

文化財保護課

076-274-9579

石川県
内部は非公開で外観のみ常時見学可能

JR静岡駅下車
98 静岡市

旧エンバーソン住宅

市指定

10月5日(土)～11月30日(土)のうち土・日・祝日

9:00～16:30

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田2864-5

⇒しずてつジャストライン(バス)
動物園入口下車
JR静岡駅下車

99 静岡市

旧マッケンジー住宅

国登録

10月1日(火)～11月30日（土)
休館日：月曜日（祝日を除く）祝日の翌日（土日を除く）

⇒しずてつジャストライン(バス)
9:00～16:30

〒422-8005 静岡県静岡市駿河区高松2852

浜敷地下車
徒歩5分
静岡ICから車で10分

静岡県

100 静岡市

旧五十嵐歯科医院

国登録

101 掛川市

松ヶ岡（旧山﨑家住宅）

市指定

10月1日(火)～11月30日（土)

【10月】9:00～16:30

休館日：月曜日（祝日を除く）祝日の翌日（土日を除く）

【11月】9:00～16:00

11月23日（土）

10:00～15:00

〒421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原3-23-3
静岡県掛川市南西郷838

JR新蒲原駅から徒歩7分
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

月～金

天浜線利用の場合

13:50～14:30
102 浜松市

転車台と扇形車庫

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

浜松市天竜区二俣町阿蔵230-2
土・日・祝

・JR掛川駅から天竜浜名湖鉄道に乗り換えし天竜二俣駅降車

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

岐阜市
104

水の資料館（鑑岩水源地旧エンジン室）・水
の体験学習館（鏡岩水源地旧エンジン室・旧

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

ポンプ室）

105

名和昆虫博物館

浜松市天竜区二俣町阿蔵230-2

・JR掛川駅から天竜浜名湖鉄道に乗り換えし天竜二俣駅降車

有料

・JR新所原駅から天竜浜名湖鉄道に乗り換えし天竜二俣駅降車

600円

9:30 ～ 16:00

JR岐阜駅下車

毎週月曜休（但し、月曜日が祝日の場合は 岐阜市鏡岩408-2

鉄岐阜駅からの場合、4番のりばにて乗車

要
大人・小人

共

団体（20～50名）向けのツアーは毎
日開催

ホームから列車に乗って洗車駅の中通り、列車に乗りながら転車台
を体験。降車後転車台・扇形車庫・鉄道歴史館を見学します。

岐阜バス（11番、12番のりば）のN系統（長良橋方面行）に乗車、名
「長良橋」下車徒歩３分（岐阜公園内）

10月1日(火)～11月30日(土)

https://www.tenhama.co.jp/events/5
018/
「水の資料館」について

無料

毎週月曜休（但し、月曜日が祝日の場合はその翌日）

岐阜市教育委員会社会教育課

058-214-7157

その翌日）

国登録

018/

大人350円/小人100円

土・日・祝

岐阜県

https://www.tenhama.co.jp/events/5

天浜線利用以外の場合

11:30~12:15
転車台と扇形車庫

大人

250円/小人100円

・JR新所原駅から天竜浜名湖鉄道に乗り換えし天竜二俣駅降車

10:50~11:30、13:50~14:30

103 浜松市

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

有料

http://www.city.gifu.lg.jp/31749.htm
施設見学の申込み
http://www.city.gifu.lg.jp/31747.htm

10:00 ～ 17:00

JR岐阜駅下車

毎週水曜日・木曜日休（但し、祝日の場合 岐阜市大宮町2-18

鉄岐阜駅からの場合、4番のりばにて乗車

は開館）

岐阜バス（11番、12番のりば）のN系統（長良橋方面行）に乗車、名
大人600円、子ども400円

毎週水曜日・木曜日休（但し、祝日の場合は開館）

岐阜市教育委員会社会教育課

無料

水曜、木曜休

岐阜市教育委員会社会教育課

058-214-7157

http://www.nawakon.jp/

「岐阜公園・歴史博物館前」下車徒歩2分（岐阜公園内）

岐阜市

106

空穂屋（店舗兼主屋、土蔵）

国登録

抱石庵（久松真一記念館）

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

11:00 ～ 18:00
毎週水曜日・木曜日休

JR岐阜駅下車
岐阜市靭屋町38番地

岐阜バス（11番、12番のりば）のN系統（長良橋方面行）に乗車

名鉄岐阜駅からの場合、4番乗り場にて乗車「本町1丁目」下車徒歩3分

058-214-7157

http://utsuboya4.wixsite.com/utsuboy
a

岐阜市
10:00～12:00、14:00～16:00
107

10月13日（日）、10月27日（日）、11月10日（日）、11月24日
（日）

大垣市

FAX(058-231-5317)または、E-mail (

JR・名鉄「岐阜」駅から岐阜バスN系統（高富行、三田洞団地行、谷合行、岐阜女子
岐阜市長良福光228-2

大行）に乗車、長良高見下車。福光東３交差点を左折、突き当りを左折し直進

岐阜県大垣市新開町～岐阜県安八郡安八町西結

樽見鉄道

shsm@io.ocn.ne.jp )でお申し込み下さ

1000円（抹茶と菓子）税込
み

7日前までに要予約

岐阜市教育委員会社会教育課

058-214-7157

大垣市建設部道路課

0584-81-4111

http://www.nagaragawagarou.com/hi
samatsushinichikinenkan.html

い。

岐阜市
108

事前予約制。７日前までに電話・

旧揖斐川橋梁

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

歩行者・自転車道として供用中

東大垣駅

約１．１km

徒歩１５分

無料

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000022776.ht
ml

9:00～17:00
109

皆楽座

市指定・登録

10月1日(火)～11月30日(土)

見学希望の方は鵜沼福祉センターへ事前に
ご連絡下さい
鵜沼福祉センター

各務原市

各務原市鵜沼羽場町1-216

見学希望の方は鵜沼福祉センター（電話058-384-2112）へ事前に

名鉄各務原線・羽場駅より徒歩10分（400ｍ）

無料

駐車場あり（鵜沼福祉センター駐車場）

要予約

9:00～15:00
各務の舞台（村国座）

国指定

10月1日（火)～11月30日(土)

があります）。見学希望の方は文化財課へ 岐阜県各務原市各務おがせ町3丁目46番1
事前にご連絡下さい。
文化財課

各務原市

各務原市教育委員会文化財課

058-383-1475

各務原市教育委員会文化財課

058-383-1475

中山道鵜沼宿町屋館

058-379-5055

TEL058-384-2112

要予約（ただし公演等で公開できない場合があります）。見学希望

要予約（ただし公演等で公開できない場合
110

ご連絡下さい。
鵜沼福祉センター

TEL058-384-2112

名鉄各務原線・苧ヶ瀬駅より徒歩30分、ふれあいバス東部南部線・各務おがせ町5丁
目バス停下車徒歩15分

500円

要予約

の方は文化財課へ事前にご連絡下さい。

文化財課

TEL058-383-

1475

http://www.city.kakamigahara.lg.jp/m
urakuniza/index.html

TEL058-383-1475
休館日月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日
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旧武藤家住宅（中山道鵜沼宿町屋館）

市指定

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

各務原市鵜沼西町1丁目116番地3

名鉄各務原線「鵜沼宿」駅下車徒歩15分、名鉄各務原線「新鵜沼」駅下車徒歩20分、
ＪＲ高山本線「鵜沼」駅下車徒歩20分

（土・日曜日、祝日の場合はその翌日）
無料

土曜日・日曜日・祝日の９：００～１６：００は、市民ボランティ
アによる町屋館および鵜沼宿のガイドサービスを提供しています。

貞照寺

登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～15:00

各務原市鵜沼宝積寺町5-189

各務原市
113

旧美濃町産業会館（美濃和紙あかりアート
美濃市

033/index.html

平日のガイドサービスにつきましては、ご相談に応じます。

各務原市

112

http://www.city.kakamigahara.lg.jp/4

館）

登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

休館日:火曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日

愛知県

ふれあいバス（JR高山本線・鵜沼駅または名鉄各務原線・羽場駅発－貞照寺前バス停
下車）

10分

無料ただし宝物館のみ入館

駐車場あり。

料300円

連絡下さい。

成田山名古屋別院 大聖寺

成田山貞照寺

美濃市元住町1901-3

車で東海北陸自動車道美濃ICから5分、長良川鉄道美濃市駅から徒歩10分

200円

犬山市大字犬山字南古券272

名鉄「犬山」駅徒歩10分

無料

犬山市大字犬山字東古券684

名鉄「犬山」駅徒歩11分

無料

犬山市大字犬山字東古券171

名鉄「犬山」駅徒歩8分

無料

犬山市大字犬山字東古券498

名鉄「犬山」駅徒歩8分

無料

犬山市大字犬山字白山平2

名鉄「犬山遊園」駅徒歩12分

無料

http://www.inuyama-

ただし大型バス駐車場を利用される方は、事前にご
貞照寺担当

058-384-0202

TEL058-384-0202

naritasan.or.jp/teisyouji/teisyoujimein.html

美濃和紙あかりアート館

0575-33-3772

10:00 ～ 16:00
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旧堀部家住宅

国登録

11月2日(土)

建物解説（定員各回15人（要予約））
10:00～10:30／11:30～12:00／13:00

建物解説
三井家住宅（米清旧宅）

国登録

11月2日(土)

