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※下記の定期イベントも実施しています。都合により、変更・中止となる場合がありますので、
　詳しくはHP・SNS をご確認ください。

牛頸で見つかったウグイス 大野城トレイル
（生きものマップ）

スズメと同じ程度の大きさで、春
になると「ホーホケキョ」と鳴き、
春をつげる鳥とも呼ばれていま
す。公園や河川など、お出かけの
際に鳴き声が聞こえてきたら是
非探してみてね！

市役所・各コミュニティ
センター・心のふるさと
館など

春の生きもの（ウグイス） トレイルマップ配布場所

  

  

●企画展「発掘された大野城市の遺跡展」（～3/24㈰）
●ＣＧＣ～ここふるガールズコレクション～（～4/2㈰）
●ここふるサイエンスカフェVol.５
●ここふるホワイトデー2023（～3/14㈫）
●被災地応援フェア（～3/19㈰）
●いわて復興のあゆみ展（～3/19㈰）
●ここふるオレンジカフェ
●いわて復興のあゆみ展関連イベント「語り部講話」
●ここふる春のハープコンサート
●ここふるカタカタレース（～3/25㈯）
●染めを楽しむ（～4/9㈰）

●被災地応援フェア（～4/16㈰）
●ここふるショップの店員さんになろう！（～4/7㈮）
●ここふるハイハイレース（～4/8㈯）
●ここふるオレンジカフェ
●特別展「白木原ベースサイドストーリー」（～6/18㈰）
●ここふるゴールデンウィーク2023（～5/7㈰）

●（仮）戦国武将人形展（～5/28㈰）
●特別展関連イベント「ポケットバイク撮影会」
●特別展関連イベント「トークショー」
●特別展関連イベント「キッチンカーがやってくる！」
●ここふるオレンジカフェ
●特別展関連イベント「ギャラリートーク」
●特別展関連イベント「ギャラリートーク」

●特別展関連イベント「バスツアー」
●特別展関連イベント「ポケットバイク撮影会」
●ここふるオレンジカフェ
●（仮）ハワイアンキルト展（～25 日㈰）
●ここふるサイエンスカフェVol.6

●（仮）ミニチュア埋蔵文化財展（～9/3㈰）
●ここふるオレンジカフェ
●（仮）開館５周年記念ワークショップ（～7/30㈰）
●特別展「MINIATURE LIFE 展」（～9/3㈰）
●ここふる夏休み2023（～8/31㈭）

●ここふるワークショップ
●しょうわキッズデイ
●ここふる体験工房　　　 （6月・12月は第３土日、7月の開催はありません）
●クライミング体験
●未就学児対象クライミング体験
●大人限定クライミング体験
●大野ジョーくんとあそぼ

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

要申込

1日（水）

3日（金）
4日（土）
7日（金）

13日（月）
19日（日）
21日（祝・火）
24日（金）
28日（火）

4日（火）

7日（金）
10日（月）
25日（火）
29日（祝・土）

2日（火）
5日（祝・金）
6日（土）

8日（月）
14日（日）
21日（日）

4日（日）
10日（土）
12日（月）
20日（火）
23日（金）

4日（火）
18日（火）
21日（金）
22日（土）

要申込

当日申込

当日申込

当日申込

第１～３土日
第４・５土日
第 ４ 土 日
土 日 祝
第 １ 土
第２・４土
第 ３ 土

令和５年４月14日（金）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。いつ
もより品揃えをよくしてお待ちしています。
●日 時
　令和５年4月4日（火）～4月16日（日）
　午前10時～午後６時
●場 所 　
　１階　ここふるショップ＆カフェ
●内 容
　「熊本県・東北地方
　 お楽しみ商品♪ミニ抽選会」
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。

ここふるショップ
被災地応援フェア
ここふるショップ
被災地応援フェア

2023 vol.15

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

アメリカがあった街、米軍板付基地・白木原ベース。POP吉村伝説もそこから始まった。

SHIRAKIBARU

BA SE
S I D E S T O R Y
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街のなかのアメリカ文化、そして POP吉村伝説の誕生
白木原ベース サイドストーリー

