
No 行 事 名
開催日
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ホームページ 特記事項・注意事項

1 岩見沢市郷土科学館 常設展示 通年 9:30～17:700 岩見沢郷土科学館
岩見沢市教育委員会
岩見沢郷土科学館
（0126-23-7170）

https://www.city.iwamizawa.
hokkaido.jp/content/detail/1
506247/

月曜日休館

2
〈市指定文化財〉
旧國兼家住宅の公開

通年
公開時間につい
ては応相談

岩見沢市北本町東1丁目64番地
岩見沢市教育委員会
文化・スポーツ振興係
（0126-35-5129）

https://www.city.iwamizawa.
hokkaido.jp/content/detail/1
507348/

3
〈市指定文化財〉
大願寺阿弥陀如来立像の公開

通年
公開時間につい
ては応相談

岩見沢市大願町131番地
成就山 大願寺
（0126-25-0625）

https://www.city.iwamizawa.
hokkaido.jp/content/detail/1
507348/

4 夕張市石炭博物館 常設展示
10月8日(火)～
11月4日(月)

10:00～16:00
（最終入場15:30）

夕張市高松7番地
夕張市石炭博物館
（0123-52-5500）

https://coal-yubari.jp/

火曜日休み
※現在、国登録有形文化財「旧
北炭夕張炭鉱模擬坑道」は見学
できません。

5
〈市指定文化財〉
「光珠内いん石」、「友情人形」展示
美唄市郷土史料館 常設展示

常設展示（5月～
10月）
月・火 休館

9:00～17:00 美唄市西2条南1丁目2-1

開館期：郷土史料館
休館期：美唄市教育委員会生
涯学習・スポーツ振興課
（開館期：0126-62-1110）
（休館期：0126-62-3132）

http//www.city.bibai.hokkaid
o.jp/jyumin/docs/20151118
00010/

11月～4月 冬期休館
毎月第1日曜日14:00～17:00見学
ガイド有
R1.10月から料金改定
一般 300円
小・中学生 70円

6
〈道指定文化財〉「美唄屯田兵屋」
〈市指定文化財〉「美唄屯田騎兵隊火薬
庫」、「旧桜井家住宅」常設展示

常設展示（5月～
10月）
旧桜井家住宅
（水・日開館）

外観は常時可
旧桜井家住宅
10:00～15:00

美唄市大通西2条北2丁目2-1

開館期：美唄市民会館
休館期：美唄市教育委員会生
涯学習・スポーツ振興課
（開館期：0126-63-2185）
（休館期：0126-62-3132）

http//www.city.bibai.hokkaid
o.jp/ で施設名を検索

11月～4月 冬期休館
施設説明は、教育委員会にご相
談ください。

7
〈市指定文化財〉
「4110形式十輪連結タンク機関車2号」、
旧美唄鉄道東明駅舎常設展示

常設展示（5月～
10月）

外観は常時可 美唄市東明5条2丁目
美唄市教育委員会生涯学習・
スポーツ振興課
（0126-62-3132）

http//www.city.bibai.hokkaid
o.jp/jyumin/docs/20150915
00276/

毎月第1日曜日 9:00～13:00東明
駅舎内部公開

8 星の降る里百年記念館常設展示 通年 9:00～17:00
星の降る里百年記念館
（芦別市北４条東１丁目１番地）

星の降る里百年記念館
（0124-24-2121）

hkanri@city.ashibetsu.hokkaa
ido.jp

休館日 5～10月の月曜日、11～
4月の月・火曜日、年末年始
(12/29～1/3)

9
赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設 常設
展示

通年 9:30～16:30
赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設
（赤平市字赤平485番地）

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施
設
（0125-74-6505）

http://www.city.akabira.hokk
aido.jp/docs/201807110003
9/

休館日：月曜及び火曜（祝日開
館、直近の平日休）、年末年始
（12月31日から翌1月5日）

10 旧住友赤平炭鉱立坑櫓等の内部見学
通年（冬季変更
有り）

ガイダンス施設開館
日の午前10時から
と午後13時30分

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設
（赤平市字赤平485番地）

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施
設
（0125-74-6505）

http://www.city.akabira.hokk
aido.jp/docs/201807110003
9/

特に冬季において見学内容の変
更の可能性有り。事前にご確認く
ださい。

11 三笠市立博物館 常設展示 通年 9:00～17:00 三笠市博物館
三笠市立博物館
（01267-6-7545）

https://www.city.mikasa.hok
kaido.jp/museum/
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12
〈道指定天然記念物〉
「タキカワカイギュウ」展示

常設展示（3月～
11月）

10:00～17:00
滝川市美術自然史館
（滝川市新町2丁目5番30号）

滝川市美術自然史館
（0125-23-0502）

http://www.city.takikawa.hok
kaido.jp/260kyouiku/05bijyut
su/sizensi.html

月曜日（祝日の場合は開館、翌
火曜日休館）、祝日の翌日は休
館

13
〈市指定文化財〉
屯田兵屋の公開

通年（5月～10
月）

9:00～16:30 滝川市江部乙町東11丁目13番2号
滝川市美術自然史館
（0125-23-0502）

http://www.city.takikawa.hok
kaido.jp/260kyouiku/05bijyut
su/kyoudokan.html

日曜日休館

14
〈市指定文化財〉
牧羊用石造サイロの公開

通年（降雪、積
雪期除く）

滝川市江部乙町3972番地
滝川市美術自然史館
（0125-23-0502）

降雪、積雪期は道路が通行止め
になるため見学不可

15
〈市指定文化財〉
太郎吉蔵（旧五十嵐酒造店倉庫）の公
開

通年 滝川市栄町3丁目4番24号
特定非営利活動法人アート
チャレンジ太郎吉蔵
（0125-22-7337）

http://act-
takikawa.or.jp/tarokichigura

電話問合要
貸しホールとして利用可

16 深川市郷土資料館 常設展示 通年 9:00～17:00
深川市郷土資料館
（深川市西町3番15号深川市生きがい文
化センター内）

深川市生きがい文化センター
（0164-22-3555）

http://ikibun.com/center/m
useum/

月曜日（休日の場合は翌日）、年
末年始休館

17
〈市指定有形文化財〉
屯田兵屋の公開

通年
深川市西町3番15号
深川市生きがい文化センター敷地内

深川市生きがい文化センター
（0164-22-3555）

https://www.city.fukagawa.lg
.jp/cms/section/gakuspo/ik
75k4000000lriq.html

内覧希望の場合は、深川市生き
がい文化センターまで開錠依頼
が必要。

18
〈国登録有形文化財〉
旧幌向駅逓所展示

通年 南幌町元町3丁目3-19
南幌町教育委員会生涯学習
課社会教育グループ
（011-378-6620）

http://www.town.nanporo.ho
kkaido.jp/kankou/leisure/eki
tei/

外観からの見学のみ

19
第57回奈井江町総合文化祭
芸能発表会

11月2日(土)（予
定）

11:30～（予定） 奈井江町文化ホール
奈井江町教育委員会文化振
興係
（0125-65-5311）

20 ゆめっく館常設展示

定休日以外展示
（定休日：月曜日、祝
日、年末年始、図書
特別整理期間）

火～金
10:00～18:00
土・日
10:00～17:00

ゆめっく館
（由仁町中央202番地）

ゆめっく館
（0123-83-3803）
由仁町教育委員会
（0123-83-3904）

http://www.town.yuni.lg.jp

21
〈町指定有形文化財〉
絵馬（玉置神社奉祀之景） 展示

常設展示
10:00～16:00（金
曜日は10:00～
13:00）

新十津川町字中央１番地１
（開拓記念館）

新十津川町開拓記念館
（0125-76-2622）
新十津川町教育委員会
（0125-76-4233）

http://www.town.shintotsuk
awa.lg.jp/kanko/detail/0000
0355.html

月、火曜及び11月～4月まで休館

22
〈町指定有形文化財〉
屯田の鐘 公開

通年 10:00～16:00
秩父別町郷土館
（秩父別町1264番地）

秩父別町教育委員会
（0164-33-2555）

月曜日・年末年始休館

23
〈町指定無形民俗文化財〉
ちくし神楽獅子舞の公演

11月3日(日)
11:00～15:00
※出演時間未定

秩父別町ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館
（秩父別町1265番地）

秩父別町教育委員会
（0164-33-2555）



24
〈町指定民俗文化財〉
獅子神楽の公園

11月2日（土） 10:00～15:00
雨竜町公民館
（雨竜町字満寿33-94）

雨竜町文化連盟又は
雨竜町教育委員会
（0125-77-2322）

25 文化財見学ツアー 10/19（予定）
9:00～12:00
（予定）

本願寺駅逓（沼田町北竜）
クラウス15号（沼田町幌新）

沼田町教育委員会
（0164-35-2132）

26 沼田用化石体験館 常設展示

4/29～11/3
（定休日月曜、
祝日の場合は翌
日）

9:30～17:00
沼田町化石体験館
（沼田町字幌新381-1）

沼田町化石体験館
（0164-35-1029）

http://numata-kaseki-
sakura.ne.jp

27
〈国指定重要文化財〉
旧札幌農学校演武場（時計台）の公開

通年 8:45～17:10
旧札幌農学校演武場（時計台）
（札幌市中央区北1条西2丁目）

札幌市時計台
（011-231-0838）

http://sapporoshitokeidai.jp
/

1月1日～3日休館
20名以上団体の場合、大人180
円に割引あり。

28 第38回時計台まつり記念演奏会 10月16日（水） 19:00～20:30
旧札幌農学校演武場（時計台）
（札幌市中央区北1条西2丁目）

時計台まつり実行委員会
（011-251-5944）

http://sapporotokeidai.sakur
a.ne.jp/2017maturi_menu.ht
ml

申し込みは1人（1組）1回です。

29
〈国指定重要文化財〉
豊平館の公開

通年 9:00～17:00
豊平館
（札幌市中央区中島公園1番20号）

札幌市豊平館
（011-211-1951）

http://www.s-hoheikan.jp/

第2火曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始 休館
20名以上団体の場合、大人270
円に割引あり。

30 豊平館観覧と晩秋の中島公園探訪 10月26日（土） 10:00～12:00 豊平館と中島公園内
札幌市豊平館
（011-211-1951）

ｗｗｗ.s-ｈｏｈｅｉｋａｎ．Ｊｐ

31 豊平館に関する建築文化の講座 11月7日（木） 18:00～19:30 豊平館
札幌市豊平館
（011-211-1951）

ｗｗｗ.s-ｈｏｈｅｉｋａｎ．Ｊｐ

32
〈国指定重要文化財〉
八窓庵（旧舎那院忘筌）の公開（外観の
み）

4月下旬～11月
上旬

9:00～17:00
八窓庵（旧舎那院忘筌）
（札幌市中央区中島公園内 日本庭園）

八窓庵（旧舎那院忘筌）
（現地警備員詰め所）
（011-531-0029）

冬季間閉鎖

33
〈国指定史跡〉
琴似屯田兵村兵屋跡の公開

通年 9:00～16:00
琴似屯田兵村兵屋跡
（札幌市西区琴似2条5丁目1-12）

琴似屯田兵村兵屋跡
（011-621-1988）

年末年始 休館

34
〈道指定有形文化財〉
旧永山武四郎邸の公開

通年 9:00～22:00
旧永山武四郎邸
（札幌市北区北2条東6丁目）

札幌市旧永山武四郎邸
（011-232-0450）

http://sapporoshinagayamat
ei.jp/

第2水曜日、（祝日の場合は翌
日）、年末年始休館

35
〈市指定有形文化財〉
清華亭の公開

通年 9:00～16:00
清華亭
（札幌市北区北7条西7丁目）

清華亭（現地警備員室）
（011-746-1088）

年末年始 休館

36
〈市指定有形文化財〉
旧黒岩家住宅（旧簾舞通行屋）の公開

通年 9:00～16:00
旧黒岩家住宅（旧簾舞通行屋）
（札幌市南区簾舞1条2丁目4-15）

旧黒岩家住宅（旧簾舞通行
屋）
（011-596-2825）

月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日、年末年始 休館



37
〈市指定有形文化財〉
新琴似屯田兵中隊本部の公開

4月～11月 10:00～16:00
新琴似屯田兵中隊本部
（札幌市北区新琴似8条3丁目1-8）

新琴似屯田兵中隊本部
（011-765-3048）

月曜日、水曜日、金曜日、日曜日
休館
冬季間閉館

38
〈市指定有形文化財及び史跡〉
札幌村・大友亀太郎関係歴史資料及び
史跡の公開

通年 10:00～16:00
札幌村郷土記念館
（札幌市東区北13条東16丁目2-6）

札幌村郷土記念館
（011-782-2294）

月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始 休館

39
〈市指定史跡〉
手稲山口バッタ塚の公開

春期～秋期
（山口緑地の開
放時間に同じ）

8:00～17:00 札幌市手稲区手稲山口324番地308
札幌市文化財課
（011-211-2312）

緑地についてのお問い合わせ
札幌市建設局みどりの管理課
℡011-211-2522

40
〈市指定有形文化財〉
札幌市資料館（旧札幌控訴院）の公開

通年 9:00～19:00 札幌市中央区大通西13丁目
札幌市資料館（旧札幌控訴
院）
（011-251-0731）

http://www.s-shiryokan.jp/
月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始 休館