（定員各回15名、（要予約））

11:00～11:30／14:00～14:30／15:30
～16:00

犬山市

116

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

～13:30

犬山市

115

建物解説

川村家住宅

国登録

11月2日(土)

10:00～15:00（12:00～13:00は休憩）
建物解説10:00～12:00、13:00～15:00

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

犬山市
建物解説
117

旧小守家住宅

国登録

11月2日(土)

11:00～11:30／14:00～14:30／15:00
～15:30

犬山市

9時30分 ～ 17時00分
118

尾関家住宅

国登録

11月2日(土)

119

建物解説
16:00～16:30

犬山市
八丁味噌本社事務所

国登録

11月9日(土)

岡崎市

建物解説（定員各回15名(要予約)）
10:00～10：30、11:30～12:00

岡崎市八帖町字往還通69

名鉄「岡崎公園前」駅

徒歩5分

無料

建物解説要予約

13:00～16:00
120

日本福音ルーテル岡崎教会

国登録

11月9日(土)

建物解説（定員各回20名(要予約)）

岡崎市伝馬通4丁目54

名鉄「東岡崎」駅

徒歩13分

無料

建物解説要予約

13:30～14:00、15:00～15:30

岡崎市

10:30 ～ 15:00
121

旧愛知県第二尋常中学校講堂

国登録

11月9日(土)

建物解説（予約不要）

岡崎市針崎町字春咲1-1

ＪＲ「岡崎」駅

徒歩12分

無料

10:30～15:00（随時）

岡崎市

9:00 ～ 17:00
122

旧本多忠次邸

国登録

11月9日(土)

建物解説

岡崎市欠町字足延40-1

名鉄「東岡崎駅」から名鉄バス乗車「東公園口」

徒歩3分

無料

10:00～15:00（随時）

岡崎市

11:00～17:00
123

旧石原家住宅

国登録

11月9日(土)～11月11日（月）

建物解説（定員各回20名(要予約)）

岡崎市六供町字杉本70

名鉄「東岡崎駅」から名鉄バス乗車「篭田公園前」

岡崎市祐金町1丁目31

名鉄「東岡崎」駅

徒歩6分

無料

建物解説要予約

11/9 11:30～12：00

岡崎市

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

10時00分 ～ 16時00分
124

善立寺

国登録

11月9日(土)

建物解説10:00～11:00、13:00～14:00

徒歩8分

無料

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

岡崎市
「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」のプレミアム企画として開催します。
125

小栗家住宅

国登録

10月12日（土）

建物解説（定員20名、要予約）
10:00～12:00

「名邸で催される、至福の茶席へご招待」
半田市中村町1-40

JR「半田」駅

徒歩6分

4000円

建物解説要予約

小栗家住宅で、半田亀崎の老舗料亭望洲楼の特別製弁当を味わうひ
ととき。明治期の豪商の美意識に触れ、美しい庭を眺めながらいた

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.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

だく昼食は格別です。愛知県屈指の名邸で過ごす贅沢な時間をお楽
しみください。

半田市

「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」のプレミアム企画として開催します。

建物解説（定員20人（要予約））10:00～
126

滝学園本館・講堂・図書館

国登録

10月14日（月）

12:00
案内人：川口亜稀子氏（あいちヘリテージ

「滝学園と滝会館
江南市東野町米野1

名鉄「江南」駅から名鉄バス乗車「滝学園前」

徒歩1分

1000円

建物解説要予約

学び舎のルーツを巡るツアー」

滝家五代目信四郎氏が旧宅敷地内に設立した私立図書館の瀧文庫
（現瀧会館）が現在の滝学園へとつながる。瀧文庫の歴史を伝える

マネージャー）

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.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

建物と現在の滝学園の三つの文化財建物を学園の歴史と様式の遍歴
とを重ねながら見学できるツアー。

江南市
10:00～16:00※知多岡田簡易郵便局は外
観のみ
127

木綿蔵ちた、知多岡田簡易郵便局

国登録

11月10日(日)

建物解説（予約不要）
11:20～、15:20～（時間は目安）

（木綿蔵ちた）知多市岡田中谷9
（知多岡田簡易郵便局）知多市岡田中谷8

「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
名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車「岡田」

徒歩5分

無料

公開2019」の一環として開催します。4つの登録文化財を巡るツ
アーで9:30～12:00、13:30～16:00の2回開催。

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.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

知多市
9:30～16:00
128

旧岡田医院（雅休邸）

国登録

11月10日(日)

「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
知多市岡田開戸24

名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車「大門前」

徒歩2分

無料

公開2019」の一環として開催します。4つの登録文化財を巡るツ

9:30～10:20、13:30～14:20

知多市

129

建物解説（予約不要）

旧中七木綿本店

国登録

11月10日(日)

建物解説（予約不要）
10:30～、14:30～（時間は目安）

アーで9:30～12:00、13:30～16:00の2回開催。

「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
知多市岡田開戸28

名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車「大門前」

徒歩1分

無料

公開2019」の一環として開催します。4つの登録文化財を巡るツ
アーで9:30～12:00、13:30～16:00の2回開催。

知多市
建物解説（定員各回20名(要予約)）
130

窯のある広場・資料館

国登録

11月10日(日)

10:00～10:40、14:00～14:40

常滑市奥栄町1-130 INAXライブミュージアム内

常滑市
13:00～16:00
131

三井家住宅（旧庄屋）

国登録

11月10日(日)

132

建物解説（定員20名(要予約)）

武豊町上ゲ2番地

13:00～13:30

武豊町
中定商店

国登録

11月10日(日)

野間郵便局旧局舎

国登録

11月10日(日)

武豊町

建物解説（定員各回20名(要予約)）
10:00～11:00、14:30～15:30

武豊町字小迎51

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

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

名鉄「常滑」駅から知多バス乗車

ライブミュージアム内共通

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

※「世界のタイル博物館」講義室集合

入館料

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

JR「武豊」駅
名鉄「上ゲ」駅

徒歩7分

名鉄「知多武豊」駅
JR「武豊」駅

無料

徒歩6分

徒歩13分

徒歩4分

無料

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

「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
133

建物解説（予約不要）
10:00～10:30、15:00～15:30

美浜町大字野間字須賀91-1

名鉄「野間」駅

徒歩20分

※「JAあいち知多野間」に駐車可能

公開2019」の一環として開催します。あわせて、「野間埼灯台と野
無料

間郵便局旧局舎の歴史巡り」13:00～15:00を開催。定員20名程
度、要予約。申込先はあいちヘリテージ２期四の会 後藤

建物解説（予約不要）9:30～10:15、
豊橋市公会堂

国登録

11月17日(日)

国登録

11月17日(日)

13:30～14:15

豊橋市八町通2-22

豊鉄「市役所前」駅

徒歩1分

無料

豊橋市
135

小鷹野旧ポンプ室・多米旧配水池
豊橋市

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

FAX:0561-56-6056 Email:info@atelier-goto.co.jp

美浜町
134

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

建物解説（定員20名(要予約)）
15:00～16:30

豊橋市東小鷹野二丁目9-3

豊鉄市内線「赤岩口」駅
※駐車場あり

徒歩5分

無料

建物解説要予約

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

136

下条旧ポンプ室・大江川水道橋

国登録

11月17日(日)

豊橋市

建物解説（定員20名(要予約)）
13:15～14:00

豊橋市下条西町三ノ下60

JR「豊橋」駅から豊鉄バス乗車「牛川」

徒歩20分

無料

※駐車場あり

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説要予約

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

9時30分 ～ 16時00分
137

豊橋市民俗資料収蔵室

国登録

11月17日(日)

建物解説（予約不要）
11:00～12:00、14:00～15:00

豊橋市多米町滝ノ谷34-1-1

豊鉄市内線「赤岩口」駅

徒歩25分

無料

※駐車場あり

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

豊橋市
10時00分 ～ 16時00分
138

トヨテック本社社屋

国登録

11月17日(日)

建物解説

豊川市西豊町2-35

JR「豊川」駅・名鉄「豊川稲荷」駅徒歩15分

無料

豊川市御津町御馬西37

JR「愛知御津」駅徒歩15分

無料

10:00～10:30／13:30～14:00

豊川市

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

10時00分 ～ 16時00分
139

旧今泉医院

国登録

11月17日(日)

140

12:00～13:00は休憩
建物解説（予約不要）、10：00～12:00

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

13:00～16:00（随時）

愛知県

白井家住宅

国登録

11月17日(日)

豊川市

「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

建物解説（予約不要）

豊川市国府町流霞157

10:00～16:00（随時）

名鉄「国府」駅徒歩6分

無料

公開2019」の一環として開催します。
ワンコインお楽しみモグモグ会＆お話会を開催します。

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.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

10時00分 ～ 16時00分
141

大野宿鳳来館/旧料亭菊水

国登録

11月17日(日)

建物解説（予約優先）10:30～11:15、
13:30～14:15 （2つの建物をあわせて

新城市大野上野17-2

JR飯田線「三河大野」駅

徒歩10分

無料

※駐車場あり

9時30分 ～ 15時30分
142

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

解説）

新城市
名古屋陶磁器会館

国登録

11月4日(月)

建物解説(定員20人（要予約））10:00～

名古屋市東区徳川一丁目10-3

地下鉄｢高岳｣駅徒歩20分、市バス「赤塚白壁」徒歩3分

無料

建物解説要予約

10:45

名古屋市

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

「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」の一環として開催します。「建築史家と巡る、昭和レト
建物解説（定員20名（要予約）10時00分
143