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
共　　催‖西日本新聞社

特別協力‖株式会社ヨシムラジャパン、株式会社モリワキエンジニアリング、
　　　　　大野城市国際交流協会、福岡日米協会、志賀商工会

◎会場／2階特設会場、3階企画展示室、3階ホワイエ（有料エリア）
　　　　1階特設会場（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）
◎入場料／一般300円（250円）高校生以下無料　
※（　）内はここふる友の会会員料金、20名以上の団体料金
※5月18日（木）は「国際博物館の日」記念で観覧料無料　
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等を提示の場合、
本人および手帳を提示した人の介護者1人は無料。

大野城心のふるさと館開館5周年記念特別展

画像提供：上段中央・下段  大野城市／他 個人

1983 YOSHIMURA MORIWAKI GSX1000レーサー
株式会社モリワキエンジニアリング所蔵

吉
村
秀
雄
氏

　画
像
提
供
：
株
式
会
社
モ
リ
ワ
キ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

SIDE STORY&
POP YOSHIMURA

ONOJO
COCORO-NO-FURUSATO-KAN

CITY MUSEUM

SH

IR
AKIBARUBASE

※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。※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。

「大野城トレイル（生きものマップ）」とは、
大野城市の牛頸の自然や現地に暮らす生きものを

紹介しているマップです。
市内で見つかった生きものの写真や解説も掲載しているので、

是非手にとってみてください。



2021 YOSHIMURA SERT Motul  GSX-R1000Rレーサー
FIM世界耐久選手権（EWC）2021 シーズンチャンピオン獲得
株式会社ヨシムラジャパン提供

Instagram Twitter LINE Facebook

心のふるさと館のSNSアカウントでは、
様々な情報を発信中☆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、SNSを見れば心のふるさと館がまるわかり！

◆名前「 大野城心のふるさと館」
◆ユーザーネーム・ID「＠2018occm」 ※LINEのみ「＠rrv3507x」

検索
方法

YouTube

ぜひフォローして、
心のふるさと館の
最新情報をゲット
してくださいね！

YouTubeチャンネルでは、館の紹介動画や特別展のＰＲ動画
などを公開しています！その中でも、館のスタッフがそれぞれ
の知識や経験を活かし先生として授業を行ってい
る「ここふる学校」は必見☆赤司館長による「地名
のはじまり探検隊」や、島先生による「はじめてみ
よう！韓国語」など、バラエティに富んだ内容がた
くさん！ぜひご覧ください。

毎月第４土日

大野城心のふるさと館開館５周年記念特別展

～街のなかのアメリカ文化、そしてＰＯＰ吉村伝説の誕生～

観 覧 料

会　　場

一般 300円（250円）
高校生以下無料

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 株式会社ヨシムラジャパン、
株式会社モリワキエンジニアリング、
大野城市国際交流協会、福岡日米協会、
志賀商工会

共　　催 西日本新聞社

※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金

　白木原ベース（大野城市と春日市に設置された板付基地のアメリカ人用の居住地区）通りや西戸崎な
どでの市民との交流から育まれたアメリカ文化を紹介します。また、雑餉隈にバイクショップを構えた吉村
秀雄氏は、バイクレースにも参加し、その技術の高さから米兵たちに「ＰＯＰ吉村」と親しまれていました。
後にオートバイの耐久レースで世界に名をはせた吉村氏の独自の手技や貴重な車両なども紹介します。

特別展開催期間中、特別展を観
覧された方に、バイクのペーパ
ークラフトをプレゼント！（CB
R1000RR-R またはスーパーカ
ブ）※なくなり次第終了。

≪来場者プレゼント≫

令和5年 4月25日（火）～6月18日（日）
午前９時～午後５時 
（入場は午後４時30分まで）

3階 企画展示室、ホワイエ（有料エリア）
2階 特設会場（有料エリア）
1階 ジョーホール（無料エリア）

日　　時

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参加希望日時まで）、参加者氏名、年齢（小中高生のみ学年まで）、住所、電話番号

 １.トークショー
  「POP吉村伝説に迫る」

ポケットバイクに乗って記念写真を撮ろう！
定員

応募者多数の場合は抽選
1組2人まで、最大20人
10組

参加費 無料（ただし、特別展観覧料、
昼食代（1,000円程度）は実費負担）

2. バスツアー
　「マリリン・モンローに
　 会えるツアー in 西戸崎」

①POP吉村の手技 
②白木原ベース通り

１階 ジョーホール
無料（別途特別展観覧料が必要）

日　時 令和5年5月6日（土）
午後2時～3時30分

日　時 令和5年6月4日（日）
午前10時～午後5時

・志賀商工会提供

登壇者 吉村不二雄氏（株式会社ヨシムラジャパ
ン代表取締役）、森脇護氏（株式会社モ
リワキエンジニアリング代表取締役）※
リモート出演、森脇南海子氏（株式会社
モリワキエンジニアリング専務取締役）

