
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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当日申込

5日（火）

20日（日）
21日（祝・月）

8日（火）

1日（火）

5日（土）

16日（土）
14日（木）
12日（火）
11日（月）

23日（土）

3日（祝・火）

25日（土）

4日（土）

11日（土）

13日（月）

12日（土）

19日（土）

26日（土）

29日（火）

7日（土）

9日（月）

29日（祝・金）

14日（土）

21日（土）

28日（土）

18日（土）

22日（火）
25日（金）

9日（土）

2日（土）

※最新のイベント情報は
　HP・SNSでご確認ください。

※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。

御笠川の桜並木 御笠川ルートマップ

「御笠川ルート｣とは、御笠川沿いを巡る
総延長約9.0Kmのウォーキングコースです。

川沿いには公園やベンチなど、
休憩できる場所もあるのでゆったりと歩くことができます。

御笠川ルートで楽しめる桜の名
所。春になると満開の桜並木や
川沿いの景観が楽しめます。平
坦な道なので、小さなお子さん
との散歩にもおすすめです。

市役所・各コミュニティ
センター・心のふるさと
館など

御笠川ルート トレイルマップ配布場所

－活かす地域の宝－

大野城市市制50周年記念特別展

戸籍木簡（複製品）
(太宰府市教育委員会蔵)

紅地白引両上字紋幟（短）
(今治市村上海賊ミュージアム蔵)

三累環頭大刀柄頭
（大野城市教育委員会蔵）

保命酒のレシピ　中村家文書『名酒家傳記』
(福山市鞆の浦歴史民俗資料館蔵)

薬研(福山市鞆の浦歴史民俗資料館蔵)

和銅六年銘ヘラ書き須恵器
(大野城市教育委員会蔵)

色絵花盆文大皿
（佐賀県立九州陶磁文化館蔵 柴澤コレクション）

色絵虎置物
（佐賀県立九州陶磁文化館蔵 長瀬テツ子氏寄贈）

猩々陣羽織(今治市村上海賊ミュージアム蔵)
※展示は複製品

  

  

「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。・・・・

百間石垣ウォール・ク百間石垣ウォール・クラ
イ
ミ
ン
グ

ラ
イ
ミ
ン
グ

令和4年4月29日（祝・金）～6月19日（日）
会　　場／大野城心のふるさと館
　　　　　　3階企画展示室・２階特設会場（有料エリア）
　　　　　　1階ジョーホール（無料エリア）

開場時間／午前９時～午後５時（入場は午後４時30分まで） 

●公州大学校博物館連携事業展示（～19日㈯）
●令和3年度「新収蔵品展～時代をあらわす道具たち～」（～4月3日㈰）
●ここふるホワイトデー2022「ハートのカケラを集めよう！」（～13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㈷㈪）
●岩手県復興ポスター展（～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
●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（～21日㈷㈪）
●宇宙の学校
●トールペイント展（～27日㈰）　　　　●クライミング体験
●ここふるオレンジカフェ
●クライミング体験特別運用
●ここふるショップの店員さんになろう！（～27日㈰）
●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
●ここふるショップの店員さんになろう！（～30日㈬）

●ここふるワークショップ（～3日㈰）
●クライミング体験（～3日㈰）※2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（～17日㈰）
●染で楽しむ（～10日㈰）　　　　●クライミング体験特別運用
●ここふるワークショップ（～10日㈰）
●クライミング体験（～10日㈰）
●大人クライミング体験
●ここふるオレンジカフェ
●薬草のボタニカルアート展（～24日㈰）
●ここふるハイハイレース（～15日㈮）
●大野ジョーくんとあそぼ　　　　 ●ここふるワークショップ（～17日㈰）
●クライミング体験（～17日㈰）
●しょうわキッズデイ（～24日㈰）
●ここふる体験工房（～24日㈰）
●クライミング体験（～24日㈰）
●大人クライミング体験
●特別展「日本遺産 古代日本の「西の都」 ―活かす地域の宝―」（～6月19日㈰）
●レトロ絵葉書展（～6月19日㈰） ●ゴールデンウィークイベント（～5月8日㈰）
●クライミング体験（～5月1日㈰）