日本陶磁器センター

国登録

10月13日(日)

～ 12時00分
案内人：村瀬良太氏（建築史家）

ロ建築の名作」
（名古屋陶磁器会館）名古屋市東区徳川一丁目10-3

（名古屋陶磁器会館）地下鉄「高岳」駅

（日本陶磁器センター）名古屋市東区代官町39-18

（日本陶磁器センター）地下鉄「高岳」駅

徒歩20分、市バス「赤塚白壁」

徒歩3分

徒歩8分

1000円

建物解説要予約

名古屋近代建築の名作２つを巡るツアー。レトロで美しい室内装飾

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

に、くすんだ味のあるタイル。静かな空間に、柔らかな照明の灯

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

り。木製床のきしみ。それらが醸す匂い。上質な近代建築の美しさ
をじっくり味わえる、大人のツアーです。
集合場所：名古屋陶磁器会館

名古屋市
9:30～15:30
144

日本福音ルーテル復活教会

国登録

11月4日(月)

建物解説

名古屋市東区徳川町2303

10：00～10：45、13：30～14：15

名古屋市

JR･名鉄･地下鉄「大曽根」駅
市バス「徳川園新出来」

徒歩12分

無料

徒歩5分

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

「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」の一環として開催します。「古民家から鉄道マニアの聖
145

筧家住宅

国登録

10月20日（日）

建物解説10:00～12:00

名古屋市中村区下米野町3-29

地下鉄｢中村区役所｣駅から徒歩15分、近鉄「米野」駅から徒歩3分

1000円

建物解説
要予約

地、向野橋へ！」
名古屋駅の近くに古い町並みを残す米野界隈。そこで名古屋の能楽
を守る筧家と鉄道ファンの聖地向野橋を巡るツアー。庭園の老松も

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.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

見どころの一つです。古民家の佇まいと鉄橋のダイナミックな造形
美が楽しめる、魅力のあるツアーです。

名古屋市
9:00～16:00
146

中村公園記念館・豊頌軒

国登録

11月4日（月）

147

建物解説（定員各回20名(要予約)）

名古屋市中村区中村町字高畑（中村公園内）

地下鉄「中村公園」駅

徒歩10分

無料

9:15～10:00、11:00～11:45、

名古屋市
名古屋大学豊田講堂

国登録

11月4日（月）

名古屋市

建物解説（定員各回25名（要予約））
11：00～12：00、13：30～14：30

名古屋市千種区仁座町1

地下鉄「名古屋大学」駅

徒歩3分

無料

建物解説（定員各回15名(要予約)）
148

中濱家住宅

国登録

11月4日(月)

149

11:00～11:30、13:00～13:30、15:00

名古屋市緑区有松2306

名鉄「有松」駅

徒歩3分

無料

～15:30

名古屋市
愛知学院大学楠元学舎第1号館

国登録

11月4日（月）

名古屋市

建物解説（各回定員20名（要予約））
9：30～10：00、11：00～11：30

名古屋市千種区楠元町1-100

地下鉄「本山」駅徒歩7分

無料

10時00分 ～ 16時00分
150

南山学園ライネルス館

国登録

11月4日(月)

建物解説

名古屋市昭和区五軒家町6

地下鉄「いりなか」駅

徒歩5分

無料

13:30～14:30

名古屋市

9:00～16:00※外観のみ
151

蓮教寺

国登録

11月4日(月)

建物解説（定員各回20名(要予約)）

名古屋市東区高針4-864

市バス「高針」徒歩5分

無料

9:30～10:30、14:30～15:30

名古屋市

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

「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」の一環として開催します。ツアー集合場所：パルティせ

登録文化財とその周辺景観をめぐるミニ見
152

旧山繁商店

国登録

11月24日(日)

学ツアー（定員40名(要予約)）

瀬戸市仲切町 23

名鉄「尾張瀬戸」駅

徒歩8分

無料

ツアー要予約

13：00～14：30

と北出入口（瀬戸市栄町４５）

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

ツアーのお申込みは、瀬戸市文化課まで（10/15 10時より予約受

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

付）
TEL 0561-84-1093

瀬戸市

「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」の一環として開催します。ツアー集合場所：深川神社大

登録文化財とその周辺景観をめぐるミニ見
153

瀬戸永泉教会礼拝堂

国登録

11月24日(日)

学ツアー（定員40名(要予約)）

瀬戸市杉塚町５

名鉄「尾張瀬戸」駅

徒歩12分

無料

ツアー要予約

15：00～16：30

鳥居前（瀬戸市深川町11番地）

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

ツアーのお申込みは、瀬戸市文化課まで（10/15 10時より予約受

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

付）
TEL 0561-84-1093

瀬戸市

「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」の一環として開催します。「西枇杷島の美濃路をブラリ
タビ」

建物解説（定員各回15人（要予約））、
154

柴田家住宅

国登録

10月19日(土)

10：00～12：00、13：00～15：00

清須市西枇杷島町辰新田65

案内人：柴田正康氏（柴田家当主）

名鉄「二ツ杁」駅

徒歩5分

1000円

※集合場所：名鉄二ツ杁駅下り改札口

建物解説

徳川家康に由来する、美濃路随一の市場町を巡るツアー。清須市ガ

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

イドボランティアと美濃路の町並みを散策し、柴田家住宅を見学し

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

たあとには、野点でお茶をいただきます。歴史に思いを馳せつつい
ただく一服を、ぜひご堪能ください。
集合場所：名鉄二ツ杁駅下り改札口

清須市
一宮市

一宮市尾西歴史民俗資料館別館

国登録

11月24日(日)

9時00分 ～ 16時30分

一宮市起字下町211

ＪＲ「尾張一宮」駅・名鉄「名鉄一宮」駅から名鉄バス乗車約20分「起」徒歩5分

無料

建物解説（定員各回20名(要予約)）

155

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

13:30～14:00 15:00～15：30
こどもガイド（予約不要）
156

墨会館

国登録

11月24日(日)

157

旧湊屋

国登録

11月24日(日)

一宮市
158

10:00～

12:00（11:30受付終了）

JR[尾張一宮」駅・名鉄「名鉄一宮」駅から名鉄バス乗車約15分「尾張中島」
一宮市小信中島字南九反11-1

午後はボランティアガイドが案内

一宮市

甘強味淋本社事務所

国登録

11月24日(日)

山口家住宅

国登録

11月24日(日)

海部郡蟹江町

建物解説（定員各回20名(要予約)）
10:30～11:15、13:30～14:15

建物解説（定員各回15名（要予約））
9:30～10:00 11:30～12:00

10分

徒歩
無料

※駐車場あり

一宮市起字堤町33-1

JR[尾張一宮」駅・名鉄「一宮」駅から名鉄バス乗車約20分「濃尾大橋口」

徒歩5分 無料

蟹江町城4-1

「近鉄蟹江」駅徒歩10分

無料

蟹江町城4-215

「近鉄蟹江」駅徒歩5分

無料

建物解説
要予約

「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」の一環として開催します。
茶店湊屋で食事ができます。湊屋御飯は要予約、1800円。

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

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

建物解説

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

要予約

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

「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

愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

公開2019」の一環として開催します。

(株)都市研究所スペーシア

052-242-3262

052-242-3262

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html
http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

10時00分 ～ 15時00分
159

12:00～13:00は休憩
建物解説（定員各回15名（要予約））。

海部郡蟹江町

13:00～16:00
160

川田家住宅

国登録

11月2日(土)

建物解説（定員各回20名（要予約））

扶桑町南山名前ノ前49

13：15～14：00、15：30～16：15

扶桑町

10:00～15:00 ※本堂のみ
161

覚王寺

国登録

11月2日(土)

建物解説（定員20名（要予約））14:30～ 扶桑町高雄南屋敷135
15:00

扶桑町

三重県

名鉄「扶桑」駅

徒歩15分

※5台程度の駐車可

名鉄「扶桑」駅

徒歩15分

※駐車場あり

無料

建物解説要予約

無料

建物解説要予約

9時00分 ～ 17時00分
162 桑名市

052-242-3262

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

10:30～11:00 13:30～14:00

六華苑（旧諸戸氏庭園）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

但し、入苑時間は１６時００分まで。
休業日：毎週月曜日・国民の祝日の翌日

三重県桑名市大字桑名鷹場663-5

近鉄・ＪＲ桑名駅から徒歩２０分

一般460円・中学生150円

小学生以下は付き添いを要します。

052-242-3262

052-242-3262

桑名市産業振興部

０５９４－２４－１３

観光文化課

６１

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

http://www.aichitobunkai.org/kokai/2019/index.html

https://www.rokkaen.com/

三重県

10時00分 ～ 17時00分
163 桑名市

諸戸氏庭園

重要文化財

11月2日(土)～ 12月1日(日)