41

〈国登録有形文化財〉
エドウィン・ダン記念館
（旧北海道庁真駒内種畜場事務所）の
公開

通年 9:30～16:30 札幌市南区真駒内泉町1丁目1-6
エドウィン・ダン記念館運営委
員会
（011-581-5064）

水曜日（4/1～11/3）、月曜～木
曜日（11/4～3/31）、年末年始
休館

42
〈国登録有形文化財〉
旧西岡水源池取水塔の公開（外観の
み）

通年 常時 札幌市豊平区西岡公園内
西岡公園管理事務所
（011-582-0050）

43
札幌市埋蔵文化財センター展示室
市内出土埋蔵文化財の公開

通年 8:45～17:15 札幌市中央区南22条西13丁目
札幌市埋蔵文化財センター
（011-512-5430）

http://www.city.sapporo.jp/k
ankobunka/maibun/index.ht
ml

国民の祝日、振替休日、年末年
始（5/3～5、11/3を除く） 休館

44
丘珠縄文遺跡展示室
出土品の公開

通年 9:00～17:00 札幌市東区丘珠町574番地2他
札幌市埋蔵文化財センター
（011-512-5430）

http://www.city.sapporo.jp/k
ankobunka/maibun/index.ht
ml

11/4～4/28までの月曜日（祝日
の場合はその翌日）、年末年始
休館

45
江別市郷土資料館 常設展示
(国指定重要文化財、道指定有形文化
財、市指定有形文化財含む)

通年 9:30～17:00
江別市郷土資料館
(江別市緑町西1丁目38番地)

江別市郷土資料館
（011-385-6466）

https://www.city.ebetsu.hok
kaido.jp/soshiki/kyodo/

月曜日（祝日・振替休日の場合を
除く）、祝日・振替休日の翌日
（土・日の時は火曜日）、年末年
始（12月29日～1月3日）

46
〈道指定有形文化財〉
「野幌屯田兵第二中隊本部」の公開

4月29日(月)～
11月3日(日)

9:30～17:00
江別市屯田資料館
(江別市野幌代々木町38-11)

江別市郷土資料館
（011-385-6466）

https://www.city.ebetsu.hok
kaido.jp/site/kyouiku/3027.h
tml

開催期間中の土日祝日のみ開館

47 体験学習会「勾玉をつくろう！」 10月13日(日) 13:00～15:00
千歳市埋蔵文化財センター
（千歳市長都42-1）

千歳市埋蔵文化財センター
（0123-24-4210）

https://www.city.chitose.lg.j
p/docs/95-86980-169-
915.html

48 体験学習会「縄文クッキーをつくろう！」 10月19日(土) 13:00～15:00
千歳市埋蔵文化財センター
（千歳市長都42-1）

千歳市埋蔵文化財センター
（0123-24-4210）

https://www.city.chitose.lg.j
p/docs/95-86980-169-
915.html

電話予約受付時間
9:00～17:00（第2日曜を除く土日
祝日休館）

49
公開講座1「洞爺湖町入江・高砂貝塚に
ついて」

10月26日(土) 13:30～15:00
北ガス文化ホール
（千歳市北栄2丁目2-11）

千歳市埋蔵文化財センター
（0123-24-4210）

※準備中 道民カレッジ連携講座



50 恵庭市郷土資料館 常設展示 通年 9:30～17:00
恵庭市郷土資料館
（恵庭市南島松157-2）

恵庭市郷土資料館
（0123-37-1288）

http://www.city.eniwa.hokkai
do.jp

月曜日（休日の場合は翌日）、毎
月最終金曜日、 年末年始休館

51 「中山久蔵没後１００年展」
9月28日(土)～
10月27日(日)

9:00～17:00
エコミュージアムセンター知新の駅
（北広島市広葉町3丁目1番地 北広島
市広葉交流センター内）

北広島市教育委員会
エコミュージアムセン
ター

http://www.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp/kyoiku/detail
/00125373.html

月曜休館（祝日の場合は翌日）

52
<国指定史跡 >
2019 旧島松駅逓所ライトアップ

10月12日(土)～
10月20日(日)

16:30～19:00
史跡 旧島松駅逓所
（北広島市島松1-1）

北広島市教育委員会エコ
ミュージアムセンター
（011-373-0188）

http://www.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp/kyoiku/detail
/00007660.html

10:00～16:30の史跡見学は有料。
月曜休館（祝日の場合は翌日）

53
〈市指定有形文化財〉
北広島市エコミュージアムセンター知新
の駅常設展示

通年 9:00～17:00
エコミュージアムセンター知新の駅
（北広島市広葉町3丁目1番地 北広島
市広葉交流センター内）

北広島市教育委員会エコ
ミュージアムセンター
（011-373-0188）

http://www.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp/kyoiku/detail
/00125373.html

月曜休館（祝日の場合は翌日）

54
<国指定史跡 >
旧島松駅逓所

4月28日(日)～
11月3日(日)

10:00～17:00
史跡 旧島松駅逓所
（北広島市島松1-1）

北広島市教育委員会エコ
ミュージアムセンター
（011-373-0188）

http://www.city.kitahiroshi
ma.hokkaido.jp/kyoiku/detail
/00007660.html

月曜休館（祝日の場合は翌日）

55
〈国指定史跡〉
荘内藩ハママシケ陣屋跡

5月～10月 随時 石狩市浜益区川下
石狩市教育委員会文化財課
（0133-62-3711）

http://www.city.ishikari.hook
kaido.jp/soshiki/h-
chikis/3339.html

56
はまます郷土資料館 常設展示
（〈市指定有形文化財〉旧白鳥番屋）

5月～10月（休館
日を除く）

10:00～16:00
はまます郷土資料館
（石狩市浜益区浜益77番地）

石狩市教育委員会文化財課
（0133-62-3711）

http://www.city.ishikari.hokk
aido.jp/soshiki.h-
syougai/2729.html

57 いしかり砂丘の風資料館 常設展示
通年（休館日を
除く）

9:30～17:00
いしかり砂丘の風資料館
（石狩市弁天町30-4）

石狩市教育委員会文化財課
（0133-62-3711）

http://www.city.ishikari.hokk
aido.jp/museum/

58
〈市指定文化財〉
旧長野商店 公開

通年（休館日を
除く）

9:30～17:00
いしかり砂丘の風資料館
（石狩市弁天町30-4）

石狩市教育委員会文化財課
（0133-62-3711）

http://www.city.ishikari.hokk
aido.jp/museum/exhibition.h
tml

59
道の駅石狩「あいろーど厚田」歴史・自
然資料室 常設展示

通年（休館日を
除く）

9:00～19:00
道の駅石狩「あいろーど厚田」
（石狩市厚田区厚田12-4）

石狩市教育委員会文化財課
（0133-62-3711）

http://aikaze.co.jp/

60 当別伊達記念館常設展示 5月～10月 10:00～16:30
当別伊達記念館、伊達邸別館
（当別町元町105番地）

当別伊達記念館
（0133-22-3735）

61 五百羅漢像（宗圓寺）の公開
4月1日(月)～10
月31日(木)

9:00～16:00
宗圓寺
（小樽市潮見台１丁目19番10号）

小樽市教育委員会生涯学習
課
（0134-32-4111（内531））

小樽市ＨＰ参照 写真撮影禁止

62
旧手宮鉄道施設（小樽市総合博物館構
内）の公開

4月1日(月)～11
月4日(月)

9:30～17:00
旧手宮鉄道施設
（小樽市手宮1丁目3番6号）

小樽市総合博物館本館
（0134-33-2523）

小樽市ＨＰ参照



63 手宮洞窟の公開
4月28日(日)～
11月4日(月)

9:30～17:00
手宮洞窟保存館
（小樽市手宮1丁目3番4号）

小樽市総合博物館本館
（0134-33-2523）

小樽市ＨＰ参照

64
にしん漁場建築（旧田中家母屋）の公
開

4月6日(土)～11
月24日(日)

9:00～17:00
(10月16日からは
16時閉館)

小樽市祝津3丁目228番地
小樽市産業港湾部観光振興
室
（0134-32-4111（内266））

小樽市ＨＰ参照

65
小樽市総合博物館 トピック展
小樽のヒカリゴケとコケの世界

9月28日(土)～1
月9日(木)

9:30～17:00
小樽市総合博物館
運河館第一展示室
（小樽市色内2丁目1番20号）

小樽市総合博物館運河館
（0134-22-1258）

66
トピック展 ギャラリートーク
小樽のヒカリゴケとコケの世界

10月13日(日) 11:00～11:45
小樽市総合博物館
運河館第一展示室
（小樽市色内2丁目1番20号）

小樽市総合博物館運河館
（0134-22-1258）

67
小樽市総合博物館 企画展
ジオラマの魅力 畑めいの世界

10月12日(土)～
12月1日(日)

9:30～17:00
小樽市総合博物館
本館企画展示室
（小樽市手宮1丁目3番6号）

小樽市総合博物館本館
（0134-33-2523）

68 キノコと秋の自然展 10月6日(日)
9:30～15:00
（12:00～13:00は
鑑定会休み）

小樽市総合博物館
本館研修室
（小樽市手宮1丁目3番6号）

小樽市総合博物館本館
（0134-33-2523）

69 今に繋がる昔話～明治編その１～
7月19日(金)～
10月23日(水)

9:00～20:00
寿都町総合文化センター文化財展示室
（寿都町字開進町187-1）

寿都町教育委員会文化推進
係
（0136-62-2100）

http://www.town.suttu.lg.jp/

70 寿都町文化財展示室 常設展示 通年 9:00～20:00
寿都町総合文化センター文化財展示室
（寿都町字開進町187-1）

寿都町教育委員会文化推進
係
（0136-62-2100）

http://www.town.suttu.lg.jp/

71 文化財保護の啓発
10月8日(火)～
11月7日(木)

9:00～22:00
ニセコ町総合体育館
（ニセコ町字富士見95番地）

ニセコ町教育員会町民学習課
（0136-44-2034）

強調月間啓発ポスター掲示のみ

72 第71回総合文化祭
①10月26日(土)
②10月27日(日)

①17:30～19:30
②9:00～16:00

真狩村公民館
真狩村教育委員会社会教育
係
（0136-45-3336）

会場スペースの一部を借りて展
示するため、展示物は小規模な
物のみ

73
京極町生涯学習センター湧学館 常設
展示

通年 9:00～22:00 京極町字京極1,158番地1
京極町教育委員会
（0136-42-2700）

年末年始休館

74 倶知安風土館 常設展示 通年 9:00～17:00
倶知安風土館
（倶知安町北6条東7丁目3）

倶知安風土館
（0136-22-6631）

http://www.town.kutchan.ho
kkaido.jp/culture-
sports/kucchan-huudokan/

火曜日及び12月31日～1月5日
（火曜日が祝日の場合、翌日に
繰り越し）

75 共和町かかし古里館文化財展示事業

4月～10月
9:00～17:00
11月～3月
10:00～16:00

通年 共和町かかし古里館
共和町かかし古里館
（0135-73-2617）

休館日：月曜日、年末年始、（た
だし、月曜日が祝祭日の場合は
翌日）



76 岩内町郷土館 常設展示 4月～11月 9:00～17:00
岩内町郷土館
（岩内町字清住5-3）

岩内町郷土館
（0135-62-8020）

http://www.iwanaikyoudokan
.com

77 広報誌への掲載（町内全戸配布） 9月
仁木町教育委員会生涯学習
係
（0135-32-3621）

http://www.town.niki.hokkaid
o.jp/

78 余市水産博物館 常設展示
4月9日(火)～12
月8日(日)

