
※最新のイベント情報は
　HP・SNSでご確認ください。

（つながる事業）は団体企画による
心のふるさと館との共働事業です。

・・・・

Facebook Instagram Twitter LINE

イベントやおすすめ情報、ここふるショップ＆
カフェの新作メニューなどを発信しています。

◆ 」館とさるふの心城野大「 前名
◆ユーザーネーム・ID「＠2018occm」 ※LINEのみ「＠rrv3507x」
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※最新のイベント情報は
　HP・SNSでご確認ください。

（つながる事業）は団体企画による
心のふるさと館との共働事業です。

・・・・

●ここふるあけおめ2022（～13日㈭）
●目加田コレクション「富嶽三十六景」（～30日㈰）
●あつまれ！どうぶつ玩具展（～2月13日㈰）
●ここふるワークショップ（～9日㈰）
●クライミング体験（～10日㈷㈪）
●大人クライミング体験
●コワーキング・リフレッシュスペースままいるーむ
●ここふるオレンジカフェ
●特別展「アーブル美術館展」（～3月6日㈰）
●特別展関連イベント「ぼくもわたしも学芸員！」（～3月6日㈰）
●館長講座（冬季）①
●大野ジョーくんとあそぼ
●ここふるワークショップ（～16日㈰）
●クライミング体験（～16日㈰）※15日㈯は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●しょうわキッズデイ（～23日㈰）
●ここふる体験工房（～23日㈰）
●クライミング体験（～23日㈰）
●大人クライミング体験
●しょうわキッズデイ（～30日㈰）
●クライミング体験（～30日㈰）

●新収蔵品展～時代をあらわす道具たち～（～4月3日㈰）
●特別展関連イベント トークショー「絵を描く楽しさって何だろう？」
●ここふるバレンタインデー2022（～13日㈰）
●ここふるワークショップ（～6日㈰）
●クライミング体験（～6日㈰）※5日㈯は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●特別展関連イベント「名画な「段バッジ」を作ろう！」
●公州大学校博物館連携事業展示（～3月19日㈯）
●クライミング体験（～13日㈰）
●ここふるワークショップ（～13日㈰）
●大人クライミング体験
●特別展関連イベント「みんなで大きな絵を作ろう！」（～13日㈰）
●ここふるオレンジカフェ
●大野ジョーくんとあそぼ
●ここふるワークショップ（～20日㈰）
●クライミング体験（～20日㈰）※19日㈯は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●公州大学校博物館連携事業講演会
●クライミング体験
●しょうわキッズデイ（～27日㈰）
●ここふる体験工房（～27日㈰）
●クライミング体験（～27日㈰）
●大人クライミング体験

●ここふるワークショップ（～6日㈰）
●クライミング体験（～6日㈰）※5日㈯は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●ここふるショップ 被災地応援フェア（～21日㈷㈪）
●館長講座（冬季）②
●ここふるワークショップ（～13日㈰）
●クライミング体験（～13日㈰）
●大人クライミング体験
●ここふるワークショップ（～20日㈰）
●クライミング体験（～21日㈷㈪）
●宇宙の学校
●ここふるオレンジカフェ
●しょうわキッズデイ（～27日㈰）
●ここふる体験工房（～27日㈰）
●クライミング体験（～27日㈰）
●大人クライミング体験
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※本紙掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症等の影響により、変更・中止となることがあります。あらかじめご了承ください。

高架下を走る電車 往還とにぎわいルートマップ

「大野城トレイル｣とは、
本市の豊かな自然・文化財・街並みをつなぎ、
市民や訪れた人が快適に歩くことができる

7つの散策路のことです。

西鉄沿線や商店街の活気など
を感じるルート。８月頃には
高架切替となるため、高架下
を走る電車の様子も今年が見
納めとなります。

市役所・各コミュニティ
センター・心のふるさと
館など

往還とにぎわいルート トレイルマップ配布場所

2022 vol.11

大野城心のふるさと館市民
ミュージアム

★福岡（天神）駅から春日原駅まで急行約12分
西鉄春日原駅より徒歩約12分
西鉄下大利駅より西鉄バス　イオン大野城行き乗車

　「大野城市役所」下車徒歩約3分

電話番号
ＦＡＸ番号
メ  ー ル

Ｈ　　　Ｐ
休 館 日

開館時間
入 館 料

〒816-0934
福岡県大野城市曙町３丁目８-３

092-558-5000
092-558-2207
cocofuru@city.onojo.fukuoka.jp
occmboshu@city.onojo.fukuoka.jp
http://www.onojo-occm.jp/
毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月28日～１月４日）
午前９時～午後７時
無料（特別展は有料）