但し、入園時間は１６時００分まで。
休業日：毎週月曜日(月曜日が祝日の場合

三重県桑名市太一丸１８

大人５００円

近鉄・ＪＲ桑名駅から徒歩１５分

小学生以下のお客様は、必ず保護者同伴でお越しください。

小人２００

園内での飲食、喫煙はご遠慮ください。また、三脚などを用いての

円

カメラ撮影、ペットを連れての来園もご遠慮ください。

は翌日休園）
164

伊勢市

旧賓日館

本館、大広間棟、土蔵

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

9時00分 ～ 17時00分

三重県伊勢市二見町茶屋566-2

最終入館は16時30分

JR二見浦駅から徒歩12分

大人：310円、小人〔小・

伊勢二見鳥羽ライン二見JCTから車で４分

中・高〕150円

滋賀県

休館日は火曜日（祝日の場合は翌日は休館）

桑名市産業振興部

０５９４－２４－１３

観光文化課

６１

伊勢市教育委員会

0596-22-7884

文化振興課

300円（ヴォーリズ記念
165 近江八幡市

アンドリュース記念館（ヴォ―リズ建築）

国登録

10月4日(金)～10月14日(日)のうち、金土日祝日

10:00～16:00

近江八幡市為心町中31

ＪＲ「近江八幡駅（北口）」より近江鉄道バス「大杉町」下車、徒歩5分

館・ウォーターハウス記念

国登録

10月4日(金)～10月14日(日)のうち、金土日祝日

10:00～16:00

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

館・アンドリュース記念館

近江八幡観光物産協会

0748-32-7003

不要

特別公開

近江八幡観光物産協会

0748-32-7003

近江八幡観光物産協会

0748-32-7003

オレガノ（旧伊庭家住宅利用運営団体）

0748-46-6324

https://biwako-visitors.jp/spot/detail/9766

日野町教育委員会生涯学習課

0748-52-0008

https://voriesinkaigake.net/

日野町教育委員会生涯学習課

0748-52-0008

日野町教育委員会生涯学習課

0748-52-0008

赤れんが博物館

0773-66-1095

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com

舞鶴観光協会

0773-66-1096

http://akarenga-park.com
http://akarenga-park.com

との3館券は600円）
300円（ウォーターハウス
167 近江八幡市

ヴォーリズ記念館（ヴォーリズ建築）

県指定

10月4日(金)～10月14日(日)のうち、金土日祝日

10:00～16:00

近江八幡市慈恩院町元11

ＪＲ「近江八幡駅（北口）」より近江鉄道バス「鍛冶屋町」下車、徒歩1分

記念館・アンドリュース記

https://biwako-

特別公開

300円（ヴォーリズ記念
ウォーターハウス（ヴォーリズ建築）

http://hinjitsukan.com

不要

館との3館券は600円）

166 近江八幡市

http://www.moroto.jp/

特別公開以外も見学可。休館日：月・祝・その他不定休、12月15日
不要

念間との3館券は600円）

～1月15日。
その場合は事前に電話予約が必要。電話：0748-32-2456

visitors.jp/event/detail/25170

https://biwakovisitors.jp/event/detail/25170

https://biwakovisitors.jp/event/detail/25170

駐車場なし。車の際は沙沙貴神社駐車場へ。
168 近江八幡市

旧伊庭家住宅（ヴォーリズ建築）

市指定

10月1日（火）～11月30日（土）

10:00～16:00

近江八幡市安土町小中191

ＪＲ「安土駅（南口）」下車、徒歩7分

無料

不要

休館日：10月7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
11月5日（火）、11日（月）、18日（月）、25日（月）

鉄道
169 日野町

岡家住宅主屋

国登録

10月5日（土）･6日（日）･11月3日（土）･4日（日）・23日
（土）・24日（日）

10:00～17:00

蒲生郡日野町鎌掛2301番地

：近江鉄道「日野駅」より町営バス鎌掛線「鎌掛（終点）」下車、徒歩2分

※

町営バスは日・祝日運休のため、日野駅からタクシー15分
自動車：名神高速道路「八日市インター」から20分、新名神高速道路「甲賀土山イン

見学希望の１週間前までに、下記URLより見学申込書にて申し込み
URL参照

要

ター」から20分

が必要
10名以上の団体（20名まで）や、ゼミでの使用は、公開日をのぞく
見学希望日の2週間前までに下記URLから申し込みが必要。

個人：大人300円、小中学
170 日野町

旧山中正吉家住宅（近江日野商人ふるさと館
「旧山中正吉邸」）

鉄道
町指定

10月1日（火）～11月30日（土）

9:00～16:00

蒲生郡日野町西大路1264番地

：近江鉄道「日野駅」より近江鉄道バス北畑口行き「向町」下車、徒歩2分

生120円

自動車：名神高速道路「八日市インター」から20分、新名神高速道路「甲賀土山イン 団体：大人250円、小中学
ター」から25分

不要

生120円（団体は30名以

休館日：毎週月・火・祝翌日（月曜が祝日の場合は開館し、翌水曜
休館）

上）
個人：大人300円、小中学
171 日野町

旧山中兵右衛門家住宅（日野町歴史民俗資料
館

近江日野商人館）

鉄道
国登録

10月1日（火）～11月30日（土）

9:00～16:00

蒲生町日野町大窪1011番地

：近江鉄道「日野駅」より近江鉄道バス北畑口行き「大窪」下車、徒歩3分

生120円

自動車：名神高速道路「八日市インター」から20分、新名神高速道路「甲賀土山イン 団体：大人250円、小中学
ター」から25分

不要

生120円（団体は30名以

休館日：毎週月・火・祝翌日（月曜が祝日の場合は開館し、翌水曜
休館）

上）

京都府

大人300円

172 舞鶴市

赤れんが1号棟（舞鶴市立赤れんが博物館）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

10:00～17:00

京都府舞鶴市字浜2011番地

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所方面へ徒歩約15分

173 舞鶴市

赤れんが2号棟（舞鶴市政記念館）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

9:00～17:00

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

なし

174 舞鶴市

赤れんが3号棟（まいづる智恵蔵）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

9:00～17:00

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

なし

175 舞鶴市

赤れんが4号棟（赤れんが工房）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

9:00～17:00

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

なし

176 舞鶴市

赤れんが5号棟（赤れんがイベントホール）

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

9:00～17:00

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

なし

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

常時

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

なし

外観のみ

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

重要文化財

10月1日(火)～ 11月30日(水)

無料

なし

外観のみ

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

舞鶴市文化振興課

0773-66-1019

舞鶴地方総監部

広報係

0773-62-2250

舞鶴地方総監部

広報係

0773-62-2250

177 舞鶴市
178 舞鶴市

赤れんが倉庫群（舞鶴海軍需品庫）と赤れん
がロード
旧北吸浄水場第1・第2配水池（舞鶴旧鎮守府
水道施設）

外観は常時
特別公開は午前10時から午後4時まで

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

学生150円

なし

179 舞鶴市

北吸トンネル （旧軍港引込線北吸隧道）

国登録

10月1日(火)～ 11月30日(水)

常時

京都府舞鶴市字北吸

JR舞鶴線「東舞鶴」より舞鶴市役所方面へ徒歩約10分

無料

なし

180 舞鶴市

JR小浜線松尾寺駅旧本屋

国登録

10月1日(火)～ 11月30日(水)

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

なし

181 舞鶴市

海上自衛隊舞鶴地方総監部会議所（東郷邸）

日本遺産
構成文化財
日本遺産

182 舞鶴市

海軍記念館

183 朝来市

生野鉱山正門門柱、金香瀬坑口

構成文化財

毎月、第一日曜日 ※注意事項参照
土・日・祝 ※注意事項参照

10:00～15:00

京都府舞鶴市字余部下1200

10:00～15:00

兵庫県

京都府舞鶴市字余部下1190

10月/9:30～17:30
市指定

10月1日（火）～11月30日（土）

11月/9:00～17:00

朝来市生野町小野33-5

(入場は閉館の40分前まで)
184 朝来市

旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居）

県指定

10月1日（火）～11月30日（土）の土日祝日

10:00～17:00

朝来市佐嚢1826-1

185 朝来市

神子畑鋳鉄橋

国指定

10月1日（火）～11月30日（土）

常時見学可能

朝来市佐嚢

186 朝来市

神子畑選鉱場跡

10月1日（火）～11月30日（土）

常時見学可能

朝来市佐嚢

187 朝来市

羽淵鋳鉄橋

県指定

10月1日（火）～11月30日（土）

常時見学可能

朝来市羽渕

JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通西舞鶴行きバスで10分「ジャパンマリンユナイ
テッド造船前」下車、徒歩5分
JR舞鶴線「東舞鶴」駅から京都交通西舞鶴行きバスで10分「ジャパンマリンユナイ
テッド造船前」下車、徒歩3分
播但連絡道路生野ランプから約10分
ＪＲ播但線「生野駅」下車、タクシーで約10分
播但連絡道路朝来ランプから約15分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約15分
播但連絡道路朝来ランプから約10分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約10分
播但連絡道路朝来ランプから約15分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約15分
播但連絡道路朝来ランプから約5分
ＪＲ播但線「新井駅」下車、バス約5分

無料

なし

無料
大人

なし

館が他の目的（貸し館であるため）で使用されている場合、公開は
外観のみとなります。

館が他の目的（貸し館であるため）で使用されている場合、公開は
外観のみとなります。
館が他の目的（貸し館であるため）で使用されている場合、公開は
外観のみとなります。

急遽、見学が出来ないことがあります。また、入場できないことが
ありますので詳細はＨＰにてご確認ください。
急遽、見学が出来ないことがあります。また、入場できないことが
ありますので詳細はＨＰにてご確認ください。

http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/inde
x.html
http://www.mod.go.jp/msdf/maizuru/inde
x.html