9:00～16:30 余市町入舟町21
余市水産博物館
（0135-22-6187）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌
日）

79
〈国指定重要文化財〉
旧下ヨイチ運上家の公開

4月9日(火)～12
月8日(日)

9:00～16:30 余市町入舟町10
余市水産博物館
（0135-22-6187）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌
日）

80
〈国指定史跡〉
旧余市福原漁場の公開

4月9日(火)～12
月8日(日)

9:00～16:30 余市町浜中町150
余市水産博物館
（0135-22-6187）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌
日）

81
〈国指定史跡〉
フゴッペ洞窟の公開

4月9日(火)～12
月8日(日)

9:00～16:30 余市町栄町87
余市水産博物館
（0135-22-6187）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌
日）

82

〈市指定文化財〉
輪西屯田兵関係資料、仙台藩角田領添
田家関係資料、南部藩陣屋跡出土砲弾
及び友情人形の公開

通年 10:00～16:00
室蘭市民俗資料館
（室蘭市陣屋町2丁目4番25号）

室蘭市民俗資料館
（0143-59-4922）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/shisetsu/minzoku.ht
ml

月曜（祝日の場合は翌日）、年末
年始（12月29日～1月3日）、1月
19日～3月20日休館

83
〈市指定文化財〉
白鳥大橋海底部等出土の貝化石及び
材化石の標本の公開

通年
9:30～21:00（11月
から3月までは～
17:00）

白鳥大橋記念館
（室蘭市祝津町4丁目16番15号）

白鳥大橋記念館
（0143-26-2030）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/shisetsu/kanko-
mitara.html

11月から3月まで木曜（祝日の場
合は翌日）休館

84
〈市指定文化財〉
輪西屯田兵記念碑、旧火薬庫及び関係
資料の公開

通年 制限なし
中嶋神社
（室蘭市宮の森町1丁目1番64号）

室蘭市教育委員会生涯学習
課
（0143-22-5094）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/org9420/muroran_bu
nkazai.html

85
〈国指定文化財〉
史跡東蝦夷地南部藩陣屋跡モロラン陣
屋跡（同台場・勤番所跡）の公開

通年 制限なし
室蘭市陣屋町2丁目5番1～6号
室蘭市崎守町337番ほか

室蘭市教育委員会生涯学習
課
（0143-22-5094）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/org9420/muroran_jin
yaatoi.html

以下の２地点に分かれる
・出張陣屋跡（陣屋町）
・台場勤番所跡（崎守町）

86
〈国指定文化財〉
名勝ピリカノカ絵鞆半島外海岸の公開

通年 制限なし 室蘭市母恋南町4丁目73番1ほか
室蘭市教育委員会生涯学習
課
（0143-22-5094）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/org9420/20120124.h
tml

以下の4地点に分かれる
・トッカリショ浜
・地球岬
・増市浜
・ハルカラモイ

87
〈国登録有形文化財〉
室蘭市旧室蘭駅舎の公開

通年 9:00～17:00 室蘭市海岸町1丁目5番1号
室蘭市旧室蘭駅舎
（0143-23-0102）

http://www.city.muroran.lg.j
p/main/shisetsu/130010kan
ko-kyokai.html

（4月～10月）8:00～19:00
（11月～3月）8:00～17:00

88
苫小牧市美術博物館 文化の日無料開
放日

11月3日(日) 9:00～17:00 苫小牧市美術博物館
苫小牧市美術博物館
（0144-35-2550）

http://www.city.tomakomai.h
okkaido.jp/hakubutukan/

各種イベントの実施



89 登別市郷土資料館 常設展示

通年（月曜日(祝日は
開館)、祝日の翌日
(月曜日が祝日の場
合は翌々日まで）は
休館）

9:00～17:00
(11～3月は16:00
まで)

登別市郷土資料館
(登別市片倉町6丁目27番地2)

登別市郷土資料館
（0143‐88‐1339）

http://www.city.noboribetsu.
lg.jp/docs/shiryokan/

90 特別展（仮称）「幌別村役場文書」
10月1日(火)～12月26日(木)
※月曜日(祝日は開館)、祝
日の翌日(月曜日が祝日の
場合は翌々日まで）は休館

9:00～17:00
(11･12月は16:00
まで)

登別市郷土資料館
(登別市片倉町6丁目27番地2)

登別市郷土資料館
（0143‐88‐1339）

http://www.city.noboribetsu.
lg.jp/docs/shiryokan/

91
のぼりべつ文化交流館カント・レラ 常設
展示

4月～11月（月曜日(祝日は
開館)、祝日の翌日(月曜日
が祝日の場合は翌々日ま
で）は休館）

9:00～17:00
(11月は16:00ま
で)

のぼりべつ文化交流館カント・レラ(登別
市登別温泉町123番地1)

のぼりべつ文化交流館カント・
レラ
（0143‐84‐6029）

http://www.noboribetsu.lg.jp
/docs/kantorera/

92 伊達市噴火湾文化研究所 常設展示 通年 9:00～17:00
伊達市噴火湾文化研究所
（伊達市館山町21-5）

伊達市教育委員会生涯学習
課文化財係
（0142-23-3331）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/funkawan/

93
史跡北黄金貝塚情報センター 常設展
示

12月～3月 9:00～17:00
北黄金貝塚情報センター
（伊達市北黄金町75）

北黄金貝塚情報センター
（0142-24-2122）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/detail/00001
560.html

94 有珠善光寺宝物館の公開 通年 9:00～17:00
大臼山道場院善光寺
（伊達市有珠町124）

大臼山道場院善光寺
（0142-38-2007）

https://www/usu-
zenkoji.jp/

95 だて歴史文化ミュージアム 常設展示 通年 9:00～17:00
だて歴史文化ミュージアム
（伊達市梅本町57-1）

だて歴史文化ミュージアム
（0142-25-1056）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/category/16
8.html

96
だて歴史文化ミュージアム 特別展「伊
達政宗と伊達成実展」

10月4日(金)～
12月1日(日)

9:00～17:00
だて歴史文化ミュージアム
（伊達市梅本町57-1）

だて歴史文化ミュージアム
（0142-25-1056）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/category/16
8.html

97
だて歴史文化ミュージアム 企画展「野
本 醇展」

10月11日(金)～
11月4日(月)

9:00～17:00
だて歴史文化ミュージアム
（伊達市梅本町57-1）

だて歴史文化ミュージアム
（0142-25-1056）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/category/16
8.html

98
だて歴史文化ミュージアム だてまちガ
イダンスパネル展

9月23日(月)～
12月27日(金)

9:00～17:00
だて歴史文化ミュージアム
（伊達市梅本町57-1）

だて歴史文化ミュージアム
（0142-25-1056）

https://www.city.date.hokkai
do.jp/hotnews/category/16
8.html

99
秋の礼文華山道と豊浦町の文化財を訪
ねて

10月12日(土) 8:30～15:30 豊浦町礼文華
豊浦町教育委員会生涯学習
課社会教育係
（0142-83-2239）

参加者の要件：軽登山が可能な
方、小学生以下は保護者同伴

100 入江・高砂貝塚館 常設展示
4月～11月（月曜
日、祝日の翌日
は休館日）

9:00～17:00
入江・高砂貝塚館
（洞爺湖町高砂町44番地）

入江・高砂貝塚館
（0142-76-5802）

101 虻田郷土資料館 常設展示
4月～11月（月曜
日、祝日の翌日
は休館日）

9:00～17:00
虻田郷土資料館
（洞爺湖町高砂町44番地）

入江・高砂貝塚館
（0142-76-5802）



102 洞爺郷土資料館 常設展示

通年
（休館日：土・
日、年末年始
等）

9:00～17:00
洞爺郷土資料室
（洞爺湖町洞爺町132）

洞爺湖町教育委員会社会教
育課
（0142-74-3010）

103
壮瞥町文化祭
〈町指定文化財〉久保内獅子舞保存会
〈町指定文化財〉仲洞爺獅子舞保存会

11月2日(土) 13:30～
壮瞥町地域交流センター山美湖
（壮瞥町字滝之町287-7）

壮瞥町教育委員会
（0142-66-2131）

http://www.town.sobetsu.lg.j
p

104
仙台藩白老元陣屋資料館特別展「日本
刀の輝き～短刀の魅力～」展

10月12日(土)～
11月4日(月)

9:30～16:30 白老町陣屋町681-4
仙台藩白老元陣屋資料館
（0144-85-2666）

http://www.town.shiraoi.hok
kaido.jp/bunya/jinya

10月15日、21日、28日休館

105 仙台藩白老元陣屋資料館 常設展示 通年 9:30～16:30 白老町陣屋町681-4
仙台藩白老元陣屋資料館
（0144-85-2666）

http://www.town.shiraoi.hok
kaido.jp/bunya/jinya

月曜日（祝日の場合は翌日）、年
末年始休館

106
〈町指定有形文化財〉
アイヌの丸木舟ほか公開

通年 9:00～17:00
軽舞遺跡調査整理事務所
（厚真町字軽舞205-2）

厚真町軽舞遺跡調査整理事
務所
（0145-28-2733）

土日祝祭日、年末年始休館
※休館日見学希望は要事前連絡

107 むかわ町穂別博物館  常設展示 年間 9:30～17:00 むかわ町穂別80番地6
むかわ町穂別博物館
（0145-45-3141）

http://www.town.mukawa.lg.j
p/1908.htm

108
日高町立門別図書館郷土資料館 常設
展

通年（休館日：月曜日・祝
日、月曜日が祝日の場合は
翌火曜日も休館、月末、年
末年始他）

平日10:00～18:00
土・日：10:00～
17:00

日高町富川東1丁目3番1号
日高町立門別図書館郷土資
料館
（01456-2-3746）

無し
年５日間の図書特別整理期間も
ありますので遠方の方は電話で
確認して下さい。

109
平取町立二風谷アイヌ文化博物館常設
展

通年 9:00～16:30
平取町立二風谷アイヌ文化博物館
（平取町二風谷55番地）

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館
（01457-2-2892）

http://www.town.biratori.hok
kaido.jp/biratori/nibutani/

110
北海道大学文学部二風谷研究室（旧マ
ンロー邸）一般公開

5月1日(水)～10
月31日(木)

9:00～16:30
北海道大学文学部二風谷研究室（旧マ
ンロー邸）
（平取町二風谷54-1）

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館
（01457-2-2892）

http://www.town.biratori.hok
kaido.jp/biratori/nibutani/

111
第25回特別展
「1903年夏の平取 -Ｂ･ピウスツキたち
の短期調査より-」

10月1日(火)～
12月1日(日)

9:00～16:30
平取町立二風谷アイヌ文化博物館
（平取町二風谷55番地）

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館
（01457-2-2892）

http://www.town.biratori.hok
kaido.jp/biratori/nibutani/

112
シシﾘムカ文化大学講座
「ピウスツキのロウ管– アイヌ語音声の
再生と活用-」

10月15日（火） 18:30～21:00
ふれあいセンターびらとり
（平取町本町35-1）

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館
（01457-2-2892）

http://www.town.biratori.hok
kaido.jp/biratori/nibutani/

113
シシﾘムカ文化大学講座
「1910年日英博覧会における沙流アイ
ヌとピウスツキ」

10月24日（木） 18:30～21:00
ふれあいセンターびらとり
（平取町本町35-1）

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館
（01457-2-2892）

http://www.town.biratori.hok
kaido.jp/biratori/nibutani/

114
〈道指定特別天然記念物〉
「新冠泥火山」の公開

通年 新冠町字高江
新冠町郷土資料館
（0146-47-2694）

泥火山は軽種馬牧場の中にある
ため、近くには行けません。サラ
ブレット銀座駐車公園から見学く
ださい。（公園内に泥火山を紹介
する石碑があります）



115

〈国指定文化財〉
「名勝ピリカノカ幌尻岳（ポロシリ）」の紹
介（案内看板、郷土資料館での展示に
よる）

通年

・10:30～16:30
（レ・コード館展望
塔）
・9:00～16:30（郷
土資料館）

新冠町レ・コード館（新冠町字中央町1-
4）
新冠温泉レ・コードの湯 ホテル入口（新
冠町字西泊津16-3）
新冠町郷土資料館（新冠町字中央町26）

新冠町郷土資料館
（0146-47-2694）

新冠町レ・コード館展望塔と温泉
からは、天気が良い日に幌尻岳
を眺望できます。案内プレートや
看板があり、文化財としての山の
由来を知ることができます。郷土
資料館には関連の展示やピリカノ
カのリーフレットがあります。