●クライミング体験（～5日㈷㈭）
●ここふるワークショップ（～8日㈰）
●クライミング体験（～8日㈰）※7日㈯は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●ここふるオレンジカフェ
●ここふるワークショップ（～15日㈰）
●クライミング体験（～15日㈰）
●大人クライミング体験
●ここふるワークショップ（～22日㈰）　●クライミング体験（～22日㈰）
●しょうわキッズデイ（～29日㈰）
●ここふる体験工房（～29日㈰）
●クライミング体験（～29日㈰）
●大人クライミング体験

●ここふるワークショップ（～5日㈰）
●クライミング体験（～5日㈰）※4日（土）は午後のみ
●未就学児クライミング体験
●ここふるワークショップ（～12日㈰）
●クライミング体験（～12日㈰）
●大人クライミング体験
●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（～19日㈰）
●クライミング体験（～19日㈰）
●しょうわキッズデイ（～26日㈰）
●ここふる体験工房（～26日㈰）
●クライミング体験（～26日㈰）
●大人クライミング体験
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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

　クライミング体験をしながら、
国の特別史跡「大野城跡」の百
間石垣の高さを体感することが
できます！約７ｍの高さを実際
に感じてみよう！

2階 百間石垣ウォール・クライミング場　所
70円（保険料として）参加費
小学生以上（身長110cm以上、体重120kg未満）対象者
利用当日に1階 総合案内で申込み。申　込

※詳しくはHPをご覧ください。

土・日・祝日実施日



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♪

ここふるスタンプで
布バッグ作り

水引アクセサリー
作り

4月23日（土）・
　　 24日（日） 勾玉ネックレス作り

土器・はにわ作り6月25日（土）・
　　 26日（日）

5月28日（土）・
　　 29日（日）

令和4年
３月 3月26日（土）・

　　 27日（日）

令和4年

５月

４月

６月

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

2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）

23（土）・24（日）
こいのぼりを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

7（土）・8（日）・14（土）・15（日）・21（土）・22（日）

28（土）・29（日）
紋切り遊びをしよう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

4（土）・5（日）・11（土）・12（日）・18（土）・19（日）

25（土）・26（日）
七夕かざりを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

大野城市市制50周年記念特別展

―活かす地域の宝―

　ここふるショップでは、熊本県・東北地方の特産品・名産品
を販売し、収益の一部を寄付しています。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4月14日(木)に熊本地震から6年を迎えるにあた
り、「被災地応援フェア」を開催します。

＜オリジナルグッズ販売中！＞
　大野城市の文化財をモチーフにしたものや大野ジョーくんとの
コラボグッズなど、心のふるさと館の限定商品がたくさん！通信販
売でも購入できるのでHPをチェックしてみてくださいね♪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

令和4年4月29日（祝・金）～6月19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・2階 特設会場（有料エリア）、1階 ジョーホール（無料エリア）
観 覧 料 学生証等の提示をお願いします。

日　　時

※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 300円（250円） 高校生以下 無料
※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金

　大野城市が市制 50周年となる今年、本市史跡を含む日本遺産「古代日本の「西の都」」をはじめとした西
日本各地の日本遺産についてご紹介します。それぞれのストーリーと構成遺産から、文化遺産や民俗芸能、
特産品など、ふるさとの魅力をよりいっそう感じてもらう展覧会です。
　またイベントでは、「西の都」の構成文化財である現地史跡に足を運んでもらうなど、
地域全体の魅力も感じてもらうことができます。