900円

中高生

600円

不要

ボランティアガイド希望の場合は要予約

㈱シルバー生野

079-679-2010

小学生

400円

無料

不要

平日見学希望の場合は要予約

ムーセハウス写真館

079-677-1717

無料

不要

無料

不要

朝来市教育委員会
文化財課
朝来市教育委員会
文化財課
朝来市教育委員会

http://www.ikuno-ginzan.co.jp

079-670-7330
079-670-7330

無料

不要

無料

不要

休館日：毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

甲社宅ろまん社中

079-670-5005

http://asago-net.jp/users/kousyataku/

無料

不要

休館日：毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

井筒屋運営委員会

079-679-4448

http://sasayuri-net.jp/users/izutsu-ya/

無料

不要

休館日：毎週月曜（月曜が祝日の場合は翌日）

南の浅田邸管理委員会

079-670-5006

無料

不要

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

無料

不要

普段は非公開。QRコードでのビル解説のみ。

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

無料

不要

日・祝休み

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

無料

必要（解説案内あり）

事前申込は info@aoyama-bld-osaka.co.jp まで

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

無料

必要

大阪市教育委員会文化財保護課

06-6208-9166

大阪市総合コールセンター

06-4301-7285

文化財課

079-670-7330

播但連絡道路生野ランプから約5分
188 朝来市

朝来市旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)、志村喬
記念館

市指定

10月1日（火）～11月30日（土）

9:00～17:00

朝来市生野町口銀谷697番地1

（入館は16:30まで）

(姫路方面から)
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「野駅」下車、徒歩約12分
播但連絡道路生野ランプから約5分

189 朝来市

生野まちづくり工房井筒屋（旧吉川家住宅）

国登録

10月1日（火）～11月30日（土）

9:00～17:00

朝来市生野町口銀谷640番地

(姫路方面から)
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「生野駅」下車、徒歩約10分
播但連絡道路生野ランプから約5分

190 朝来市

口銀谷銀山町ミュージアムセンター(旧浅田

10月1日（火）～11月30日（土）

家・旧吉川家)

9:00～17:00

朝来市生野町口銀谷619番地2

(姫路方面から)
播但連絡道路生野北第1ランプから約7分(和田山方面から)
JR播但線「生野駅」下車、徒歩約10分

大阪府
191

寺西家住宅

国登録

「いけばなてん」

10月17日(金)～18日(土)

「てづくりてん」

11月1日(金)～3日(日)

大阪市
192 大阪市

10月11日(金)～13日(日)

芝川ビル

国登録

10：00～16：00

〒545-0021

「陶芸展」

10月26日(土)～10月27日(日 )

地下鉄御堂筋線「昭和町」駅下車、4番出口右折れ1辻目右折れすぐ。徒歩1分

阿倍野区阪南町1-50-25

〒541-0044

11：00～18：00

駐車場・駐輪場はありません。
地域で根付いた手作り作品の展示など。

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅下車、13番出口から徒歩3分

大阪市中央区伏見町3-3-3
・地下鉄堺筋線「北浜」駅下車、6番出口から徒歩1分

193 大阪市

伏見ビル

国登録

194 大阪市

青山ビル

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)
日・祝は休み

〒541-0044

9：00～18：00

大阪市中央区伏見町2-2-3

・地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅下車、(11)12番出口から徒歩6分
・京阪本線「北浜」駅

・地下鉄堺筋線「北浜」駅下車、6番出口から徒歩1分
10月26日(土)～10月27日(日)

〒541-0044

9：00～18：00

大阪市中央区伏見町2-2-6

・地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅下車、13番出口から徒歩6分
・京阪本線「北浜」駅

参加者（当選者）には、次の各回から見学
時間帯を指定して、お知らせします。
195 大阪市

愛珠幼稚園園舎

重要文化財

10月19日(土)

①10:00～、②10:30～、③11:00～
④11:30～、⑤13:00～、⑥13:30～

〒541-0042大阪市中央区今橋3-1-11

・地下鉄「淀屋橋」駅8号出口東へ約3分
・京阪電車「淀屋橋」駅15号出口南へ約5分

応募方法は往復はがき・webでの申込。往復はがきは10月3日
を越える申込があった場合は抽選。詳細はWebサイト参照。

⑦14:00～、⑧14:30～、⑨15:00～
➉15:30～

196 大阪市

大江橋及び淀屋橋

重要文化財

普段から公開

197 大阪市

淀川旧分流施設

重要文化財

普段から公開

毛馬第一閘門

（木）必着。Webでは10月15日（火）正午まで申込受付予定。定員

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/pa
ge/0000453612.html;
https://ikenchiku.jp/

各回20名
大江橋

北区西天満2丁目・北区中之島1丁目間

淀屋橋

北区中之島1丁目・中央区北浜3丁目間

大阪市北区長柄東三丁目

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/pa
ge/0000008880.html
大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目駅」から徒歩15分

無料

不要

淀川河川公園 毛馬地区として毎日公開

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/pa
ge/0000009191.html

近鉄大阪線「安堂」西へ徒歩2分
198

築留二番樋（つきどめ にばんひ）

国登録

普段から公開

〒582-0007 大阪府柏原市上市2-320

199

柏原市

近鉄道明寺線「柏原南口」東へ徒歩3分

無料

不要

柏原市教育委員会教育部文化財課

072-976-3430

無料

不要

柏原市教育委員会教育部文化財課

072-976-3430

無料

必要

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

大阪府登録文化財所有者の会

06-6624-7618

http://www.culture-h.jp/tohroku-osaka/

JR関西本線「柏原」南へ徒歩10分

柏原市
玉手橋

国登録

〒582-0029 大阪府柏原市石川町・玉手町～藤井寺市

普段から公開

道明寺3丁目

近鉄南大阪線｢道明寺｣から東へ徒歩2分
・近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅から徒歩30分
・近鉄南大阪線「河内松原」駅から近鉄バス平尾行きに乗車、「郡戸（こうず）」下

200

畑田家住宅

国登録

車徒歩3分

10月13日（日）

10：00～12：00

〒583-0874 羽曳野市郡戸470

参加申込方法：往復はがきに「一般公開」、住所・氏名・年齢・参

・近鉄南大阪線「河内松原」駅あるいは「藤井寺」駅からタクシー15分

加人数を明記し、〒583-8585（住所記入不要）羽曳野市教育委員
会社会教育課へ。℡：072-958-1111

羽曳野市
近鉄奈良線「石切」駅から徒歩約10分
201

旧藤井家住宅

国登録

11月8日(金)

13：00～15：00

近鉄けいはんな線「新石切」駅より徒歩約15分
〒579-8011 東大阪市東石切町5-4-54

無料

不要

無料

不要

東大阪市

鳥取県

10月1日(火)～11月30日(土)

※例年4月1日～11月30日の間公開

0857-20-3359

※公開期間中(4月1日～11月30日)は、管理団体(美歎水源地保存会)
202 鳥取市

旧美歎水源地水道施設

重要文化財

が常駐しています。

鳥取駅よりタクシーで約20分
9:00～17:00

鳥取県鳥取市国府町美歎地内

公開期間外は、施設ガイドやガイダンス展示施設を閉鎖していま

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
歩約30分(約2㎞)

貯水池見学路は、11月1日～3月31日の間は猟場となるため閉鎖し
ます。

(11月4日まで)
鳥取市教育委員会文化財課

(代表番号、11月5日か

すが、濾過池周辺や芝生広場の利用はできます。

203 若桜町

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

若桜鉄道若桜駅流雪溝

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

205 若桜町

若桜鉄道若桜駅給水塔

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

206 若桜町

若桜鉄道若桜駅諸車庫

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

207 若桜町

若桜鉄道若桜駅旧東転轍手箱番所

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

208 若桜町

若桜鉄道若桜駅旧西転轍手箱番所

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

209 若桜町

若桜鉄道若桜駅物置及び灯室

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

若桜鉄道若桜駅下車

300円

不要

210 若桜町

211 赤磐市

212 浅口市

若桜鉄道若桜駅本屋及びプラットホーム

赤磐市吉井郷土資料館（旧仁堀尋常高等小学
校本館）
金光教徒社東棟

国登録

国登録

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

10月1日(火)～11月30日(土)※休館日:土・日・祝日(振替休日を含
む)

鳥取県八頭郡若桜町若桜345-2

9:00～17:00

岡山県赤磐市周匝136

8:30～16:45

岡山県浅口市金光町大谷338

金光教徒社中央棟

国登録

10月1日(火)～11月29日(金)※土曜日、日曜日を除く

8:30～16:45

岡山県浅口市金光町大谷338

214 浅口市

金光教徒社西棟

国登録

10月1日(火)～11月29日(金)※土曜日、日曜日を除く

8:30～16:45

岡山県浅口市金光町大谷338

215 瀬戸内市

街角ミュゼ牛窓文化館(旧牛窓銀行本店)

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓2835-1

216 勝央町

旧勝田郡役所庁舎

国登録

11月11日(月)～11月15日(金)

9:00～15:00

岡山県勝田郡勝央町勝間田635

10月1日(火)～11月30日(土)

車台)

その翌日)

218 尾道市

おのみち映画資料館

219 尾道市

おのみち歴史博物館(旧尾道銀行本店)
尾道商業会議所記念館(旧尾道商業会議所)