116
〈国指定重要無形民俗文化財〉
「アイヌ古式舞踊」をはじめとする新冠
のアイヌ文化の紹介

通年 9:00～16:30
新冠町郷土資料館
（新冠町字中央町26）

新冠町郷土資料館
（0146-47-2694）

郷土資料館では、舞踊の際に使
う儀式の道具などを展示してお
り、新冠のアイヌ文化全般を紹介
しています。

117

シャクシャイン没後３５０年記念 第５回
新ひだか町博物館特別展「シャクシャイ
ンの戦い」
※同時開催 文化庁「記念物１００年」展

9月21日(土)～1
月19日(日)

10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

118
〈道指定有形文化財〉
「静内御殿山墳墓群出土の遺物」公開

通年 10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

119
〈町指定有形文化財〉
「静内中野式土器」公開

通年 10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

120
〈国指定重要無形民俗文化財〉
「アイヌ古式舞踊」の映像展示
※新ひだか町博物館の映像展示

通年 10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

121
〈町指定無形文化財〉
「淡路豊年桝踊り」の映像展示
※新ひだか町博物館の映像展示

通年 10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

122
〈町指定無形文化財〉
「歌笛越前踊り」の映像展示
※新ひだか町博物館の映像展示

通年 10:00～18:00
新ひだか町博物館
（新ひだか町静内山手町3-1-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、資
料整理日、12/30～1/5
駐車場：有、無料

123
〈町指定有形文化財〉
「エゾオオカミの頭蓋骨」公開

5月1日(火)～11
月30日(金)

9:00～17:00
新ひだか町アイヌ民俗資料館
（新ひだか町静内真歌7-1）

新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

休館日： 月曜、休日の翌日、
12/1～4/30
駐車場：有、無料

124

〈国指定史跡〉
「シベチャリ川流域チャシ跡群及びアッ
ペツチャシ跡」のうち、シベチャリ川流域
チャシ跡群の公開

4月1日(月)～11
月30日(金)

9:00～17:00 新ひだか町
新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

公開は、町の公園内にある、①シ
ベチャリチャシ跡（静内真歌）、②
ホイナシリチャシ跡（静内入船）、
③メナチャシ跡（静内目名）のみ
です。また、地上に表出している
遺構（郭と壕）の保護のため、冬
季（12月～翌3月）の見学はご遠
慮ください。

125
〈道指定史跡〉
「静内御殿山墳墓群」公開

4月1日(月)～11
月30日(金)

9:00～17:00 新ひだか町静内目名
新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

専用駐車場がないため、近くにあ
る「目名共同墓地」の駐車スペー
ス（アスファルト舗装部分）を利用
してください。



126
〈町指定名勝〉
「蓬萊山」公開

通年 9:00～17:00 新ひだか町三石東蓬莱
新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

三石蓬莱山公園の駐車場を利用
してください。なお、通年見学可能
ですが、三石蓬莱山公園の営業
期間（4月下旬から11月23日）の
見学が時期的に望ましいことを付
け加えます。

127
〈町指定史跡〉
ショップチャシ跡 公開

4月1日(月)～11
月30日(金)

9:00～17:00 新ひだか町三石旭町
新ひだか町博物館
（0146-42-0394）

http://www.shinhidaka-
hokkaido.jp/

三石旭町生活館の駐車場を利用
してください。、地上に表出してい
る遺構（郭と壕）の保護のため、
冬季（12月～翌3月）の見学はご
遠慮ください。

128
〈町指定文化財〉
東栄出土一括土器 公開

通年 9:00～16:30 浦河町立郷土博物館
浦河町立郷土博物館
（0146-28-1342）

https://www.town.urakawa.h
okkaido.jp/sports-
culture/museum/index.html

月曜休館

129
〈町指定文化財〉
迎賓馬車 公開

通年 9:00～16:30 浦河町馬事資料館
浦河町立郷土博物館
（0146-28-1342）

https://www.town.urakawa.h
okkaido.jp/sports-
culture/museum/index.html

月曜休館

130 様似山道歩こう会 10月13日(日) 9:00～14:00 様似町字幌満～字冬島
様似町教育委員会
(様似郷土館)
（0146-2-36-3335）

約５キロの道のりを歩く為、軽登
山が可能な方のみ参加できま
す。

131 猿留山道を歩く会 10月19日(土) 8:00～16:00 えりも町字目黒
えりも町郷土資料館
（01466-2-2410）

9:00～17:00（火曜日休館日）

132
函館市縄文文化交流センター 常設展
示

通年

4月～10月
9:00～17:00
11月～3月
9:00～16:30

函館市縄文文化交流センター
（函館市臼尻町551-1）

函館市縄文文化交流センター
（0138-25-2030）

http://www.hjcc.jp/

10月はじめ～11月中旬まで
・国宝中空土偶複製展示
・北海道豊原4遺跡土坑出土品一
部貸出中

133 函館市旧イギリス領事館 常設展示 通年

4月～10月
9:00～19:00
11月～3月
9:00～17:00

函館市旧イギリス領事館
（函館市元町33-14）

函館市旧イギリス領事館
（0138-27-8159）または（一
社）函館国際観光コンベンショ
ン協会（0138-27-3535）

http://hakodate-
kankou.com/british/

年末年始は休館

134 令和元年度「収蔵資料・アイヌ絵展」
10月8日（火）～
11月3日（日）

4月～10月
9:00～16:30
11月～3月
9:00～16:00

市立函館博物館
（函館市青柳町17番1号）

市立函館博物館
（0138-23-5480）

http://hakohaku.com/

135 市立函館博物館 本館  臨時開館 11月3日（祝） 9:00～16:00
市立函館博物館
（函館市青柳町17番1号）

市立函館博物館
（0138-23-5480）

http://hakohaku.com/

136
市立函館博物館郷土資料館
「旧金森洋物店」 常設展示

通年

4月～10月
9:00～16:30
11月～3月
9:00～16:00

市立函館博物館郷土資料館
（函館市末広町19番15号）

郷土資料館
（0138-23-5480）

https://www.city.hakodate.h
okkaido.jp/docs/201512100
0073/

休館日：月曜日・毎月最終金曜
日、祝日（ゴールデンウィーク期
間中、11月3日は除く）、年末年始
（12月29日～1月3日）

137
市立函館博物館 郷土資料館  臨時開
館

11月3日(日) 9:00～16:00
市立函館博物館郷土資料館
（函館市末広町19番15号）

郷土資料館
（0138-23-5480）

https://www.city.hakodate.h
okkaido.jp/docs/201512100
0073/



138
重要文化財旧相馬家住宅 主屋 常設
展示

4月～11月
※12月～3月 冬
期閉館

4月・11月
10:00～16:00
5月～10月
9:30～16:30

重要文化財旧相馬家住宅
（函館市元町33番2号）

重要文化財旧相馬家住宅
（0138-26-1560）

https://www.kyusoumake.co
m/

休館日：毎週木曜日
※ ご入館の方には最後の当主
の居室だったカフェにて、焙煎挽
き立てコーヒーか抹茶をサ―ビス
いたしております。

139
縄文体験講座
秋の自然観察会

10月20日(日) 10:00～12:00
史跡大船遺跡
（函館市大船町）

函館市縄文文化交流センター
（0138-25-2030）

http://www.hjcc.jp/

140
縄文体験講座
秋の縄文染め

11月3日(日) 13:00～16:00
函館市縄文文化交流センター
（函館市臼尻町551-1）

函館市縄文文化交流センター
（0138-25-2030）

http://www.hjcc.jp/

141 江差屏風解説会 10月17日(木) 15:00～15:50
重要文化財旧相馬家住宅
（函館市元町33番2号）

重要文化財旧相馬家住宅
（0138-26-1560）

https://www.kyusoumake.co
m/

142 郷土史家 近江幸雄氏 講演会 10月17日(木) 16:00～ 16:50
重要文化財旧相馬家住宅
（函館市元町33番2号）

重要文化財旧相馬家住宅
（0138-26-1560）

https://www.kyusoumake.co
m/

143
企画コーナー収蔵資料展「辻仁成生誕
60年によせて」

9月7日(土)～11
月10日(日)

4月～10月 9:00～
19:00
11月～3月 9:00～
17:00

函館市文学館
（函館市末広町22番5号）

函館市文学館
（0138-22-9014）

http//www.zaidan-
hakodate.com/bungakukan/

会期中の休館日
10月2日(水)～4日(金)

144
石川啄木直筆資料展「明治41年8月～
12月の書簡より」

10月5日(土)～
翌4月8日(水)

4月～10月 9:00～
19:00
11月～3月 9:00～
17:00

函館市文学館
（函館市末広町22番5号）

函館市文学館
（0138-22-9014）

http//www.zaidan-
hakodate.com/bungakukan/

会期中の休館日
11月11日(月)～16日(土)
12月11日(水)・31日(火)
1日1日(水)～3日(金)・16日(木)
2月20日(木)
3月19日(木)

145
重要文化財旧相馬家住宅
土蔵ギャラリー展示 特別展示

10月～11月

4月・11月
10:00～16:00
5月～10月
9:30～16:30

重要文化財旧相馬家住宅
（函館市元町33番2号）

重要文化財旧相馬家住宅
（0138-26-1560）

https://www.kyusoumake.co
m/

休館日：毎週木曜日
※ ご入館の方には最後の当主
の居室だったカフェにて、焙煎挽
き立てコーヒーか抹茶をサ―ビス
いたしております。

146
歴史講演会
「福山城下町遺跡の発掘成果について
（仮）」

10月19日(土) 13:30～15:00
松前町町民総合センター
（松前郡松前町字神明30）

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

147
〈町指定有形文化財〉
アイヌ民族関係資料 公開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前城資料館
（松前郡松前町字松城144)

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

148
〈町指定有形文化財〉
斎藤流松前家資料 公開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前城資料館
（松前郡松前町字松城144)

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

149
〈道指定有形文化財〉
〈日本遺産構成文化財〉
松前屏風 公開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前城資料館
（松前郡松前町字松城144)

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

原資料保護のため、複製を展示



150
〈町指定有形文化財〉
〈本遺産構成文化財〉
松本家資料 公開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前城資料館
（松前郡松前町字松城144)

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

151
ミニ企画展
明治のきらめき～松前のガラス絵～

8月10日(土)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前町郷土資料館
（松前郡松前町字神明30）

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

152
〈道指定有形文化財〉
求福山山車の人形 その他附属品 公
開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前町郷土資料館
（松前郡松前町字神明30）

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

153
〈道指定有形文化財〉
薙刀 名 堀井正次 公開

4月10日(水)～
12月10日(火)

9:00～17:00
松前町郷土資料館
（松前郡松前町字神明30）

松前町教育委員会
文化社会教育課
（0139-42-3060）

154
福島町吉岡総合センター埋蔵文化財一
般公開

通年 9:00～17:00
福島町吉岡総合センター
（福島町字吉岡204）

福島町教育委員会
（0139-47-3675）

http://www.town.fukushima.
hokkaido.jp/

土・日・祝日
年末年始は閉庁日

155 福島町チロップ館埋蔵文化財一般公開
2月21日(木)～
11月30日(土)

平日
10:00～15:00
土・日・祝日
10:00～16:00

福島町チロップ館
（福島町字白符442）

福島町教育委員会
（0139-47-3675）

http://www.town.fukushima.
hokkaido.jp/

火・金曜日は休館

156
〈町指定文化財〉
円空仏「（レプリカ）一般公開

通年 9:00～17:00
福島町役場１階ロビー
（福島町字福島820）

福島町教育委員会
（0139-47-3675）

http://www.town.fukushima.
hokkaido.jp/

土・日・祝日
年末年始は閉庁日

157 知内町郷土資料館通常展示 通年 10:00～16:30
知内町郷土資料館
（知内町字重内31-47）

郷土資料館
（01392-5-5066）

月曜日、祝日の翌日は休館（4～
11月）

158 木古内町郷土資料館常設展示 通年 9:00～16:00
木古内町郷土資料館 「いかりん館」
（木古内町字鶴岡74-1）

木古内町郷土資料館
（01392-2-4366）

月曜日(休日の場合は翌日)、年
末年始休館

159 北斗市郷土資料館 常設展示 通年 9:00～17:00
北斗市郷土資料館
（北斗市本町1-1-1)

