
6
月

5
月

3
月

4
月

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
※概ね30分間隔で運行。

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

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
見られます！

三兼池公園 ため池ルートマップ

三兼池や日の浦池など、憩い
の空間でゆったりと水辺の歴
史散策を楽しめるルートです。
公園内には史跡もあるので探
してみてください。

ため池ルート

市役所・各コミュニティセン
ター・心のふるさと館など

大野城トレイルマップ

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

全７ルートの散策路のことです。

10日（火） ●コワーキングスペース　ままいるーむ

  1日（日） 要申込●ここふるジェンヌ　なりきりワークショップ
●２階全室閉室（～３㈫）

20日（祝・金）●クライミング体験 当日申込

21日（火） ●ミニテーマ展示「大野城市の戦争とくらし」（～6/21㈰）

21日（土） ●ここふるワークショップ（～22㈰）●クライミング体験（～22㈰）当日申込

  4日（水） ●2階常設展示2閉室（～9㈪）

24日（火） ●クライミング体験 当日申込 ※午後のみ

31日（火） ●クライミング体験 当日申込 ※午後のみ

28日（土） ●ここふる体験工房（～29㈰） 
●しょうわキッズデイ（～29㈰）　●クライミング体験（～29㈰）

要申込

当日申込

  6日（土） ●ここふるワークショップ（～7㈰）
●クライミング体験（～7㈰）当日申込

13日（土） ●ここふるワークショップ（～14㈰）
●クライミング体験（～14㈰）当日申込

20日（土） ●ここふるワークショップ（～21㈰）
●クライミング体験（～21㈰）当日申込

27日（土） ●クライミング体験（～28㈰）
●しょうわキッズデイ（～28㈰）

当日申込
●ここふる体験工房（～28㈰）要申込

30日（土） ●しょうわキッズデイ（～31㈰）
●クライミング体験（～31㈰）当日申込

16日（土） ●ここふるワークショップ（～17㈰）
●クライミング体験（～17㈰）当日申込

18日（土） ●ここふるワークショップ（～19㈰）
●クライミング体験（～19㈰）当日申込

11日（土） ●ここふるワークショップ（～12㈰）
●クライミング体験（～12㈰）当日申込

  9日（土） ●ここふるワークショップ（～10㈰）
●クライミング体験（～10㈰）当日申込

  2日（土） ●ここふるワークショップ（～3㈷㈰）
●クライミング体験（～6㈷㈬）当日申込

  4日（土） ●ここふるワークショップ（～5㈰）
●クライミング体験（～5㈰） 当日申込

25日（土） ●ここふる体験工房（～26㈰）
●クライミング体験（～26㈰）

●しょうわキッズデイ（～26㈰）
当日申込

要申込

29日（祝・水）●特別展「歴史教科書でみる考古名品」（～6/21㈰）
●昭和のゲーム大会　●クライミング体験 当日申込

要申込23日（土） ●ここふる体験工房（～24㈰）           ●しょうわキッズデイ（～24㈰）
●クライミング体験（～24㈰）当日申込

会　費 200円 有効期限 なし
入会方法 入会申込書（心のふるさと館で配布またはＨＰ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。
※未成年者は保護者の同意が必要

会員募 集
ここ

  ふる友の会

14日（土）
●未就学児対象!!子どもクライミング体験会
●ここふるワークショップ（～15㈰）
●クライミング体験（～15㈰）

要申込

当日申込 ※14㈯は午後のみ

要申込
  7日（土）

●被災地応援フェア（～15㈰）
●未就学児対象!!子どもクライミング体験会
●ここふるワークショップ（～8㈰）
●クライミング体験（～8㈰）当日申込 ※7㈯は午後のみ
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歴史教科書でみる
考古名品

特別展

4月29日（祝・水）
～6月21日（日）

心のふるさと館のファンクラブ「ここふる友の会」の会員
を募集しています。特別展の内覧会のご案内や友の会会
員料金での観覧など、会員だけの特典も満載！

Mr Max



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
びなどが体験できる「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

3月28日（土）・
29日（日）

土器型
クッキー作り

4月25日（土）・
26日（日）

勾玉
ネックレス作り

5月23日（土）・
24日（日）

水引
アクセサリー作り

6月27日（土）・
28日（日）

はにわ
マグネット作り

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。）
※詳細は広報大野城（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

