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15日（土） ●ここふるワークショップ（～16㈰）

  8日（土） ●ここふるワークショップ（～9㈰）

  1日（土） ●ここふるワークショップ（～2㈰）

問い合わせ・申し込み先問い合わせ・申し込み先 アクセス情報アクセス情報

大野城心のふるさと館市民
ミュージアム

インフォメーション

★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

※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。

・・・・

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）

①
西
鉄

★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

②
J
R

●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。
　駐車場には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

③
車

アクセスマップ

21日（土）

●ここふる星の世界
●ここふるショップクリスマスディナー
●ここふるワークショップ（～22㈰）
●ここふる体験工房（～22㈰）要申込

25日（土） ●しょうわキッズデイ（～26㈰）
●ここふる体験工房（～26㈰）要申込

22日（土） ●しょうわキッズデイ（～23(日・祝））
●ここふる体験工房（～23(日・祝））要申込

18日（土） ●「発掘された日本列島2019」（～2/26㈬）
●ここふるワークショップ（～19日㈰）

11日（土） ●ここふるワークショップ（～12㈰）

17日（火） ●市内小学６年生「夢灯り」展示（～3/31㈫）

  3日（日・祝）●中学生リーダーズクラブwithそれいけ☆青年組（バルーンアート・紙コップ工作）

14日（土） ●ここふるワークショップ（～15日㈰）

  5日（日） ●正月遊びを体験しよう！

申込
専用

問い合
わせ用

Facebook Instagram Twitter LINE

最新情報やイベント情報を発信しています。
◆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

心のふるさと館ＳＮＳ情報心のふるさと館ＳＮＳ情報 SNSを
使っていつでも
最新の情報が
見れます！

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〕

あなたの作品や収集品を、心のふるさと館で展示してみませんか？

中２階 大野城コレクション
（展示ケース）

展示場所

心のふるさと館　１階総合案内に申請書を提出
※申請書提出の前に、まずは一度お問い合わせください。

申請方法

最長15日間展示可能日数

※詳しくはHPをご覧ください。

１日あたり980円使 用 料
※営利目的の場合は
　上記金額の2.5倍となります。

15日（日） ●商工会青年部餅つき大会
●Cocofuru Winter Live Show2019

  1日（日）
●大野城ウィンターイルミネーション2019オープニングセレモニー
●ここふるショップクリスマスフェア（～12/25㈬）
●昭和のくらしコーナー展示替えイベント 要申込

  7日（土）
●縄文王国やまなし展 講演会＆パネルディスカッション
●ここふるワークショップ（～８日㈰）
●福岡女学院大学　Hand Bell Concert

要申込

17日（日） ●縄文ワークショップ
16日（土） ●ＴＨＥ ＨＵＮＴＩＮＧ（～12/22㈰）　●ここふるワークショップ（～17日㈰）

12日（火） ●広報「大野城」表紙展（～12/15㈰）

12日（木） ●縄文王国やまなし展 バスツアー 要申込

29日（金） ●縄文王国やまなし展 バスツアー 要申込

  8日（日） ●縄文ワークショップ

23日（土・祝）●縄文王国やまなし展 バスツアー
●しょうわキッズデイ（～24日㈰） ●ここふる体験工房（～24日㈰）

要申込

要申込

  9日（土）
●縄文王国やまなし展 バスツアー
●日本の心　わらべの心（童謡コンサート）
●ここふるワークショップ（～10日㈰）

要申込

  1日（金）

●ミニテーマ展示「発掘！大野城市ー石勺遺跡ー」（～12/15㈰）

●特別展「縄文王国やまなし」（～12/22㈰）

●こばやし造形教室　グループ絵画展（～4日(月･振））

●ＭＯＡ美術館福岡児童作品展大野城地域展（～10㈰））

  2日（土）

●おおのじょうこども商店街（～3日(日・祝））

●まちかど美術館（～10㈰）

●ここふるワークショップ（～３日(日・祝)）
●第22回筑紫地区文化財写真展（～15日㈮）

2019 vol.5
イベントカレンダーイベントカレンダー EVENT

CALENDAR
EVENT
CALENDAR
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、まちと、人と、想いとー「つ
なぐ、つながる。」

市

民ミ
ュージアム

特別展「発掘された日本列島2019」展示工事・作業のた
め、下記期間について、２階展示室を閉室しますので、ご
了承ください。

★令和２年１月18日（土）～２月26日（水）までは、「発掘された日本列島
2019」の展示会場（※有料）となります！お楽しみに!!