人面墨書土器風茶碗
市指定有形文化財「人面墨書
土器」をモデルに作ったお茶碗。
だんだんかわいく見えてくる…!?
（税込1,100円）

防災対策ボトル（５点セット）

大判ハンカチ

懐中電灯・笛などがセットになった
便利なグッズ！
ボトルには大野ジョーくんのイラスト
入りでとってもかわいい！
（税込580円）

大野ジョーくんとまどかちゃんのイラスト入りのハンカチ！
お弁当包みや三角巾にもぴったりな大きめサイズです！（税込520円）

木製ブックマーク
市指定有形文化財「貨布
（かふ）」を細かいところ
まで再現した、オシャレ
な一品！
（税込590円）

呪符木簡ばんそうこう
市文化財「呪符木簡（じゅふもっかん）」に描かれたもの
をモチーフにした絆創膏。厄払いを意味しています！
（税込170円）

色絵花籠文八角大壺
　（佐賀県立九州陶磁文化館蔵）

牛頸月の浦窯跡出土軒丸瓦
（大野城市教育委員会蔵）

善一田古墳群出土遺物
（大野城市教育委員会蔵）

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

関連イベントの申込は…
ＦＡＸ、はがき、申込フォーム、１階総合案内右記いずれかの方法で、必要事項をお知らせください。

《必要事項》参加イベント名（複数回開催のものは日時まで）参加者氏名、年齢（小学校は学年まで）、住所、電話番号
《申込期間》イベント1・2：令和４年4月15日（金）～5月1日（日）イベント3：令和４年4月15日（金）～5月8日（日） ※申込は一口につき１名まで

日　時 令和４年4月5日（火）～4月17日（日） 午前10時～午後６時

内　容 「熊本県・東北地方お楽しみ商品♪ミニ抽選会」

3.手回しろくろ体験　　　　　　　　

申込フォーム

申込フォーム 申込フォーム

日　時

 １.「日本遺産 古代日本の
『西の都』」関連史跡めぐり

●南国宮崎の古墳景観
　・新田原 58号墳出土埴輪（新富町教育委員会蔵）

●日本最大の海賊の本拠地 芸予諸島
　・能島村上家関係資料（今治市村上海賊ミュージアム蔵）
　・因島村上家関係資料（個人蔵・尾道市蔵）

●忍びの里 伊賀・甲賀
　・忍者の道具（伊賀流忍者博物館蔵）

●日本磁器のふるさと 肥前
　・肥前産陶磁器（佐賀県立九州陶磁文化館蔵）

●国内随一の近世港町 鞆の浦
　・保命酒関連資料（福山市鞆の浦歴史民俗資料館蔵）

●古代日本の「西の都」大宰府
　・大宰府関連資料 
　 （太宰府市教育委員会蔵・太宰府市文化ふれあい館蔵・
　　筑紫野市歴史博物館蔵） 　
　・牛頸須恵器窯跡出土　ヘラ書き須恵器ほか
　  （大野城市教育委員会蔵）
　・善一田古墳出土遺物（大野城市教育委員会蔵）
　・天満宮縁起画伝（個人蔵） 

　特別展観覧後、日本遺産「西の都」構成文化財である各市
町の史跡などをマイクロバスでめぐります。（解説付き）

　陶芸体験に挑戦！手回しろくろを
使って、オリジナルのお茶碗やゆの
みを作ってみましょう！

各回定員

応募者多数の場合抽選
15名15名 会　場 まどかぴあ多目的ホール

登壇者 菱田哲郎氏
（京都府立大学教授）ほか

日　時 令和４年５月14日（土）
午後２時～４時30分

参加費 無料

出発・解散場所 大野城心のふるさと館

参加費 無料（別途、特別展観覧料が必要）

心のふるさと館Ｍ２階 講座学習室
定　員

各回10名（応募者多数の場合は抽選）

日　時 令和４年５月22日（日）
午前10時半～、午後２時～（各回1時間30分程度）

対　象 ５歳以上（小学３年生以下は保護者１名同伴）

参加費 500円

その他 作品は、体験後に焼
き上げを行い、後日
発送いたします。

2. 文化財講演会
　「須恵器生産と対外交流から
　見た「西の都」の成立前夜」
　ほか事例報告など

①太宰府市コース 令和4年５月７日（土）
②春日市・那珂川市コース 令和4年５月29日（日）
③筑紫野市・基山町コース 令和4年６月11日（土）
④宇美町・大野城市コース 令和4年６月12日（日）
時間はいずれも午後１時～午後４時30分

定　員

場　所各回定員

定員定員

応募者多数の場合抽選
150名名150

気になる商品が
いっぱい！
ぜひ店頭で
ご覧ください♪

主な展示資料

館内で、日本遺産『古代日本の「西の都」』のロゴマークを
集める楽しいスタンプラリーを開催します。 ※参加無料

来館者来館者