北斗市郷土資料館
（0138-77-8811）

毎月第１月曜日・年末年始は休
館

160
〈市指定文化財〉
鶉山道石版画 展示

通年 9:00～17:00
北斗市郷土資料館
（北斗市本町1-1-1)

北斗市郷土資料館
（0138-77-8811）

毎月第１月曜日・年末年始は休
館

161
〈市指定文化財〉
越前すり鉢 展示

通年 9:00～17:00
北斗市郷土資料館
（北斗市本町1-1-1)

北斗市郷土資料館
（0138-77-8811）

毎月第１月曜日・年末年始は休
館

162
第9回特別展「北斗市縄文展～土器た
ちの『かお』と『かお』のない土偶～」

9月20日（金）～
11月10日（日）※
休館日（10/7）を
のぞく

9:00～17:00
北斗市郷土資料館 特別展示室
（北斗市本町1-1-1)

北斗市郷土資料館
（0138-77-8811）

毎月第１月曜日・年末年始は休
館



163 北斗市郷土資料館まつり 11月3日(日) 9:00～15:00
北斗市郷土資料館
（北斗市本町1-1-1)

北斗市郷土資料館
（0138-77-8811）

毎月第１月曜日・年末年始は休
館

164
〈町指定文化財〉
迫田家文書 公開

通年 9:00～17:00
七飯町歴史館
（亀田郡七飯町本町6丁目1-3）

七飯町歴史館
（0138-66-2181）

http://www2.town.nanae.hok
kaido.jp/rekishikan/index.ht
ml

年末年始休館

165
〈町指定文化財〉
飯田甚兵衛の地蔵 公開

通年 常時
宝琳寺墓所
（亀田郡七飯町字桜町529）

七飯町歴史館
（0138-66-2181）

166
〈町指定文化財〉
イカ形土製品 公開

通年 9:00～16:00
森町遺跡発掘調査事務所
（森町字森川町292‐24）

森町教育委員会社会教育課
文化財保護係
（01374-2-2186）

167
〈国指定重要文化財〉
企画展「コタン温泉遺跡出土品展」

10月5日(土)～
11月10日(日)

9:00～16:30
八雲町木彫り熊資料館
（八雲町末広町154番地）

八雲町郷土資料館
（0137-63-3131）

htto//www.town.yakumo.lg.j
p/modules/museum/

168
埋蔵文化財展示コーナー常設展示及び
収蔵展示

通年 10:00～16:00
長万部町民センター
（長万部町字長万部413番地12）

長万部町教育委員会事務局
社会教育係
（01377-2-2748）

http://www.town.oshamamb
e.lg.jp/modules/education/c
ategory0001.html

【休館日】
月曜日、祝日の翌日、年末年始

169
（国指定重要文化財）
「旧中村家住宅」の公開

通年 9:00～17:00 江差町字中歌町22
江差町教育委員会社会教育
課地域文化係
（0139-52-1047）

170
（道指定有形文化財）
「旧檜山爾志郡役所」の公開

通年 9:00～17:00 江差町字中歌町112
江差町教育委員会社会教育
課地域文化係
（0139-52-1047）

171
〈重要文化財〉
旧笹浪家住宅公開活用事業

4月6日(土)～11
月10日(日)
※月曜休館

10:00～16:00
旧笹浪家住宅
（上ノ国町字上ノ国236）

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）

http://www.town.kaminokuni
.lg.jp/

172 勝山館跡ガイダンス施設公開活用事業
4月6日(土)～11
月10日(日)
※月曜休館

10:00～16:00
勝山館跡ガイダンス施設
（上ノ国町字勝山427）

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）

http://www.town.kaminokuni
.lg.jp/

173 史跡上之国館跡の発掘調査速報展
11月1日(金)～
11月3日(日)

9:00～17:00
上ノ国町総合福祉センター
（上ノ国町字大留100）

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）

174
〈重要文化財〉
北海道上之国勝山館跡出土品の展示

11月1日(金)～
11月3日(日)

9:00～17:00
上ノ国町総合福祉センター
（上ノ国町字大留100）

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）

175 上之国館調査整備センター 常設展示
通年（平日のみ）
※年末年始休み

9:00～17:00
上之国館調査整備センター
（上ノ国町字大留52）

上ノ国町教育委員会
（0139-55-2230）



176 厚沢部町郷土資料館 常設展示 通年 9:00～17:00
厚沢部町郷土資料館
（厚沢部町新町234番地１）

厚沢部町教育委員会
（0139-64-3318）

https://www.town.assabu.lg.j
p/modules/rekunomohttps:/
/www.town.assabu.lg.jp/mod
ules/lifeinfo/content0141.ht
mlri_blog/index.php?page=dia
rylist

177 乙部町公民館郷土資料室 常設展示

通年
休館日：祝祭日・
振替休日・年末
年始

10:00～17:00
学校長期休期間
は9:00～17:00

乙部町公民館郷土資料室
（乙部町字館浦4-1乙部町公民館１階）

乙部町公民館
（0139-62-3311）

178 せたな美術館～せたなの絵描きたち～
10月24日(木)～
11月24日(日)

10月まで10:00～
19:00
11月から10:00～
18:00

情報センター2階多目的ギャラリー
(せたな町北檜山区北檜山266)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

結界の内側での鑑賞及びフラッ
シュをたいた写真撮影の禁止

179
〈町指定有形文化財〉
明珍家永製作の筋兜 公開

通年

10月まで10:00～
19:00
11月から10:00～
18:00

情報センター2階郷土資料室展示室
(せたな町北檜山区北檜山266)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

180
〈町指定有形文化財〉
青い目の人形 公開

通年

10月まで10:00～
19:00
11月から10:00～
18:00

情報センター2階郷土資料室展示室
(せたな町北檜山区北檜山266)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

181
〈町指定有形文化財〉
阿波人形浄瑠璃 公開

通年

10月まで10:00～
19:00
11月から10:00～
18:00

情報センター2階郷土資料室展示室
(せたな町北檜山区北檜山266)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

182
〈町指定有形文化財〉
荻野吟子の遺品・資料 公開

通年 10:00～17:00
せたな町立生涯学習センター
(せたな町瀬棚区本町651)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

183
〈道指定有形文化財〉
南川遺跡出土遺物 公開

通年 10:00～17:00
せたな町立生涯学習センター
(せたな町瀬棚区本町651)

せたな町教育委員会事務局
（0137-84-5111）

184 奥尻島津波館運営事業
4月15日(月)～
11月15日(金)

9:00～17:00
奥尻島津波館
（奥尻町字青苗36番地）

奥尻島津波館
（01397-3-1811）

185
稲穂ふれあい研修センター歴史民俗資
料展示室運営事業

5月連休初日～
10月末日の毎週
木・土曜日

9:30～16:30
稲穂ふれあい研修センター
（奥尻町字稲穂162番地）

稲穂ふれあい研修センター
（01397-2-2201）

186 青苗遺跡出土品公開事業
通年（年末年
始、休館日の月
曜を除く）

9:00～21:00(火～
金)
9:00～17:00
(土日祝)

奥尻町海洋研修センター
（奥尻町字奥尻314番地地先）

奥尻町教育委員会事務局
（01397-2-3890）

187
〈国指定重要文化財〉
史跡ピリカ遺跡出土石器の一般公開

4月1日(月)～11
月30日(土)

9:30～16:30
ピリカ旧石器文化館
（今金町字美利河228-1）

今金町教育委員会
（0137-82-3488）

http://www.town.imakane.lg.j
p/pirika/

月曜休館



188
〈町指定重要文化財〉
上田式豆まき器の一般公開

4月1日(月)～11
月30日(土)

9:30～16:30
文化財保管・活用庫
（今金町字美利河228-1）

今金町教育委員会
（0137-82-3488）

月曜休館

189
〈町指定重要文化財〉
ピリカカイギュウ復元骨格模型の一般
公開

4月1日(月)～11
月30日(土)

9:30～16:30
文化財保管・活用庫
（今金町字美利河228-1）

今金町教育委員会
（0137-82-3488）

月曜休館

190 子ども文化教室「岩石標本づくり」 11月4日(月) 9:00～12:00
今金町総合体育館
（今金町字今金435-373）

今金町教育委員会
（0137-82-3488）

今金町総合文化祭の一環で実施

191
〈国指定重要文化財（建造物）〉
旧旭川偕行社 公開
中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館

通年 9:00～17:00 旭川市春光5条7丁目
中原悌二郎記念 旭川市彫刻
美術館
（0166-46-6277）

http://www.city.asahikawa.h
okkaido.jp/sculpture/index.h
tml

192
〈市指定文化財〉
上川郡農作試験所事務所棟 （忠別太
駅逓第一美英舎）公開

4月29日(月)～11
月3日(日)
月曜日休館(休日
の場合は火曜日)

9:30～16:30 旭川市神居1条1丁目
旭川市教育委員会文化振興
課
（0166-25-7558）

193
〈市指定文化財〉
養蚕民家 公開

4月29日(月)～11
月3日(日)
月曜日休館(休日
の場合は火曜日)

9:30～16:30 旭川市東旭川町瑞穂1576-1
旭川市教育委員会文化振興
課
（0166-25-7558）

194
博物館無料開放
アイヌ文化に親しむ日

11月3日(日) 9:00～17:00
旭川市博物館（旭川市大雪クリスタル
ホール内）
（旭川市神楽3条7丁目）

旭川市博物館
（0166-69-2004）

http://www.city.asahikawa.h
okkaido.jp/hakubutukan/inde
x.html

195
〈市指定文化財〉
旧神居古潭駅舎 公開

夏期 9:00～17:00 旭川市江丹別町春日197-1
旭川市役所スポーツ課
（0166-23-1944）

196 士別市立博物館 常設展示 通年 10:00～16:30
士別市立博物館
（士別市西士別町2554番地）

士別市立博物館
（0165-22-3320）

http://www.city.shibetsu.lg.j
p/www/genre/14580291786
70/index.html

197 書籍の販売によるPR 通年 9:00～17:00 名寄市北国博物館
名寄市北国博物館
（01654-3-2575）

http://www.city.nayoro.lg.jp/
（名寄市HP）

198 名寄市北国博物館 常設展示室 通年 9:00～17:00 名寄市北国博物館
名寄市北国博物館
（01654-3-2575）

http://www.city.nayoro.lg.jp/
（名寄市HP）

料金区分 一般・学生:220円、65
歳以上:110円、団体（10名以
上）:150円、高校生以下:無料
※金額は1人分の金額

199 富良野市博物館 常設展示 通年 9:00～17:00
富良野市生涯学習センター
（富良野市山部東21線12番地）

富良野市生涯学習センター
（0167-42-2407）

http://furano.sub.jp

200 リーフレットの配布によるPR 通年 9:00～17:00
富良野市生涯学習センター
（富良野市山部東21線12番地）

富良野市生涯学習センター
（0167-42-2407）

http://furano.sub.jp



201
イマイ カツミ・ふらの歴史的建造物ミニ
絵画展

11月2日・3日
2日：9:00～17:00
3日：9:00～15:00

富良野市生涯学習センター
（富良野市山部東21線12番地）

富良野市生涯学習センター
（0167-42-2407）

http://furano.sub.jp

202 鷹栖町郷土資料館 常設展示
毎週水曜・土曜
開館

4月～9月
10:00～17:00
10月～3月
10:00～16:00

鷹栖町郷土資料館
（鷹栖町南1条1丁目1番19号）

開館日：鷹栖町郷土資料館
（0166-87-3028）
閉館日：鷹栖町教育委員会
（0166-87-2028）

http://www.town.takasu.hok
kaido.jp/kurashi/shisetsu/et
c_shisetsu/kyoudo_shiryouka
n.html

203 鷹栖町郷土資料館 出張展示 7月～3月 8:30～21:00
鷹栖町サンホールはぴねす
（鷹栖町南1条3丁目2番1号）

鷹栖町教育委員会
（0166-87-2028）

http://www.town.takasu.hok
kaido.jp/kurashi/shisetsu/et
c_shisetsu/kyoudo_shiryouka
n.html