12月17日（火）～令和２年３月９日（月）（予定）期　　間

２階　常設展示２
（水城・大野城シアター、牛頸須恵器ファクトリー、ミニテーマ展示）

場　　所

臨時閉室のお知らせ臨時閉室のお知らせ

※ただし、令和2年1月初旬と3月初旬は、2階を全室閉室とします。
日時の詳細はHP・SNS等でお知らせします。

市民ミュージアム　
大野城心のふるさと館

主催：文化庁、大野城心のふるさと館、西日本新聞社、 
全国新聞社事業協議会

令和2年1月18日（土）
　～令和2年2月26日（水）



市内小学６年 生

毎月メニューが変わる工作「ここふるワークショップ」と折り紙や昔遊
びを体験できる「しょうわキッズデイ」を開催しています！
どなたでも参加できます。

ここふるワークショップ・体験工房

ここふるワークショップ ここふる体験工房

11月23日（土・祝）・
24日（日）

クリスマス
ダンボールアート

12月21日（土）・
22日（日） 押し花工作

1月25日（土）・
26日（日）

昔のお金・
貨布作り

2月22日（土）・
23日（日・祝） さげもん作り

営業時間 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

店 休 日 心のふるさと館休館日に同じ
ランチタイム 午前11時30分～午後2時30分

カフェでは、市内の事業所
やグループによる日替わ
りランチが人気!!

日　時 毎月第４土日 （12月は第３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。

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 ※材料がなくなり次第終了）

会　場 こども体験ギャラリー 参加費 無料 申　込 不要１階

※木曜日は午後１時30分まで

※日替わりランチの他にも、大野城の
ソウルフード「大野城鶏ぼっかけ」や
ドリンク、アイスなどもあります。

パンランチ（600円）火 水

ソーキソバ
（600円）

木

カルボナーラ
うどん

（バゲット付）
（650円）

土

ベーコンと
きのこのパスタ

（トマトソースor
バジルソース）

（600円）

金

※ソースは
　週替わり
　になります。

期　間 12月17日（火）～令和２年３月31日（火）
※令和２年１月14日（火）～３月１日（日）は、
　「発掘された日本列島2019」のため一時中断いたします。

期　間 12月１日（日）～25日（水）

会　場 Ｍ２階　大野城コレクション 他 観覧料 無 料

11月

12月

どんぐりリースを作ろう！

Ｒ２年
１月

Ｒ２年
２月

しょうわキッズデイ

2（土）・3（日・祝） まどかフェスティバル

9（土）・10（日）・16（土）・17（日）

クリスマスカード作りをしよう！
23（土・祝）・24（日）

びゅんびゅんごまを作ろう！
折り紙・昔遊びなどの体験

7（土）・8（日）・14（土）・15（日）・21（土）・22（日）

正月遊びを体験しよう！

折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

5（土）

節分飾り作りをしよう！11（土）・12（日）・18（土）・19（日）

25（土）・26（日）

ひな人形を作ろう！
折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）

22（土）・23（日・祝）

大野城
ウィンターイルミネーション2019 特別展 縄文王国やまなし

〔心のふるさと館イベントスケジュール〕

12月

・ここふるショップクリスマスフェア（～12/25（水））

・福岡女学院大学 Hand Bell Concert

1（日）

7（土）

・Cocofuru Winter Live Show201915（日）

・ここふる星の世界
・ここふるショップクリスマスディナー21（土）

今年の冬は、「まどかぴあ×心のふるさと館×社会福祉協議会 合同
企画イベント“大野城ウィンターイルミネーション2019”」を開催し
ます。期間中は、まどかぴあ南側広場にイルミネーションが点灯！
心のふるさと館でも特別イベントを行います！お楽しみに！
※詳細は大野城まどかぴあＨＰをご覧ください。

12月１日（日）　午後５時15分～ オープニングセレモニー　会場：まどかぴあ南側広場

「夢灯り」展示
おおの山城大文字まつり会場を毎年
幻想的に彩る、市内小学６年生の夢を
描いた「夢灯り」を、今年度は心のふる
さと館で展示します！
※小学校毎に展示期間が異なります。
　詳細はＨＰをご覧ください。

日本列島では毎年8,000件
近い発掘調査が行われてい
ます。このうち、近年発掘さ
れた遺跡や、成果がまとまっ
た注目の12遺跡473点を速
報展示します。

縄文時代は主に狩猟・採集・漁労活動によって定住生活を営
んだ時代です。その文化は1万年以上も続き、各地で独特な
文化が生まれました。山梨県をはじめとする中部高地では、
縄文時代中期に大集落が営まれました。そして呪術的な土

偶や、装飾紋様の豊かな縄文土器が発
達します。とりわけ縄文土器の不思議
な装飾は、自然と共生した縄文人の神秘的な世界観の表れとも考え
られます。今回の展覧会では、「縄文王国」から厳選

された縄文土器と、それとコラボレーションし
た現代作家の作品をじっくりとご堪能くださ
い。土偶や土器の装飾紋様に込められた縄
文人の精神世界を私たちの感覚ですくい
とってみましょう。