申込期間 4月1日（土）
　　　～4月21日（金）

申込期間 5月1日（月）～5月19日（金）

4.ポケットバイク撮影会

１階 ジョーホール

日　時 ① 令和5年5月5日（祝・金）
② 令和5年6月10日（土）
各日午前10 時～正午、
午後1時30 分～午後3時30 分

会　場

3.ギャラリートーク

①３階 企画展示室、３階 ホワイエ
②２階 特設会場
無料（別途特別展観覧料が必要）

日　時 ① 令和5年5月14日（日）
② 令和5年5月21日（日）
各日午前10 時30 分～

参加費

会　場参加費

会　場

定員

日　時 5月6日㈯ 11：00～17：00
※なくなり次第終了。

日　時

10組
定員

応募者多数の場合は抽選
100人
定員

人

日　時

会　場
参加費
申　込

日　時

申　込
会　場
参加費
申　込

日　時

申　込
会　場
参加費
申　込

ここふるワークショップ

ここふるワークショップ・しょうわキッズデイ・ここふる体験工房

しょうわキッズデイ ここふる体験工房

4日㈯・5日㈰・11日㈯・12日㈰・18日㈯・19日㈰ 
1日㈯・2日㈰・8日㈯・9日㈰・15日㈯・16日㈰ 
6日㈯・7日㈰・13日㈯・14日㈰・20日㈯・21日㈰ 
3日㈯・4日㈰・10日㈯・11日㈰・17日㈯・18日㈰
1日㈯・2日㈰・8日㈯・9日㈰・15日㈯・16日㈰ 

古代の文様をスタンプしよう！
こいのぼりを作ろう！
貨布しおりを作ろう！
七夕かざりを作ろう！
びゅんびゅんごまを作ろう！

３月
４月
５月

25日㈯・26日㈰
22日㈯・23日㈰ 
27日㈯・28日㈰  
24日㈯・25日㈰ ６月

３月
４月
５月
６月
７月

25日㈯・26日㈰
22日㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰
27日㈯・28日㈰
24日㈯・25日㈰
22日㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰

古代マグネット作り
勾玉ネックレス作り
初夏の和菓子作り
折り染めうちわ作り

毎月異なります。
有料（料金は毎月異なります。）
事前申込制（応募者多数の場合は抽選）

毎月第４・５土日　午前10時～午後４時
１階 こども体験ギャラリー
無料　　
不要

毎月第１～３土日 
午前10時～午後４時
（受付は午後３時30分まで）
１階 こども体験ギャラリー
無料
不要

しょうわキッズデイでは、動物やお花など様々な
折り紙が体験できます！

ここふるワークショップでは、
季節の工作を行っています！

※詳しくは広報大野城・ＨＰをご覧ください。３月
４月
５月

７月
６月

ふるサポの会会員募集

ふるサポの会会員募集

心のふるさと館YouTubeチャンネル
ここふる友の会会員募集ここふる友の会会員募集

　館事業をサポートするボランティアを募集しています。
展示解説や館外ガイドなど、楽しく活動してみませんか？

　ファンクラブ「ここふる友の会」の会員を募集してい
ます。特別展の内覧会ご招待や会員料金での観覧など、
会員だけの特典も満載！

※入会方法等の詳細についてはＨＰをご覧ください。

※入会方法等の詳細についてはＨＰをご覧ください。

入会申込書（心のふるさと館で配布またはホーム
ページからダウンロード）に必要事項をご記入の上、
会費を添えて１階総合案内でお申し込みください。

どなたでも  ※未成年者は保護者の同意が必要対　　象

200円会　　費 なし有効期限
入会方法

応募用紙（心のふるさと館で配布またはホームペー
ジからダウンロード）に必要事項をご記入の上、持参・
ＦＡＸ・送付いずれかの方法で心のふるさと館まで
ご提出ください。

16歳以上の方  ※未成年者は保護者の同意が必要
無理なく館や活動場所に通える方

対 象 者

入会方法

無料参加費

100

白木原バーガーの
キッチンカーがやってくる！MENU
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