204 東神楽町郷土資料展示室 常設展示 通年
8:30～17:00
※火・木・土
8:30～20:00

交流プラザつつじ館
（東神楽町南2条西1丁目1-6）

東神楽町教育委員会地域の
元気づくり課
（0166-83-5407）

日曜日・祝日・年末年始休

205 比布町郷土資料館 常設展示 通年 9:00～17:00
比布町郷土資料館
（比布町北町3丁目5番1号）

比布町教育委員会生涯学習
課社会教育係
（0166-85-2262）

土・日・祝・冬期間休館

206
〈町指定無形民俗文化財〉
町民文化祭 羽衣太鼓の公演

11月3日(日) 12:00～16:00 東川町農村環境改善センター
東川町教育委員会
（0166-82-2111）

207
〈町指定有形文化財／美術工芸品〉
大雪山アーカイブス常設展示

通年
10:00～18:00
※金曜日は19:00
まで

東川町複合交流施設せんとぴゅあⅡ（東
川町北町1丁目1番2号）

東川町文化レクリエーション課
（0166-82-4245）

208
〈町指定有形文化財／美術工芸品〉
織田コレクション常設展示

通年
せんとぴゅあⅠ 10:00～17:00
せんとぴゅあⅡ 10:00～18:00
※金曜日は19:00まで

東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ（東
川町北町1丁目1番1号）
東川町複合交流施設せんとぴゅあⅡ（東
川町北町1丁目1番2号）

東川町文化レクリエーション課
（0166-82-4245）

209
〈町指定有形文化財／美術工芸品〉
藤野千鶴子絵画常設展示

通年 10:00～17:00
東川町複合交流施設せんとぴゅあⅠ
（東川町北町1丁目1番1号）

東川町文化レクリエーション課
（0166-82-4245）

210
〈町指定有形文化財／建造物〉
郷土館常設展示

3月～10月
※5月1日～6月30日（日曜
日のみ開館）、7月1日～8月
31日（月曜日休館）、9月1日
～11月3日 （日曜日のみ開
館）

10:00～16:00
東川町郷土館
（東川町東町1丁目16番2号）

東川町教育委員会
（0166-82-2111）

211
〈町指定文化財〉
「高橋北修筆（絵画）」常設展示

通年（火曜日休
館）

10:00～19:.00
美瑛町郷土学館「美宙（みそら）」
（美瑛町栄町4丁目1番1号）

美瑛町郷土学館「美宙（みそ
ら）」
（0166-74-6116）

http://town.biei.hokkaido.jp/
facility/misora/

年末年始休館

212 中富良野町郷土館 常設展示 通年
9:00～18:00
※土曜日は17:30
まで

中富良野町南町10番1号
中富良野町教育委員会
（0167-44-2204）

日曜、祝日、年末年始休館



213
南富良野町町民体育館郷土資料展示
コーナー 常設展示

通年 10:00～17:15
南富良野町町民体育館郷土資料展示
コーナー
（南富良野町字幾寅847番地）

南富良野町教育委員会
（0167-52-2145）

http://town.minamifurano.ho
kkaido.jp/

月曜日・年末年始休館

214 南富良野町文化協会文化祭 11月3日（日・祝） 10:00～18:00
南富良野町保健福祉センター
（南富良野町字幾寅847番地）

南富良野町教育委員会
（0167-52-2145）

215 占冠村総合文化祭
11月2日(土)、3
日(日)

9:00～18:00
占冠村総合センター
占冠村コミュニティプラザ

占冠村公民館
（0167-56-2183）

216 ふるさと交流館 常設展示
10月8日(火)～
11月7日(木)

9:00～17:00 下川町西町1046番地
下川町教育委員会教育課生
涯学習グループ
（01655-4-2511（内線516））

月曜日（休日の場合は翌日）、年
末年始休館

217 郷土資料展示保存施設 常時展示
10月8日(火)～
11月４日(月)

9:00～17:00 下川町一の橋（旧一の橋小学校）
下川町教育委員会教育課生
涯学習グループ
（01655-4-2511（内線516））

土日・祝祭日開館

218
文化会館COM100郷土資料室
郷土資料の展示

通年 9:00～17:00
美深町字西町22番地
（美深町文化会館COM100内）

美深町教育委員会教育グ
ループ社会教育係
（01656-2-1744）

http://www.town.bifuka.hokk
aido.jp/cms/section/kyouiku
/qgeqg00000002v9e.html

年末年始休業

219 伝承遊学館 郷土資料の展示
5月5、19日、6月2、16日
7月14、28日、8月11～15日
9月8、22日、10月5、6日

10:00～15:00
伝承遊学館
（美深町字西町101番地）

美深町教育委員会教育グ
ループ社会教育係
（01656-2-1744）

http://www.town.bifuka.hokk
aido.jp/cms/section/kyouiku
/qlmcaj0000005lws.html

220
令和元年度るもい文化遺産の再発見事
業 郷土学習講座（３回目） 「北海道人
造石油に軌跡」

10月16日(水) 18:30～20:00
留萌市海のふるさと館２階会議室
（留萌市大町2丁目）

留萌市海のふるさと館
（0164-43-6677）

221
〈重要文化財〉
旧商家丸一本間家 公開

4月19日(金)～
11月6日(水)

10:00～17:00 増毛町弁天町1丁目27番地
増毛町教育委員会
（0164-53-2427）

http://honmake.blogspot
.com/

222 おびらふるさと塾「北前船とは何か」 11月6日(水) 18:30～20:00 小平町文化交流センター
小平町文化交流センター（教
育委員会社会教育課）
（0164-56-9500）

なし
道民カレッジ連携講座必修1単
位、ジュニア１単位

223
〈町指定有形文化財〉
須恵器（甕）・修羅 公開

5月1日(火)～10
月31日(水)

10:00～17:00
苫前町郷土資料館
（苫前町字苫前393）

苫前町公民館
（0164-65-4076）

http://www.town.tomamae.lg
.jp

月曜日休館
（休日の場合翌日）

224
〈町指定無形民俗文化財〉
苫前町くま獅子舞の公演

10月27日(日) 13:00～17:00
苫前町公民館
（苫前町字古丹別178-15）

苫前町公民館
（0164-65-4076）

http://www.town.tomamae.lg
.jp



225
〈町指定無形文化財〉
オロロン太鼓の公演

11月3日(日)
文化の日

14:00～18:00
羽幌町立中央公民館
（羽幌町南6条2丁目）

羽幌町中央公民館
（0164-62-1178）

http://www.town.haboro.lg.jp
/

226 天塩川歴史資料館常設展示
5月1日(火)～10
月31日(水)

10:00～17:00 天塩町新栄通6丁目
天塩町教育委員会生涯学習
係
（01632-2-1026）

月曜日休館

227 稚内市北方記念館常設展示
4月27日(土)～
10月31日(木)

9:00～17:00（6月
から9月までは
21:00まで）

稚内市北方記念館（稚内公園内）
株式会社稚内振興公社
（0162-24-4019（施設直通））

http://w-
shinko.co.jp/hoppo-
kinenkan/

228 ブタウス遺跡発掘調査 常設展示 4月～3月 8:30～17:15 役場庁舎ロビー・多目的アリーナ
浜頓別町教育委員会生涯教
育係
（01634-2-4666）

229
「日の出遺跡（浜頓別町クッチャロ湖畔
竪穴群）展」

4月～3月 8:30～17:15 役場庁舎ロビー
浜頓別町教育委員会生涯教
育係
（01634-2-4666）

230 地域の埋蔵文化財公開事業 通年開催 9:00～17:00
オホーツクミュージアムえさし
（枝幸町三笠町1614－1）

オホーツクミュージアムえさし
（0163-62-1231）

休館日要確認

231 特別展「宗谷の漂着物」
10月1日～31日
開催予定

9:00～17:00
オホーツクミュージアムえさし
（枝幸町三笠町1614－1）

オホーツクミュージアムえさし
（0163-62-1231）

休館日要確認

232
<重要文化財>
北海道船泊遺跡出土品展示公開事業

5月1日(水)～10
月31日(木)

8:30～17:00 礼文町郷土資料館
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://rebun-museum.org/
5月・10月は月曜日休館
6～9月は無休

233
<道指定有形文化財>
礼文島出土の歯牙製女性像及び動物
像展示公開事業

5月1日(水)～10
月31日(木)

8:30～17:00 礼文町郷土資料館
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://rebun-museum.org/
5月・10月は月曜日休館
6～9月は無休

234
<町指定有形文化財>
上泊３遺跡出土遺物展示公開事業

5月1日(水)～10
月31日(木)

8:30～17:00 礼文町郷土資料館
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://rebun-museum.org/
5月・10月は月曜日休館
6～9月は無休

235
<重要文化財・道指定有形文化財・町指
定有形文化財>
町内埋蔵文化財映像公開事業

5月1日(水)～10
月31日(木)

8:30～17:00 礼文町郷土資料館
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://rebun-museum.org/
5月・10月は月曜日休館
6～9月は無休

236
<町指定無形民俗文化財>
四ヶ散米舞行列映像公開事業

5月1日(水)～10
月31日(木)

8:30～17:00 礼文町郷土資料館
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://rebun-museum.org/
5月・10月は月曜日休館
6～9月は無休

237
<町指定有形民俗文化財>
嚴島神社絵馬公開事業

通年 嚴島神社
嚴島神社
（0163-86-1852）

拝殿内に解説リーフレットあり



238 礼文島遺産公開事業 通年 島内一円
礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://www.rebun.org/

239 縄文八十八箇所めぐりスタンプラリー 通年
町内(濱中2遺跡、船泊遺跡、上泊3遺跡)
スタンプは郷土資料館設置

礼文町教育委員会
（0163-86-2119）

http://www.jomon-
town.org/

北海道縄文のまち連絡会主催事
業

240
〈道・町指定有形文化財〉
亦稚貝塚出土物の公開

通年 9:00～17:00
利尻町立博物館
（利尻町仙法志字本町）

利尻町立博物館
（0163-85-1411）

http://www.town.rishiri.hokk
aido.jp/rishiri/1060.htm

241 利尻島郷土資料館常設展示公開事業

10月8日(火)～
10月31日(木)
5月1日より開館
中

9:00～17:00
利尻島郷土資料館
（利尻富士町鬼脇字鬼脇）

利尻富士町教育委員会
（0163-82-1370）

242 古代の利尻展公開事業

10月8日(火)～
10月31日(木)
5月1日より開館
中

9:00～17:00
りっぷ館
（利尻富士町鴛泊字栄町）

利尻富士町教育委員会
（0163-82-1370）

243 利尻富士町文化祭開会式 11月4日(月) 18:30～21:00
利尻富士町交流促進施設りぷら
（利尻富士町鴛泊字栄町）

利尻富士町教育委員会
（0163-82-1370）

244 モヨロ貝塚出土資料の特別展示 通年 各施設による 市内宿泊施設
網走市立郷土博物館
（0152-43-3090）

http://www.city.abashiri.hok
kaido.jp/270kyoiku/050kyou
do/index.html

245 モヨロ貝塚出土資料の特別展示 通年 8:00～20:00
女満別空港2階出発ロビー
（大空町女満別中央201-3）

網走市立郷土博物館
（0152-43-3090）

http://www.city.abashiri.hok
kaido.jp/270kyoiku/050kyou
do/index.html

246 モヨロ貝塚出土資料の特別展示 通年 各施設による
網走市役所ロビー・エコーセンター2000
ロビー・道の駅流氷街道網走・まちなか
プラザ（網走市内）

網走市立郷土博物館
（0152-43-3090）

http://www.city.abashiri.hok
kaido.jp/270kyoiku/050kyou
do/index.html

247 モヨロ貝塚出土資料の常設展示 通年
9:00～17:00
(※11月より～
16:00)

モヨロ貝塚館
（網走市北1条東2丁目）

網走市立郷土博物館
（0152-43-3090）

http://moyoro.jp

248 モヨロ貝塚出土資料の常設展示 通年
9:00～17:00
(※11月より～
16:00)

網走市立郷土博物館
（網走市桂町1-1-3）

網走市立郷土博物館
（0152-43-3090）

http://www.city.abashiri.hok
kaido.jp/270kyoiku/050kyou
do/index.html

249
北網圏北見文化センター
博物常設展示

通年 9:30～16:30
北網圏北見文化センター博物展示室
（北見市公園町１）

北見市教育委員会文化財課
（0157-23-6742）

http://business4.plala.or.jp/
bunsen21/

月曜日・祝日の翌日休館
（ただし、月曜日・祝日の翌日が
祝日にあたる場合は開館）、年末
年始休館

250 美里洞窟遺跡公開
7月1日(土)～10
月31日(火)