特 集

１ 福島の復旧・復興と
埋蔵文化財

東日本大震災の発生から、８
年の月日が流れました。東北
沿岸のあちこちで、かつての
賑わいを取り戻しつつある町の
姿を見ることができます。その一方
で、福島県沿岸部の浜通り地域では、福島第一原
子力発電所事故の影響により、復旧・復興はまだ道
半ばです。浜通り地域は、海の道と陸の道によって
各地と結ばれ、極めて個性的な文化を育んできた
魅力ある地域です。浜通り地域の遺跡・遺物の展示
を通じて、この地に根付いた豊かな歴史文化に親
しんでいただければ幸いです。

特 集

2 記念物
100年

記念物は、我が国にとって歴史上・学術上
価値の高い遺跡、鑑賞上価値の高い名勝
地、学術上価値の高い動物・植物・地質鉱
物の総称で、その中で重要なものは文化
財保護法で「史跡」「名勝」「天然記念物」に
指定されています。2019年は文化財保護
法の前身で、記念物を指定し、保護する制
度の「史蹟名勝天然紀念物保存法」ができ
て100年の節目の年にあたります。そこ
で、後の時代に残したい大事なものである

「記念物」100年の歩みを紹介し、記念物を
守り、未来へと伝える大切さを皆様と共有
したいと思います。

新発見考古速報

会　　場 ２階　特設会場、３階　企画展示室
観 覧 料 ●一般  　　　 400円（350円）

●高校生以下　無 料

期　　間

令和２年１月18日（土）
～２月26日（水）

午前９時～午後５時
（入場は午後４時30分まで）

※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金。

縄文王国やまなし展
バスツアー

関連

イベント1

心のふるさと館で開催中の
特別展「縄文王国やまなし」と
九州国立博物館で同時開催
中の「縄文王国やまなし」をバ
スで回るツアーを開催！

定員定員

事前申込制

各
回25名各
回25名
申込開始日申込開始日

午前９時～
15火

10

※定員に達し次第、
締め切ります。

日　時 11月９日（土）・23日（土・祝）・29日（金）、
12月12日（木）午後１時～５時

観覧料 一般370円、70歳以上150円、
18歳未満高校生以下無料

申込方法 Ｅメール、ＦＡＸ、１階総合案内で申込み。
（必要事項：参加者全員の氏名・電話番号・住所・
参加希望日）※１口４名まで申込みできます。

講演会＆
パネルディスカッション

関連

イベント2 定員定員

事前申込制
120名120名
申込開始日申込開始日

午前９時～
1金11

日　時 12月７日（土）
午後１時～４時

会　場 Ｍ２階　講座学習室

申込方法 Ｅメール、ＦＡＸ、１階総合案内で申込み。
（必要事項：参加者全員の氏名・電話番号・住所）
※１口３名まで申込みできます。

内　容
第１部 ・講演　「縄文人の生活～
私たちの知らない縄文世界～」
講師　中山誠二氏（南アルプス市ふるさと文化伝承館 館長）
・講演 「土器・土偶が語る物語」
講師　保阪太一氏（南アルプス市教育委員会文化財課）
第２部　パネルディスカッション

※定員に達し次第、
締め切ります。

ＴＨＥ ＨＵＮＴＩＮＧ
縄文時代に行われていた
狩猟を弓矢で遊び体験！

関連

イベント3
縄文ワークショップ

・縄文土器マグネット作り
・じょーもん缶バッチ作り

ワーク

ショップ

日　時
11月17日（日）、12月8日（日）
①午前10時～正午　②午後2時～4時

会　場
Ｍ２階
講座学習室

日　時
11月16日（土）～12月22日(日)
午前９時～午後５時

会　場
３階　ホワイエ

ワークショップ当日の特別展観
覧者はご参加いただけます。
※ただし、参加人数に限りがあります。

参加方法

有料
200円

参加費
無 料

※関連イベントの詳細は、チラシやＨＰをご覧ください。

会　　場 ３階　企画展示室
観 覧 料 ●一般  　200円（150円）

●高校生以下　無 料

期　　間

10月29日（火）
　　～12月22日（日）
午前９時～午後５時（入場は午後４時30分まで）

※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金。
学生証等の提示をお願いします。

深鉢形土器
北杜市教育委員会蔵

土器把手
釈迦堂遺跡博物館蔵

深鉢形土器　南アルプス市教育委員会蔵

（観覧無料）

１階でも
関連展示
開催！

参加費
無 料・参加自由

おもちゃの弓矢を使って遊ぼう！

参加費
無 料

コウノトリ

人面装飾付き注口土器
浪江町教育委員会蔵

土製耳飾り　松本市教育委員会蔵

お弁当（458円）日 ※持ち帰りの場合450円

学生証等の提示をお願いします。