市指定

221 尾道市

大浜埼灯台及び大浜埼灯台記念館

県指定

222 尾道市

文学記念室(旧福井邸)

国登録

224 下関市

225 下関市

226 下関市

旧下関英国領事館

毎週月曜日(祝日の場合は

休館日:火曜日

220 尾道市

223 下関市

※休館日

10月1日(火)～11月30日(土)

市指定

重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:火曜日
10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:木曜日
10月1日(火)～11月30日(土)
※建物の外からの見学のみ

先人顕彰館(愛称:田中絹代ぶんか館)

市指定

227 下関市

旧宮崎商館

国登録

228 下関市

藤原義江記念館(旧リンガー邸)

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

※毎週月曜日休館（祝日の場合は翌

日）

JR山陽本線「金光」駅南口から車で約2分
JR山陽本線「金光」駅北口から徒歩約10分
JR山陽本線「金光」駅南口から車で約2分

※火曜日休館。第3土曜日休館。その他臨時休館日有り。

(11:30～13:00昼休み)

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

0858-82-0919

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

若桜鉄道株式会社

0858-82-0919

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

赤磐市山陽郷土資料館

086-955-0710

浅口市教育委員会文化振興課

0865-44-7055

http://konkouzaidan.jp

外観のみの見学となります。

浅口市教育委員会文化振興課

0865-44-7055

JR山陽本線「金光」駅北口から徒歩約10分
JR赤穂線邑久駅から牛窓行バス牛窓下車、徒歩15分

http://konkouzaidan.jp

無料

不要

一斉公開期間中以外も公開しています(1月5日～12月27日)

瀬戸内市教育委員会社会教育課

0869-34-5604

車:中国自動車道勝央JCから美作岡山道経由勝央IC下車、津山方面10分
JR勝間田駅より徒歩10分
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

無料

不要

専用駐車場なし

勝央町教育委員会教育振興部

0868-38-1753

300円

不要

通年公開(12月29日～31日を除く)

津山市観光振興課

0868-35-3343

520円

不要

おのみち歴史博物館との共通券520円

尾道市企画財務部文化振興課文化財係

0848-20-7492

尾道市企画財務部文化振興課文化財係

0848-20-7492

尾道市企画財務部文化振興課文化財係

0848-20-7492

尾道市企画財務部文化振興課文化財係

0848-20-7492

不要

尾道市企画財務部文化振興課文化財係

0848-20-7492

不要

旧下関英国領事館

083-235-1906

下関市観光施設課

083-231-1838

下関市立豊北歴史民俗資料館

083-782-1651

http://www.h-rekimin.jp/

http://www.kinuyo-bunka.jp/

JR尾道駅から徒歩20分

10:00～16:00

0858-82-0919

若桜鉄道株式会社

外観のみの見学となります。

尾道市東土堂町13番28号

館)

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

若桜鉄道株式会社

不要

不要

10月1日(火)～11月30日(土)

て見学して下さい。

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

不要

不要

が運行

一般210円
中学生以下無料

一般310円
中学生以下無料

JR下関駅よりサンデン交通バス(長府方面)「唐戸」バス停下車すぐ
下関ICより車で約10分

無料
大人210円

JR下関駅からバス20分「市立美術館前」下車徒歩すぐ

100円

小・中学生

※その他割引あり

不要

不要

JR：山陰本線滝部駅より徒歩約10分。
山陽新幹線「新下関駅」より山陰本線「滝部駅」まで約80分。

無料

不要

車：中国自動車道下関ICより約60分
JR「下関駅」よりバスで約7分またはJR「新下関駅」よりバスで約30分乗車、「唐

2階のみ

戸」バス停下車徒歩5分または「西の端」下車徒歩約2分

中学生100円

中国自動車道「下関IC」より車で約10分(下関市街方面へ)

の方は観覧料半額になる場

「関門トンネル」より車で約10分(下関市街方面へ)

合あり

山口県下関市田中町4番10号

JR下関駅よりサンデン交通バス「唐戸」下車徒歩5分

山口県下関市阿弥陀寺町3番14号

JR下関駅よりバス10分乗車後「赤間神宮前」下車。徒歩6分

山口県下関市田中町5番7号

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

0858-82-0919

無料

無料

9:30～17:00(最終入館16:30)

て見学して下さい。

0858-82-0919

若桜鉄道株式会社

無料

無料

山口県下関市豊北町大字滝部3153-1

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

若桜鉄道株式会社

http://konkouzaidan.jp

しまなみ海道因島北ICから車で約10分

10:00～15:00(毎週木・土曜日は午後休

10月1日(火)～11月30日(土)

JR山陽本線「金光」駅北口から徒歩約10分

JR尾道駅から徒歩5分

(最終入館16:30)

て見学して下さい。

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

0865-44-7055

尾道市因島大浜町

毎週月曜日休館(祝日の場合はその翌日)

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

0858-82-0919

浅口市教育委員会文化振興課

尾道市土堂一丁目8番8号

9:00～17:00

て見学して下さい。

0858-82-0919

若桜鉄道株式会社

金光教徒社の店舗としているため、内部は見学できます。

9:00～17:00

10月1日(火)～11月30日(土)

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

若桜鉄道株式会社

不要

10:00～18:00

旧滝部小学校本館 (下関市立豊北歴史民俗資

て見学して下さい。

http://www.infosakyu.ne.jp/wakatetu/

無料

JR尾道駅から徒歩15分、JR尾道駅から東方面行きバスで「長江口」下車徒歩2分

山口県下関市長府黒門東町8番11号

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

0858-82-0919

不要

尾道市久保一丁目14番1号

山口県下関市唐戸町4番11号

て見学して下さい。

若桜鉄道株式会社

無料

10:00～18:00

9:00～17:00(最終入園16:30)

旧逓信省下関郵便局電話課庁舎/下関市立近代

和気ICより約30分

JR尾道駅から徒歩15分、JR尾道駅から東方面行きバスで「長江口」下車徒歩2分

10月1日(火)～11月30日(土)

県指定

山陽ICより約40分

尾道市久保一丁目14番10号

9:00～17:00

休館日:毎週火曜日

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

不要

岡山県津山市大谷

※10月は9:00～18:00

10月2日(水)～11月30日(土)

tents/1538014836195/index.html

300円

10:00～18:00

9:00～17:00

10月1日(火)～11月30日(土)

て見学して下さい。

て見学して下さい。

美作ICより約30分

JR山陽本線「金光」駅南口から車で約2分

JR津山線

鉄道施設内のため列車に注意していただき、指示された順路に従っ

宇野バス「林野行き」約1時間30分

9:00～16:00

長府庭園

料館)

車:山陽自動車道
中国自動車道

10月1日(火)～11月29日(金)※土曜日、日曜日を除く

津山まなびの鉄道館(旧津山扇形機関車庫と転

若桜鉄道若桜駅下車
バス:JR岡山駅より

213 浅口市

217 津山市

山口県

国登録

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

ら)

204 若桜町

岡山県

広島県

若桜鉄道若桜駅機関車転車台

0857-22-8111

公開は一階部分のみ
おのみち映画資料館との共通券500円
一階展示室と2階議場を公開
駐車場あり。無休。公開時間以外でも外から見学可能。監視人等は
なし。

書院・茶室は、別途使用料が必要

※企画展「松陰が歩いた豊北」、企画展「『下関の民具-漁具Ⅰ』道具からみる地域-」を開催中

http://www.city.akaiwa.lg.jp/akaiwa_r
ekishi/index.html

http:www.tsuyamakan.jp/manabi/

http://www.kyu-eikoku-ryoujikan.com/
http://www.skanrikousha.com/teientop.html

一般210円、小・
※65歳以上

不要

近隣駐車場をご利用ください

下関市文化振興課

083-231-4691

無料

不要

電話にて事前に問合せを希望

吉田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

083-242-7722

無料

不要

藤原義江記念館

083-234-4015

無料

不要

下関市立歴史博物館

083-241-1080

無料

不要

下関南部町郵便局

083-222-0161

無料

不要

やまぎん史料館

083-232-0800

無料

不要

下関市観光施設課

083-231-1838

藤原義江記念館として，一階部分を公開。
※事前に電話連絡をお願いします。

JR下関駅よりタクシー約10分
229 下関市

日清講和記念館

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

※通年公開

10月1日(火)～11月30日(土)

※土・日曜日は窓口事務室以外は公

9:00～17:00

山口県下関市阿弥陀寺町4番3号

JR下関駅よりサンデン交通バス長府方面乗車、「赤間神宮前」バス停下車徒歩1分
（春帆楼隣）

230 下関市

231 下関市

232 下関市

下関南部町郵便局庁舎(旧赤間関郵便電信局)

山口銀行旧本店(やまぎん史料館)

旧秋田商会ビル

国登録

県指定

市指定

開
10月1日(火)～11月30日(土)
休館日:毎週月・火曜日、祝日(土・日曜日が祝日の場合は開館)
10月3日(木)～11月30日(土)
火・水曜日休館

9:00～17:00

山口県下関市南部町22番8号

JR下関駅よりﾊﾞｽで5分(サンデン交通バス「唐戸」バス停より徒歩1分)
JR山陽本線「下関駅」下車、バス停「海響館前」下車

10:00～17:00

山口県下関市観音崎町10番6号

山陽新幹線「新下関駅」下車

http://www.yamaguchibank.co.jp/port

徒歩約2分

タクシー約20分

下関ICより車で約10分
10:30～15:00(最終入館14:40)