北見市美里 国有林
北見市教育委員会文化財課
（0157-23-6742）

林道歩道通行に注意



251
〈市指定文化財〉
武華駅逓（留辺蘂町開拓資料館） 公
開

通年
金・土曜、9:00～
17:00

留辺蘂町開拓資料館
（北見市留辺蘂町滝湯127）

北見市教育委員会留辺蘂教
育事務所生涯学習課
（0157-42-2723）

日曜日～木曜日・祝日・年末年始
休館

252 端野町歴史民俗資料館 常設展示
5月1日(水)～11
月7日(木)

10:00～16:00 北見市端野町二区471番地5

北見市教育委員会端野教育
事務所端野町歴史民俗資料
館
（0157-56-2560）

http://www.city.kitami.lg.jp/
docs/2016062800067/

火曜日～日曜日・祝日
冬季休館
＊要問合せ

253 ところ遺跡の館 常設展示 通年 9:00～17:00 北見市常呂町字栄浦371番地
北見市教育委員会社会教育
部ところ遺跡の森
（0152-54-3393）

http://www.city.kitami.lg.jp
/docs/7209/

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

254 ところ埋蔵文化財センター 常設展示 通年 9:00～17:00 北見市常呂町字栄浦376番地
北見市教育委員会社会教育
部ところ遺跡の森
（0152-54-3393）

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

255
ところ埋蔵文化財センター
「記念物１００年｣展

10月1日(木)～3
月31日(火)

9:00～17:00 北見市常呂町字栄浦376番地
北見市教育委員会社会教育
部ところ遺跡の森
（0152-54-3393）

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

256
〈市指定文化財〉
ピアソン記念館 公開

通年 9:30～16:30 北見市幸町7丁目4番28号
ピアソン記念館
（0157-23-2546）

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

257
〈市指定文化財〉
北見ハッカ記念館 公開

通年

5/1～10/31 ： 9:00～
17:00
11/1～翌4/30： 9:30～
16:30

北見市南仲町１丁目７番２８号
ハッカ記念館
（0157-23-6200）

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

258 薄荷蒸溜館 公開 通年

5/1～10/31 ： 9:00～
17:00
11/1～翌4/30： 9:30～
16:30

北見市南仲町１丁目７番２８号
ハッカ記念館
（0157-23-6200）

月曜日・祝日の翌日休館（ただ
し、月曜日・祝日の翌日が祝日に
あたる場合は開館）、年末年始休
館

259
〈国登録有形文化財〉
旧上藻別駅逓所の公開

4月末～11月末
休館日 月曜日

9:30～15:30 紋別市上藻別297-1
上藻別駅逓保存会
（0158-26-5110）

260
〈道指定文化財(史跡オムサロ台地竪穴
群)〉
オムサロ遺跡公園の公開

5月～10月 紋別市渚滑町川向153
紋別市立博物館
（0158-23-4236）

261
〈市指定文化財〉
天然記念物小向原生花園の公開

5月～10月 紋別市小向232、2626地先
紋別市立博物館
（0158-23-4236）

262
〈市指定文化財〉
天然記念物紋別流紋岩の公開

通年 9:30～17:00
紋別市立博物館 収蔵展示室
（紋別市幸町3丁目1-4）

紋別市立博物館
（0158-23-4236）

263 元町遺跡公開 通年 大空町女満別東２条
大空町教育委員会
（0152-74-2111）



264
〈道指定有形文化財〉
女満別石刃鏃遺跡遺物公開

通年 8:45～17:30
女満別研修会館内
（大空町女満別西3条4丁目）

大空町教育委員会
（0152-74-2111）

265 美幌博物館 常設展示 通年 9:30～17:00
美幌博物館
（美幌町美禽253-4）

美幌博物館
（0152-72-2160）

http://www.town.bihoro.hokk
aido.jp/bunya/museum/

266
企画展「絵を描く心 岸本裕躬作品よ
り」

10月20日(日)ま
で

9:30～17:00
美幌博物館
（美幌町美禽253-4）

美幌博物館
（0152-72-2160）

http://www.town.bihoro.hokk
aido.jp/bunya/museum/

267
美幌博物館講座（美術編）シルクスク
リーンのワークショップ

10月19日(土) 10:00～12:00
美幌博物館
（美幌町美禽253-4）

美幌博物館
（0152-72-2160）

http://www.town.bihoro.hokk
aido.jp/bunya/museum/

268 津別町郷土資料室 常設展示
5月～10月の火・
金曜日

10:00～15:00 津別町字本岐104番地4
津別町教育委員会生涯学習
課施設係
（0152-76-2713）

http://town.tsubetsu.hokkai
do.jp/

269 知床博物館 常設展示 通年 9:00～17:00
知床博物館
（斜里町本町49番地）

知床博物館
（0152-23-1256）

http://shirtoko-
museum.mydns.jp

270 移動展「オホーツク人のくらし」
8月10日～10月
10日

8:00～10:00、
15:00～21:00

kiki知床ナチュラルリゾート
（斜里町ウトロ香川192）

知床博物館
（0152-23-1256）

http://shirtoko-
museum.mydns.jp

271
〈町指定文化財〉
増田遺跡・緑丘Ｂ遺跡出土遺物展示

通年 10:00～16:00
くんねっぷ歴史館
（訓子府町仲町50番地）

訓子府町教育委員会
（0157-47-2121）

http://www.town.kunneppu.h
okkaido.jp

土・日・祝日・年末年始休館

272 置戸町郷土資料館 常設展示
5月～10月
の第1・3土曜日

13:00～16:00
置戸町郷土資料館
（置戸町字置戸195番地）

置戸町中央公民館
（0157-52-3075）

273
〈重要文化財〉
北海道白滝遺跡群出土品の公開

通年 9:00～17:00
遠軽町埋蔵文化財センター
（遠軽町白滝138番地1）

遠軽町埋蔵文化財センター
（遠軽町白滝教育センター）
（0158-48-2213）

http://geopark.engaru.jp/ 休館日11/2,3,4

274
〈道指定有形文化財〉
幌加川遺跡出土の石器群の公開

通年 9:00～17:00
遠軽町埋蔵文化財センター
（遠軽町白滝138番地1）

遠軽町埋蔵文化財センター
（遠軽町白滝教育センター）
（0158-48-2213）

http://geopark.engaru.jp/ 休館日11/2,3,4

275 湧別町ふるさと館JRY 常設展示 通年 9:00～16:30
湧別町ふるさと館JRY
（湧別町北兵村一区588番地）

湧別町ふるさと館JRY
（01586-2-3000）

http://www.town.yubetsu.lg.j
p/st/jry/index.html

入館は16:00まで
休館日：月曜日

276 湧別町郷土館 常設展示 通年 9:00～16:30
湧別町郷土館
（湧別町栄町155番地の１）

湧別町ふるさと館JRY
（01586-2-3000）

http://www.town.yubetsu.lg.j
p/st/jry/kannai-kyoudo.html

入館は16:00まで
休館日：月曜日



277 ぶらり帯広・文化財めぐり 10月20日(日) 10:00～12:00 帯広市内
帯広市教育委員会文化課
（0155-65-4209）

料金は保険料として徴収

278 十勝鉄道蒸気機関車・客車公開 10月20日(日) 10:00～15:00
とてっぽ通り
（帯広市西7条南20丁目）

帯広市教育委員会文化課
（0155-65-4209）

279 帯広百年記念館 常設展示

通年（休館日：月曜
日（祝日の場合は開
館）、祝日の翌日
（土・日は開館））

9:00～17:00
帯広百年記念館
（帯広市緑ヶ丘２番地）

帯広百年記念館
（0155-24-5352）

http://museum-
obihiro.jp/occm/

280 埋蔵文化財センター 常設展示

通年（休館日：日曜
日、月曜日（祝日の
場合は開館）、日曜
日を除く祝日の翌
日）

9:00～17:00
埋蔵文化財センター
（帯広市西23条南４丁目26-8）

埋蔵文化財センター
（0155-41-8731）

http://www.octv.ne.jp/~hyak
unen/maibun.htm

281
〈国指定重要文化財〉
八千代Ａ遺跡出土品の公開

通年（休館日：月曜
日（祝日の場合は開
館）、祝日の翌日
（土・日は開館））

9:00～17:00
帯広百年記念館
（帯広市緑ヶ丘２番地）

帯広百年記念館
（0155-24-5352）

http://museum-
obihiro.jp/occm/

282 郷土資料室 常設展示 通年 8:45～17:30 音更町農村環境改善センター
音更町教育委員会生涯学習
課
（0155-42-4099）

www.town.otofuke.hokkaido.j
p

土・日・祝日・年末年始休館

283 ふるさと資料館 常設展示 通年 9:00～17:00
士幌町総合研修センター
（士幌町字士幌幹線167番地）

士幌町教育委員会社会教育
グループ
（01564-5-4733）

火曜日・年末年始は休館

284 伝統農業保存伝承館 常設展示
5月１日(水)～10
月31日(木)

10:00～15:00
士幌町発祥の地記念公園
（士幌町字中士幌幹線86番地）

士幌町教育委員会社会教育
グループ
（01564-5-4733）

火曜日は休館

285 美濃の家 常設展示
5月１日(水)～10
月31日(木)

9:00～17:00
士幌町発祥の地記念公園
（士幌町字中士幌幹線86番地）

士幌町教育委員会社会教育
グループ
（01564-5-4733）

火曜日は休館

286 鹿追町通年公開・常設展示

火曜日～日曜日
（月曜日が祝日の
場合は開館し、翌
火曜日が休館）

10:00～17:00 鹿追町図書館2階 郷土資料室
鹿追町図書館
（0156-69-7170）

https://www.town.shikaoi.lg.j
p

287 清水町郷土史料館 常設展示 通年 10:00～18:00
清水町郷土史料館
（清水町南4条1丁目2番地）

清水町図書館
（0156-62-3030）

https://hokkaido-shimizu-
lib.jimdo.com/

毎週火曜日休館
祝日休館
月末日休館

288 芽室町ふるさと歴史館 常設展示 通年 9:00～17:00
芽室町ふるさと歴史館
（芽室町美生2線38番地15）

芽室町ふるさと歴史館
（0155-61-5454）

www.tokachi-a-
muse.jp/center/furusato-
center/

毎週火曜日、年末年始休館

289 絵画コレクション展示 通年
10:00時～21:30
（施設の開館時
間）

中札内村文化創造センター
中札内村教育委員会
（0155-67-2929）

http://www.vill.nakasatsunai.
hokkaido.jp/



290 第64回中札内村民文化祭
10月28日(月)～
11月5日(火)

10:00～21:30
（施設の開館時
間）

中札内村文化創造センター
中札内村教育委員会
（0155-67-2929）

http://www.vill.nakasatsunai.
hokkaido.jp/

291 からまつ館の公開 11月3日(日) 10:00～14:00 からまつ館
中札内村教育委員会
（0155-67-2929）

http://www.vill.nakasatsunai.
hokkaido.jp/

292 更別村総合文化祭（作品展示会）
11月2日(土)～
11月4日(月)

9:00～22:00
(施設開館時間)

更別村農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
(更別村字更別南2線96番地11)

更別村教育委員会社会教育
係
（0155-52-3171）

http://www.sarabetsu.jp

293 更別村農村環境改善センター常設展示 通年
9:00～22:00
(施設開館時間)

更別村農村環境改善ｾﾝﾀｰ
(更別村字更別南2線96番地11)

更別村教育委員会社会教育
係
（0155-52-3171）

http://www.sarabetsu.jp

294 大樹町文化祭
10月19日(土)～
11月4日(月)

9:00～22:00
大樹町生涯学習センター
（大樹町双葉町）

大樹町文化協会事務局
（01558-6-5555）

295 晩成社史跡公園の公開
4月1日(月)～10
月31日(木)

9:00～17:00
晩成社史跡公園
（大樹町字生花）

大樹町教育委員会社会教育
課社会教育係
（01558-6-2133）

http://www.town.taiki.hokkai
do.jp/

296 旭浜トーチカの公開
4月1日(月)～10
月31日(木)

9:00～17:00
旭浜トーチカ
（大樹町字旭浜）

大樹町教育委員会社会教育
課社会教育係
（01558-6-2133）

http://www.town.taiki.hokkai
do.jp/

297 大樹町郷土資料館の公開
5月11日(土)～
10月27日(日)