鉄
西
①

★博多駅から大野城駅まで快速約13分
JR大野城駅よりコミュニティバス　まどか号

　大城ルート乗車　「まどかぴあ」下車すぐ
※概ね30分間隔で運行。

R
J
②

九州自動車道太宰府IC大野城方面出口より約6分
福岡都市高速大野城出入口から大野城方面約10分

 ※駐車場は隣接するまどかぴあ駐車場（無料）をご利用ください。
　限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

車
③

申込
専用

問い合
わせ用

大野城コレクション
〔大野城コレクション使用者募集〕

大野城コレクション
〔大野城コレクション使用者募集〕

　Ｍ２階にある壁面のガラス張り展示スペースを貸し出していま
す。個人の制作物や収集した作品などを展示してみませんか？

M２階 大野城コレクション申　　込

使用日の２か月前から20日前まで申込期間

※詳しくはHPをご覧ください。

980円（１日あたり）使　用　料 ※営利目的の場合は2.5倍となります。



営業時間

店 休 日
ランチタイム

日　時 毎月第４土日
会　場 毎月異なります。
参加費 有料（料金は毎月異なります。）
申　込 事前申込制

（応募者多数の場合は
 抽選になります。）
※詳しくは広報大野城（毎月１日号）や
　　HPをご覧ください。

ここふるワークショップ ここふる体験工房

日　時 ●ここふるワークショップ 毎月第１～３土日　午前10時～午後４時

●しょうわキッズデイ 毎月第４・５土日　 午前10時～午後４時
（受付は午後３時30分まで）

会　場 こども体験ギャラリー 参加費 無料 申　込 不要１階

　「ここふるワークショップ（季節の工作など）」と「しょうわキッズデ
イ（折り紙）」を開催しています！
　どなたでも参加できますので、お気軽にどうぞ♪

１月22日（土）・
　　 23日（日）

さげもん飾り
木目込まり作り

２月26日（土）・
　　 27日（日） 春の和菓子作り

３月26日（土）・
　　 27日（日）

ここふるスタンプ
で作る
布バッグ作り

令和４年２月１日（火）
　　　～４月３日（日）

～時代をあらわす道具たち～

公州大学博物館連携事業と韓国古代山城について紹介します。

２階 ミニテーマ展示

無料 午前９時～午後７時

令和４年２月８日（火）～３月19日（土）
１階 ジョーホール

令和4年
１月

令和4年

２月

３月

8（土）・9（日）・15（土）・16（日） 節分かざりを作ろう！

しょうわキッズデイ

5（土）・6（日）・12（土）・13（日）・19（土）・20（日）
ひな人形を作ろう！

しょうわキッズデイ

5（土）・6（日）・12（土）・13（日）・19（土）・20（日）

26（土）・27（日）
お花のメッセージカードを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

大野城心のふるさと館開館３周年記念特別展

令和4年１月15日（土）～3月6日（日）
午前９時～午後５時 （入場は午後４時30分まで）
会　　場 3階　企画展示室

主　　催 大野城心のふるさと館、大野城市、大野城市教育委員会
特別協力 アーブル美術館

観 覧 料 200円（150円）
100円（50円）
無料

※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金

Ⓒ MUSEE DU AOUVRE

学生証等の提示をお願いします。

日　　時

22（土）・23（日）・29（土）・30（日）
この日だけの折り紙が楽しめます。

26（土）・27（日） この日だけの折り紙が楽しめます。

　アーブル美術館は、ルーブル美術館に憧れる藤原晶
子氏と彼女の子ども２人（天馬・心海）からなる親子アー
トユニットです。「私はルーブル美術館になりたい！」とい
う母の想いをこめて「アーブル美術館」と名乗り、母の
指導のもと、２人の子ども達がフェルメールやゴッホな
ど古今東西の名画をモチーフに制作を行っています。
　ダンボールや雑貨など身近な素材をキャンバスに、
子ども達によって描かれた作品は、ヘタウマ？！ながらオ
リジナルの絵の本質をとらえ、見る人を引きつける面
白さがあります。
　制作のきっかけはなに？　制作中の子ども達はどん
な様子だったの？
　美術鑑賞って難しそう…と感じているあなたも、美術
館が大好きなあなたも、子どもの無限大の感性を感じ
てみませんか？