山口県下関市南部町23番11号

office/index.html

JR下関駅からバス7分「唐戸」下車徒歩すぐ
車:（広島方面より）中国自動車道美祢ICから国道435号経由約70分、（福岡方面よ

233 下関市

角島灯台記念館(角島灯台旧吏員退息所)

10月1日(土)～11月30日(土)

9:00～16:00

山口県下関市豊北町大字角島2343番地2

り）中国自動車道下関ICから国道191号経由約80分

不要

無料

235 下関市

長府毛利邸

10月1日(火)～11月30日(土)

下関市上下水道局水道資料室(旧日和山浄水場

10月1日(火)～11月30日(土)

管理事務所)

国登録

下関市上下水道局日和山浄水場調節井、着水
236 下関市

10月1日(火)～11月30日(土)

井、1号ろ過配水池、2号ろ過配水池、3号ろ

(土・日・祝日を除く)

過池
237 下関市

下関市上下水道局高尾浄水場4号円形濾過池付
設調節井

(土・日・祝日を除く)

国登録

238 下関市

下関市上下水道局高尾浄水場着水井

国登録

239 下関市

護國寺本堂

国登録

240 下関市

護國寺清正公堂

国登録

241 下関市

護國寺題目塔納骨堂、門石柱

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)
(土・日・祝日を除く)
10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00(最終入場16:40)

山口県下関市長府惣社町4番10号

JR下関駅からﾊﾞｽ23分「城下町長府」下車徒歩8分

下関ICから車で約25分

大人210円
100円

9:00～16:00

山口県下関市長崎中央町1番1号

JR下関駅よりバス乗車、「丸山町」で下車後、徒歩約10分

無料

9:00～16:00

山口県下関市長崎中央町1番1号

JR下関駅よりバス乗車、「丸山町」で下車後、徒歩約10分

無料

9:00～16:00

山口県下関市春日町8番1号

JR下関駅よりバス乗車、「丸山町」で下車後、徒歩約5分

無料

小・中学生

※その他割引あり

火曜日、水曜日休館。(祝日の場合は開館し翌平日を休館とする)
屋上庭園は非公開。

角島灯台が荒天等により参観中止の際は、角島灯台記念館も休館。

下関市豊北総合支所地域政策課

083-782-1914

不要

駐車場なし。近隣の駐車場をご利用下さい。

下関市観光施設課

083-231-1838

要予約

見学の予約は、下関市水道サービス公社(TEL:083-231-3424)へお

※注意事項参照

願いします。

下関市上下水道局企画総務課

083-231-8754

要予約

見学の予約は、下関市水道サービス公社(TEL:083-231-3424)へお

※注意事項参照

願いします。

下関市上下水道局企画総務課

083-231-8754

要予約

見学の予約は、下関市水道サービス公社(TEL:083-231-3424)へお

※注意事項参照

願いします。

下関市上下水道局企画総務課

083-231-8754

要予約

見学の予約は、下関市水道サービス公社(TEL:083-231-3424)へお

※注意事項参照

願いします。

下関市上下水道局企画総務課

083-231-8754

※角島灯台参観は有料

JR山陰本線「滝部」駅からバスで「灯台公園」バス停まで約45分

234 下関市

9:00～16:00

山口県下関市春日町8番1号

JR下関駅よりバス乗車、「丸山町」で下車後、徒歩約5分

無料

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

山口県下関市上田中町二丁目11番10号

サンデン交通バス「新町1丁目」下車

無料

不要

護國寺

083-222-5789

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

山口県下関市上田中町二丁目11番10号

サンデン交通バス「新町1丁目」下車

無料

不要

護國寺

083-222-5789

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～16:00

山口県下関市上田中町二丁目11番10号

サンデン交通バス「新町1丁目」下車

無料

不要

護國寺

083-222-5789

(土・日・祝日を除く)

al/special/museum/oldhttps://shimonoseki.travel/spot/detail.
php?uid=162
http://www.tokokai.org/archive/data/tuno.
html

http://s-kanrikousha.com/mouriteitop.html
http://shimonosekiwspc.jp/jigyo/n203.html
http://shimonosekiwspc.jp/jigyo/n203.html
http://shimonosekiwspc.jp/jigyo/n203.html
http://shimonosekiwspc.jp/jigyo/n203.html

242 岩国市

岩国学校校舎

県指定

10月1日(木)～11月30日(月)
休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

9:00～17:00

山口県岩国市岩国三丁目1番8号

JR山陽本線岩国駅または山陽新幹線新岩国駅よりバスで「新町」下車徒歩5分
山陽自動車道岩国ICより15分

岩国市教育委員会

無料

不要

243 岩国市

JR西岩国駅駅舎

国登録

10月1日(木)～11月30日(月)

16:30まで公開、

山口県岩国市錦見六丁目15番3号

JR岩徳線、錦川鉄道西岩国駅

無料

不要

無料

不要

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

岩国市教育委員会

10月1日(木)～11月30日(月)
岩国徴古館

国登録

休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)

9:00～17:00

山口県岩国市横山二丁目7番19号

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字椿4897番地7

11月9日～11月12日は休館
国指定

JR山陽本線岩国駅または山陽新幹線新岩国駅よりバスで「錦帯橋」下車徒歩10分
山陽自動車道岩国ICより10分
JR山陰本線「東萩駅」から徒歩20分

萩循環まぁーるバス「萩しーまーと」バス停か

0827-41-0452

文化財保護課

外観は年中無休・常時公開

244 岩国市

0827-41-0452

文化財保護課

ふれあい交流館西岩国展示室は、9:30～

岩国市教育委員会

0827-41-0452

文化財保護課

245 萩市

萩反射炉

246 萩市

鹿背隧道

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字明木字悴ｹ坂～萩市大字椿字悴ｹ坂

JR山陰本線「萩駅」から車で5分

247 萩市

三見橋

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市三見字梅ノ木

JR山陰本線「三見駅」から車で5分

248 萩市

旧吉部村役場土蔵

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開(外観のみ公開)

山口県萩市大字吉部上3276番地1

JR山口線「三谷駅」から車で25分

むつみ総合事務所から徒歩1分

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

山口県萩市大字吉部上3276番地1

JR山口線「三谷駅」から車で25分

むつみ総合事務所から徒歩1分

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

山口県萩市大字椿3537番地3

JR山陰本線「萩駅」下車

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

史跡

ら徒歩5分
道の駅「萩往還公園」から徒歩3分

外観は年中無休、常時公開。
249 萩市

萩市むつみ生涯学習資料館(旧吉部村役場)

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

資料館は、火曜日～金曜日
18:00、土曜日、日曜日

250 萩市

旧萩駅舎(萩市自然と歴史の展示館)

251 萩市

恵比須ヶ鼻造船所跡

252 萩市

大板山たたら製鉄遺跡

253 萩市

松下村塾

254 萩市

郡司鋳造所跡

香川県

国登録
国指定
史跡
国指定
史跡
国指定
史跡

旧御殿水源地

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～

10:00～17:00

外観は年中無休、展示室は、9:00～17:00
まで公開

萩循環まぁーるバス「萩駅・観光協会前」下車

JR山陰本線「東萩駅」から車で5分、徒歩20分

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字椿東字小畑浦字戎ヶ鼻

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字紫福

萩市街より車で約40分

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字椿東

JR山陰本線「東萩駅」から車で5分、徒歩20分

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

10月1日(火)～11月30日(土)

年中無休、常時公開

山口県萩市大字椿東

JR山陰本線「東萩駅」から車で5分、徒歩20分

無料

不要

萩市文化財保護課

0838-25-3299

10：00～17：00

高松市鶴市町１３６０番地

JR高松駅から車で約１２分

無料

不要（普段から公開）

香川県広域水道企業団高松事務所

087-839-2711

国登録

と」バス停から徒歩10分

【松山・岡山方面から】高松自動車道
【徳島方面から】
255 高松市

萩循環まあーるバス「萩しーまー

高松西ICより車で約２０分

高松自動車道

高松檀紙ICより車で約１５分

※お車でお越しの際は、旧御殿水源地北側の専用駐車場をご利用ください。

10月1日(火)～11月31日(金)

・喫煙や火気の使用、危険物の持ち込みはしないでください。

https://union.suido-

・ペットの持ち込みはしないでください。ただし、身体障がい者が

kagawa.lg.jp/site/takamatsu/1283.ht

同伴する身体障がい者補助犬の同伴は可能です。

ml

・無人航空機を敷地上空で飛行させないでください。
・期間中、他のお客様が撮影・見学等で使用している場合がありま
す。

讃岐六条の水車（高原水車）

登録有形民族文化

10：00～15：00

香川県高松市六条町６７２

財
256 高松市

・JR高松駅からことでんバス

サンメッセ・川島・西植田線「古川橋」徒歩３分

・ことでん電車「太田駅」からことでんバス

無料

不要（普段から公開）

無し

高原水車友の会

副会長

堀家

みどり

太田駅サンメッセ線「サンメッセ東」

０８７７－３３－４６ 無
０１

徒歩５分

１０月２６日（土）・11月３０日（土）

・高松自動車道高松中央インターから車で５分
・ことでん電車「元山駅」から徒歩２２分

愛媛県

旧広瀬家住宅、旧広瀬氏庭園

重要文化財、名勝

広瀬歴史記念館（「旧広瀬邸」を含む）
休館日:月曜日、祝日の翌日

257 新居浜市

愛媛県新居浜市上原2-10-42

９時30分から17時30分（入場は17時ま

JR新居浜駅からタクシー約15分

観覧料（展示館・旧広瀬邸

自動車で松山自動車道

共通）

新居浜ICから約10分、西条ICから約20分

で）

不要

個人550円、18歳

臨時休館、臨時開館の場合がありますので、ＨＰで休館日をご確認

広瀬歴史記念館

0897-40-6333

ください。

未満及び高校生・大学生等

https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki
/hirose/

2019年10月1日以降、観覧料が改定されます。

無料
旧別子鉱山鉄道

端出場鉄橋・端出場隧道

国登録

258 新居浜市

「マイントピア別子」内にあり見学自由
10月1日(火)～11月30日(土)