期　間 ４月～2021年３月

2020年度開催予定の特別展・企画展（全４回）で、スタンプラリーを開催！下記
のスタンプカードにスタンプを貯めて、オリジナルの缶バッチをゲットしよう！

　1990（平成２）年、ふるさと大野城の大切な歴史を伝える場として、大野
城市役所の中に「歴史資料展示室」が開室してから、今年でちょうど30年。
一昨年開館した大野城心のふるさと館は、そんな歴史資料展示室の想い
を受け継ぎ、子どもたちをはじめ、もっともっとたくさんの皆さんに、この
まちの歴史とにぎわいを体感していただき、未来へとつないでいくため
の施設として、様々な取り組みを行っています。
本市に歴史系展示施設が設置されてからちょうど30年となるこの春、
特別展「歴史教科書でみる考古名品」を開催します！
誰もが学校の歴史の教科書で一度は目にしたことがある
重要文化財や考古の名品が、教科書から飛び出して、心
のふるさと館にやってきます。

「歴史大好き！」という皆さんはもちろん、「授業苦手だったん
だよなぁ…」という方も、「本物」との出会いを通じて、きっ
と歴史の魅力・楽しさ・ロマンを新発見できますよ！

ガラス勾玉・小玉
春日市教育
委員会蔵

銅戈鋳型　春日市教育委員会蔵

重要文化財
人形装飾付異形注口土器

東京国立博物館蔵
Image:TNM Image Archives

中広形銅矛　春日市教育委員会蔵

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

新学期や新年度の準備に向けて、かわいくて使いやすい文房
具はいかがですか？えんぴつやボールペン、ノートなどたくさ
ん取り揃えています♪

※木曜日は午後１時30分まで

3月

４月

竹とんぼを作ろう！昔遊びをしよう！

５月

６月

しょうわキッズデイ

しょうわキッズデイ

昭和のゲーム大会

7（土）・8（日）・14（土）・15（日）・21（土）・22（日）

28（土）・29（日）

折り紙・昔遊びなどの体験
4（土）・5（日）・11（土）・12（日）・18（土）・19（日）

折り紙・昔遊びなどの体験
こいのぼり作り

25（土）・26（日）

昭和のゲーム盤などの遊びを体験

折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

29（祝・水）

貨布しおり作り2（土）・3（祝・日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）

23（土）・24（日）・30（土）・31（日）

七夕飾り作り
折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

6（土）・7（日）・13（土）・14（日）・20（土）・21（日）

27（土）・28（日）

ピンク

グリーン

ここふるショップのイチオシ文房具をご紹介!!

えんぴつ
心のふるさと館のロゴと
大野ジョーくんの
イラスト入り！

（70円）

はにわノート
持ち運びに便利な
サイズ！

（360円）

トートバッグ
Ａ４サイズも
ばっちり入る！

（570円）

はにわマスキングテープ
オレンジと黒の
コントラスト
がかわいい！

（300円）

多色ボールペン
赤・青・黒の３色で
使いやすさ抜群！

（400円）

特別展

2020

4月29日（祝・水）～6月21日（日）
午前９時～午後５時 （入場は午後４時30分まで）

歴史教科書でみる
考古名品

特別展

会　　場 3階　企画展示室
観 覧 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・20名以上の団体料金
学生証等の提示をお願いします。

期　　間

ふるさと館に重要文化財が
初めてやってくる！

展示構成
てん      じ       こう    せい

　　１時限目：年表の見方を知ろう
　　２時限目：縄文のむらから古墳のくにへ
１）旧石器時代

狩りと採集

２）縄文時代
豊かな自然とともに

３）弥生時代
米づくりがはじまる
むらからくにへ
中国の歴史書からみた倭

４）古墳時代
古墳をつくった人々

　　3時限目：天皇中心の国づくり
いのちがけの航海

　　4時限目：貴族のくらし
よみがえる都のくらし

　　5時限目：身近にある歴史を見つけよう
大野城市の歴史

　　歴史博物館へ行こう
近隣歴史博物館の魅力紹介

じ      げん     め      ねん  ぴょう            み     かた　　　　し

じ      げん     め　　じょう　もん　　　　　　　　　　　　こ　　ふん

こ　　ふん　 じ　  だい

じ      げん　　め　　てん   のう ちゅう しん　　　　くに

じ      げん　　め　　　き       ぞく

じ      げん      め         み     ぢか                           れき　 し            み

きゅう　せっ　　き　　　じ　  だい

じょう　   もん　　     じ　      だい

か　　　　さい しゅう

ゆた　　　　　し　ぜん

こ    ふん                               ひと  びと

こう   かい

みやこ

おお   の   じょう   し　　　れき　し

れき     し       はく     ぶつ   かん               い

きん  りん   れき　し　 はく  ぶつ かん          み  りょく しょう かい

やよ     い　　    じ　  だい
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