　ここふるショップでは、東北地方・熊本県の特産品・名産品
を販売し、売上金の全額を義援金として寄付しています。地域
の珍しい食べ物やかわいい雑貨など、いろいろな商品を取り
揃えていますので、ぜひ一度ショップに遊びに来てください♪

＜被災地応援フェア＞
　令和4年3月11日(金)に東日本大震災から11年を迎えるに
あたり、「被災地応援フェア」を開催します。いつもより品揃え
をよくしてお待ちしています。

午前10時～午後６時
※カフェオーダーストップ午後５時30分

心のふるさと館休館日に同じ
午前11時30分～午後2時30分

※来館者多数の場合は、一時的に入場を制限する場合があります。混雑が予想される日の特別展ご観覧に際しては、「特別展事前電
　話予約」をいただいた方から優先にご観覧いただけます。詳しくは心のふるさと館までお問い合わせください。

一般 
小中高校生
未就学児

令和３年12月14日（火）～令和４年１月30日（日）

　有名な日本古典文学研究者であった目加田さくを先生が蒐集し
た複製浮世絵の中から、葛飾北斎「富嶽三十六景」の一部を２期
に分けて展示しています。

２階 ミニテーマ展示

目加田コレクション展
         「富嶽三十六景」

期　間

会　場

観覧料 時　間

令和３年度新収蔵品展

期　間

会　場

期　間

会　場

公州大学校博物館連携事業展示

被災地応援商品を税込 1,000 円以上ご購入で、東北地方の
お菓子・雑貨が当たるミニ抽選会に参加できます。

上記1、2の関連イベントの申込方法

ＦＡＸ、はがき、申込フォーム、１階総合案内

会　場 Ｍ２階　講座学習室
登壇者 藤原晶子

（親子アートユニット「アーブル美術館」館長）
赤司善彦（大野城心のふるさと館長）

日　時 令和4年2月5日（土）
午後２時～３時

各回

定員定員

 １.トークショー
「絵を描く楽しさって何だろう？」

作品制作時の思い出や展示の見どころについて、
楽しく語ります。

《必要事項》参加イベント名（複数回開催のものは時間まで）、参加者氏名、年齢（小中高生のみ学年まで）、住所、電話番号
《申込期間》令和４年１月12日（水）～１月26日（水）　※申込は一口につき１名まで

会　場 Ｍ２階　講座学習室
講　師 藤原晶子（親子アートユニット

　　　「アーブル美術館」館長）

対　象 どなたでも
（小学３年生以下は保護者同伴）

参加費 200円

参加費 無料（特別展の観覧が必要）

参加費 無料（特別展の観覧が必要）

日　時 令和4年2月6日（日）
②午後１時30分～
（各回60分程度）

応募者多数の場合抽選
10名名

名画の中から好きな人物や動物を選んで、ダンボー
ルに新年の書き初め気分で、筆ペンを使って描いて
みましょう！できあがったものは、バッジにします。

2.ワークショップ
名画な「段バッジ」を作ろう！

3.みんなで大きな絵を作ろう!

10

日　時 令和４年３月８日（火）～３月21日（祝・月） 午前10時～午後６時
内　容 「東北地方・熊本県お楽しみ商品♪ミニ抽選会」

各回

参加費 無料

備　考 完成した作品は、大野城心のふるさと
館SNS等で発表します。

日　時 令和4年2月12日（土）・13日（日）

展示を見た後は、お絵かきに挑戦！みなさんが描
いた絵を集めて、大きな絵を作ります！どんな作
品ができるかな？

※希望者は随時参加できます。（材料がなくなり次第終了）

4.ぼくもわたしも学芸員！
アーブル美術館の学芸員になったつもりで、ひらめ
き☆カードを書いて作品の面白さを伝えよう！参加
してくれた方には、本展覧会限定の「アーブル美術
館ステッカー」をプレゼント！

①午前11時～ 

定員定員

応募者多数の場合抽選
50名名50

申込フォーム
申込フォーム

気になる商品が
いっぱい！
ぜひ店頭で
ご覧ください♪
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