休館日：2月中旬の5日間

愛媛県新居浜市立川町707-3（「マイントピア別子」

JR新居浜駅からタクシー約20分

電車を利用した鉱山観光

端出場ゾーン内）

自動車で松山自動車道

は、大人1200円

福岡県

①無料シャトルバス

259 大牟田市

三井三池炭鉱跡

宮原坑跡

国指定史跡
重要文化財

9：30～16：00
11月3日

（備考）炭鉱（やま）の祭典2019と同時

福岡県大牟田市宮原町1丁目86番地3ほか

開催

新居浜ICから約15分

不要

マイントピア別子

0897-43-1801

http://www.besshi.com/

大牟田駅前から約20分間隔で発車（11月3日限定）

②お 車

大牟田駅から約12分(約3.0km)

③バ ス

『大牟田駅前』バス停から勝立方面へ 『早鐘眼鏡橋』バス停下車、徒歩10

分
③レンタサイクル

無料

当日は、是非、無料シャトルバスをご利用ください。

大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

無料

当日は、是非、無料シャトルバスをご利用ください。

大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

無料

当日は、是非、無料シャトルバスをご利用ください。

大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

無料

当日は、是非、無料シャトルバスをご利用ください。

大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

無料

当日は、是非、無料シャトルバスをご利用ください。

大牟田市世界遺産・文化財室

0944-41-2515

www.miike-coalmines.jp

福岡市経済観光文化局文化財活用課

092-711-4666

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタサイクルあります◎電

動自転車もあります。☆大牟田観光協会(0944-52-2212)
①無料シャトルバス
②自動車
9：30～16：00
260 大牟田市

三池炭鉱三川坑跡

未指定

11月3日

（備考）炭鉱（やま）の祭典2019と同時

福岡県大牟田市西港町2丁目4ほか

開催

大牟田駅前から20分間隔で発車(11月3日限定）

大牟田駅から約10分(約2.8km)

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
④レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタルしています◎電動自

転車もあります。
大牟田観光協会(0944-52-2212)
宮原坑跡横
①無料シャトルバス
9：30～16：00
261 大牟田市

三井三池炭鉱跡

専用鉄道敷跡

国指定史跡

11月3日

（備考）炭鉱（やま）の祭典2019と同時
開催

福岡県大牟田市宮原町1丁目86番地3ほか（宮原坑跡の
すぐ横）

大牟田駅前から約20分間隔で発車（11月3日限定）

②お 車

大牟田駅から約12分(約3.0km)

③バ ス

『大牟田駅前』バス停から勝立方面へ『早鐘眼鏡橋』バス停下車、徒歩10

分
③レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタサイクルあります◎電

動自転車もあります。☆大牟田観光協会(0944-52-2212)

262 大牟田市

三井三池炭鉱跡

旧長崎税関三池税関支署

国指定史跡
県指定

①無料シャトルバス

9：30～16：00
11月3日

（備考）炭鉱（やま）の祭典2019と同時

福岡県大牟田市新港町1番地324

開催

②お 車

大牟田駅前から約20分間隔で発車（11月3日限定）

大牟田駅から約12分(約3.0km)

③レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタサイクルあります◎電

動自転車もあります。☆大牟田観光協会(0944-52-2212)
①無料シャトルバス
②自動車

263 大牟田市

三池港（展望所）

未指定

11月3日

大牟田駅前から20分間隔で発車(11月3日限定）

大牟田駅から約10分(約2.8km)

9：30～16：00

福岡県大牟田市新港町1番地

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

（備考）炭鉱（やま）の祭典2019と同時

※細かい地番なし（有明海沿岸道路脇、三池港展望

停下車徒歩約10分

開催

所）

④レンタサイクル

大牟田駅前「大牟田観光プラザ」でレンタルしています◎電動自

転車もあります。
大牟田観光協会(0944-52-2212)
264 福岡市

旧日本生命保険株式会社九州支店（福岡市赤
煉瓦文化館）

重要文化財

休館日：毎月最終月曜日（祝日のときは翌平日），12月29日～1月
3日

9:00～22:00

福岡市中央区天神一丁目15番30号

福岡市営地下鉄空港線天神駅下車徒歩3分

無料

不要

bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_propert
ies/detail/51

定員80名、9・13申込締切（町民の方
265 志免町

旧志免鉱業所竪坑櫓

重要文化財

11月2日(土)

9:30～13:00

志免町大字志免495番地3

①西鉄バス「志免東公園台2丁目」下車徒歩2分
②空港循環線（3番）

無料

で、志免町おうえん寄附金で「竪坑櫓 シーメイト敷地内の竪坑櫓前に集合

志免町教育委員会

保存活用事業」をしてもらっている方 ４0分ごとの案内で、２０名ずつ

社会教育課

092-935-7100

に限定して受付けます）

佐賀県

266 唐津市

旧高取邸

重要文化財

267 唐津市

旧唐津銀行

県指定

県指定

268 唐津市

旧三菱合資会社唐津支店本館
（唐津市歴史民俗資料館）

熊本県
269 荒尾市

三井三池炭鉱跡万田坑跡

国史跡
重要文化財

10月1日(火)～11月30日(土)

9:30～17:00

佐賀県唐津市北城内5-40

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～18:00

佐賀県唐津市本町1513番地15

10月20日(日)

9:00～16:00

佐賀県唐津市海岸通7181番地

毎週月曜日休館（但し、祝祭日の場合は翌日）

11月3日(祝)

9：30～17：00
（備考）万田坑の記念イベントとの併催

〒864-0001 熊本県荒尾市原万田200番地2

大分県

①JR唐津駅より徒歩15分

大人520円

②西九州自動車道唐津ICから車で15分

小人260円

①JR唐津駅より徒歩10分
②西九州自動車道唐津ICから車で15分
①JR西唐津駅より徒歩15分
②西九州自動車道唐津ICから車で20分
ＪＲ荒尾駅から車で8分。
産交バス「万田坑前」下車徒歩1分

・駐車場：1時間以内100円（入館者は1時間無料）、収容台数88台 唐津市役所

無料

不要

無料

不要

無料

不必要

無料

必要

・駐車場：1時間以内100円
（旧唐津銀行の利用者は、1時間以内は無料）
・駐車場はありません。公共交通機関等をご利用ください。
・現在、保存活用検討中のため、通常は休館しています

文化振興課

0955-75-0289

経済観光部

観光課

0955-70-1717

唐津市役所

未来創生部

唐津市教育委員会 生涯学習文化財課

0955-72-9171

荒尾市役所世界遺産推進室

0968-63-1421

別府市水道局

0977-23-3108

https://www.city.karatsu.lg.jp/kyoiku/
index.html
http://karatsu-bank.jp/
https://www.city.karatsu.lg.jp/kyoiku/
index.html

JR別府駅から車で約5分（約1km）
・別府インターチェンジから約10分（約3.5km）

朝見浄水場
270 別府市

（集合井室・配水池・配水池北出入口・配水
池南出入口）

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

8:30～17:00（土・日・祭日は除く）

大分県別府市朝見2丁目4002番地2

・別府国際観光港から約10分（約3.5km）
【徒歩】・JR別府駅から約15分
【バス】・JR別府駅東口⇒「上畑」下車
・19番内成線

浄水場内にあるため、事前連絡が必要です

総務課

www.city.beppu.oita.jp/suido/

大分県

【車】
•大分自動車道別府ICから亀川方面へ約15分
【バス】
亀の井バス
271 別府市

浜田温泉資料館

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～17:00（休館日：月曜日）

大分県別府市亀川浜田町３番２１号

JR別府駅西口
JR別府駅東口

大分交通

JR別府駅東口

国登録

10月1日(火)～11月30日(土)

9:00～22:00（毎週水曜日定休）

大分県別府市北浜３丁目１０番２号

別府駅より徒歩７分

不要

別府市教育部社会教育課

0977-21-1587

bunka_komyuniti/01bunka_0103hamada.html

•26番外廻り循環線

乗車（乗車時間約18分）⇒

「亀川新川」下車⇒徒歩約4分
別府タワー

無料

乗車⇒「亀川新川」、

「亀川駅」下車（300円）•23番石垣線

272 別府市

https://www.city.beppu.oita.jp/sisetu/

乗車⇒「亀川新川」、

「亀川駅」下車（300円）•6番別府駅西口・石垣線

•50番APU線
300円

不要

別府観光開発株式会社

0977-21-3939

http://www.bepputower.co.jp