10:00～16:00
大樹町郷土資料館
（大樹町字石坂）

大樹町教育委員会社会教育
課社会教育係
（01558-6-2133）

http://www.town.taiki.hokkai
do.jp/

298
〈道指定史跡〉
十勝ホロカヤントー竪穴群の公開

4月1日(月)～10
月31日(木)

9:00～17:00
ホロカヤントー
（大樹町字晩成）

大樹町教育委員会社会教育
課社会教育係
（01558-6-2133）

http://www.town.taiki.hokkai
do.jp/

299
広尾町海洋博物館・郷土文化保存伝習
館常設展示

4月27日(土)～
11月5日(火)

10:00～16:00
（4月～9月）
10:00～14:00
（10月～11月）

広尾町字野塚989番地
広尾町教育委員会社会教育
課
（01558-2-0181）

ｈｔｔｐ：
//www.town.hiroo.hokkaido.j
p/

土日祝日のみ開館。平日の開館
は社会教育課へ要問合せ。
夏期（7月24日～8月31日）平日開
館実施。

300
〈町指定有形文化財〉
幕別町蝦夷文化考古館収蔵品の公開

通年 10:00～16:00
幕別町蝦夷文化考古館
（幕別町字千住114-1）

幕別町蝦夷文化考古館
（0155-56-4899）

休館日：火曜日（祝日の場合はそ
の翌日）
年末年始（12/29～1/3）

301
〈町指定有形文化財〉
札内N遺跡出土品の公開

通年 9:00～17:00
幕別町ふるさと館
(幕別町字依田384-3）

幕別町ふるさと館
（0155-56-3117）

休館日：月曜日・火曜日（祝日の
場合はその翌日）
年末年始（12/29～1/3）

302 池田町郷土資料館 常設展示

4月28日(日)～
10月31日(木)
※11月～4月は
休館

10:00～16:00
池田町郷土資料館
（池田町字高島81番地1 旧高島中学校）

池田町教育委員会教育課社
会教育係
（0155-472-5222）

開館日は日曜日～木曜日
※金・土・祝日は休館



303 郷土資料情報室「歴史の森」 常設展 通年 10:00～18:00
郷土資料情報室「歴史の森」（豊頃町え
る夢館内）
（豊頃町茂岩本町166番地）

豊頃町教育委員会社会教育
係
（0155-79-5801）

http://www.toyokoro.jp/info
rmation/page01-3.html

【休館日】
月曜日
国民の祝日の翌日
年末年始

304 豊頃町二宮報徳館 常設展 通年 不定
豊頃町二宮報徳館
（豊頃町二宮2460番地）

豊頃町教育委員会社会教育
係
（0155-79-5801）

【休館日】
不定休

305 本別町指定文化財パネル展 通年 8:30～22:00
中央公民館内
（本別町北1丁目）

本別町中央公民館
（0156-22-5111）

なし 天然記念物文化財

306 足寄動物化石博物館常設展示 通年 9:30～16:30
足寄動物化石博物館
（足寄町郊南１丁目29番25）

足寄動物化石博物館
（0156-25-9100）

http://www.museum.ashoro.
hokkaido.jp/info/institution.h
tml

〇休館日
・12/30～１/６
・火曜日（祝日の場合は次の日）
・ＧＷ中は火曜日開館

307
<国指定史跡>
ユクエピラチャシ跡出土品 常設展示

通年 10:00～18:00
陸別町公民館
（陸別町字陸別東2条4丁目21）

陸別町教育委員会
（0156-27-2123）

月・祝・年末年始休館

308 列車と車でめぐる浦幌の史跡・文化財 10月13日(日) 11:15～16:00
浦幌駅集合・解散
（浦幌町字本町、ＪＲ根室本線浦幌駅）

浦幌町立博物館
（0155-76-2009）

片道鉄道運賃（750円）自己負担/
昼食持参のこと

309 浦幌町指定無形文化財「開拓獅子舞」 通年 10:00～17:00 浦幌町立博物館
浦幌町立博物館
（0155-76-2009）

【休館日】
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日、年末年始

310 アイヌ文化伝製品 通年 10:00～17:00 浦幌町立博物館
浦幌町立博物館
（0155-76-2009）

【休館日】
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝
日の翌日、年末年始

311 アイヌ遺骨の地域返還 通年 10:00～17:00 浦幌町立博物館
浦幌町立博物館
（0155-76-2009）

浦幌アイヌ協会：協力
【休館日】月曜日（祝日の場合は
翌日）、祝日の翌日、年末年始

312
〈市指定有形文化財〉
星兜の公開

通年 9:30～17:00
釧路市立博物館
（釧路市春湖台1-7）

浦幌町立博物館
（0155-76-2009）

https://www.city.kushiro.lg.j
p/museum/index.html

313 まりも祭りセミナー(予定) 10月8日(火) 10:00～12:00
阿寒湖畔エコミュージアムセンター レク
チャー室
（釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-1-1）

NPO法人阿寒観光協会まちづ
くり推進機構（0154-67-3200）
釧路市教育委員会マリモ研究
室（0154-67-4660）

https://ja.kushiro-
lakeakan.com/

・事前申し込みが必要
・小学生以下は保護者同伴

314 マリモ生育地観察会（予定） 10月8日(火) 13:00～16:00
集合場所：阿寒湖畔エコミュージアムセ
ンター
開催場所：阿寒湖チュウルイ湾

NPO法人阿寒観光協会まちづ
くり推進機構（0154-67-3200）
釧路市教育委員会マリモ研究
室（0154-67-4660）

https://ja.kushiro-
lakeakan.com/

・午前中のセミナー参加者限定
・事前申し込みが必要
・小学生以下は保護者同伴



315
釧路町郷土資料館開設及び郷土資料
展

４月1日(月)～11
月30日(土)

釧路町郷土資料館
釧路町公民館
（0154-62-2137）

316 チャシ跡出土品展示 通年 釧路町公民館
釧路町公民館
（0154-62-2137）

317
〈町指定有形文化財〉
池田家古文書 公開

4月16日(火)～
11月15日(金)

9:00～16:00
郷土館
（厚岸町湾月1丁目2番地）

厚岸町海事記念館文化財係
（0153-52-4040）

https://edu.town.akkeshi.ho
kkaido.jp/kaiji/

318
〈町指定有形文化財〉
太田屯田兵遺品 公開

4月16日(火)～
11月15日(金)

9:00～16:00
太田屯田開拓記念館
（厚岸町太田5の通り23番地1）

厚岸町海事記念館文化財係
（0153-52-4040）

https://edu.town.akkeshi.ho
kkaido.jp/kaiji/

319
浜中町総合文化センター 郷土資料展
示

通年 常時
浜中町総合文化センター郷土資料展示
室
（浜中町霧多布西３条１丁目４７番地）

浜中町総合文化センター
（0153-62-3131）

観覧希望者は申し出が必要
年末年始は休館

320
北海道集治監釧路分監本館
開館記念フォーラム

10月11日(金) 13:30～16:30 北海道集治監釧路分監本館
標茶町博物館
（0154-87-2332）

321 アイヌ民族衣装試着体験
4月27日(土)～
10月31日(木)

開館中は常時
弟子屈町屈斜路コタンアイヌ民俗資料館
（弟子屈町字屈斜路市街１条通１４番地）

弟子屈町屈斜路コタンアイヌ
民俗資料館
（0154-84-2128）

https://www.town.teshikaga.
hokkaido.jp/03kyouiku/30sy
ougai/25shisetsu/2009-
0317-2216-102.html

322 鶴居村ふるさと情報館 常設展示 通年 10:00～18:15
鶴居村ふるさと情報館
（鶴居村鶴居東5丁目3番地）

鶴居村教育委員会
（0154-64-2050）

323
〈国指定史跡〉
根室半島チャシ跡群の公開

通年

根室市牧野内127（ノツカマフ1号・2号
チャシ跡）
根室市温根元55番地1（ヲンネモトチャシ
跡）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

324
〈国指定史跡〉
西月ヶ岡遺跡の公開

通年 根室市西浜町6丁目西月ヶ岡遺跡
根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

325
〈道指定有形文化財〉
和田屯田兵村の被服庫の公開

通年 9:30～16:00
和田屯田記念館
（根室市西和田586番地2）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

休館日：月曜日、祝祭日、年末年
始（月曜日が祝日の時はその翌
日も休館）

326
〈道指定有形文化財〉
初田牛20遺跡出土の土偶及び墓杭出
土遺物の公開

通年 9:30～16:30
根室市歴史都市前の資料館
（根室市花咲港209番地）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

休館日：月曜日、祝祭日、年末年
始（月曜日が祝日の時はその翌
日も休館）



327
〈市指定有形文化財〉
旧根室牧場大金庫の公開

通年 9:30～16:30
根室市歴史都市前の資料館
（根室市花咲港209番地）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

休館日：月曜日、祝祭日、年末年
始（月曜日が祝日の時はその翌
日も休館）

328
〈市指定有形文化財〉
俄羅斯船之圖及びワシレイラフロウ之
圖の公開

通年 9:30～16:30
根室市歴史都市前の資料館
（根室市花咲港209番地）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

休館日：月曜日、祝祭日、年末年
始（月曜日が祝日の時はその翌
日も休館）

329
〈市指定有形文化財〉
穂香竪穴群出土の動物意匠付土器の
公開

通年 9:30～16:30
根室市歴史都市前の資料館
（根室市花咲港209番地）

根室市歴史と自然の資料館
（0153-25-3661）

https://www.city.nemuro.ho
kkaido.jp/lifeinfo/kakuka/ky
oikuiinkai/kyoikushiryokan/in
dex.html

休館日：月曜日、祝祭日、年末年
始（月曜日が祝日の時はその翌
日も休館）

330 奥行臼散策デー 10月13日(日) 11:00～14:00
旧奥行臼駅逓所
（別海町奥行15番地12）

別海町教育委員会生涯学習
課
（0153-75-2111）

331
〈国指定史跡〉
旧奥行臼駅逓所の公開

5月1日(水)～11
月3日(日)

10:00～16:30
旧奥行臼駅逓所
（別海町奥行15番地12）

別海町教育委員会生涯学習
課
（0153-75-2111）

332
〈町指定文化財〉
奥行臼駅の公開

5月1日(水)～11
月3日(日)

10:00～16:30
奥行臼駅
（別海町奥行16番地27～30）

別海町教育委員会生涯学習
課
（0153-75-2111）

http://betsukai.jp/blog/0001
/index.php?ID=89

333
〈町指定文化財〉
旧別海村営軌道風蓮線奥行臼停留所
の公開

5月1日(水)～11
月3日(日)

10:00～16:30
旧別海村営軌道風蓮線奥行臼停留所
（別海町奥行15番地55）

別海町教育委員会生涯学習
課
（0153-75-2111）

http://betsukai.jp/blog/0001
/index.php?ID=1067

334
〈町指定文化財〉
加賀家文書の公開

通年 9:00～17:00
別海町郷土資料館附属施設加賀家文書
館
（別海町別海宮舞町29番地）

別海町郷土資料館
（0153-75-0802）

http://betsukai.jp/blog/0001
/index.php?ID=527

335
〈町指定文化財〉
野付半島沖マンモスゾウ化石群の公開

通年 9:00～17:00
別海町郷土資料館
（別海町別海宮舞町30番地）

別海町郷土資料館
（0153-75-0802）

http://betsukai.jp/blog/0001
/index.php?ID=1016

336
〈国登録有形文化財〉
旧北海道農事試験場根室支場陳列館
の公開

5月から10月の
土・日・祝日のみ

5月～9月
10:00～17:00
10月
10:00～16:00

中標津町郷土館緑ヶ丘分館
（中標津町丸山4丁目3番地）

中標津町教育委員会生涯学
習課学芸係
（0153-73-3111(内線268)）

http://www.nakashibetsu.jp/
kyoudokan_web/index.htm

希望があれば開館日以外
の対応も可

337

〈国登録有形文化財〉
旧北海道農事試験場根室支場陳列館
の公開・活用
「郷土館緑ヶ丘分館オータムフェスタ」

10月5日(土)
雨天時は6日に
延期

10:00～15:00
中標津町郷土館緑ヶ丘分館
（中標津町丸山4丁目3番地）

中標津町教育委員会生涯学
習課学芸係
（0153-73-3111(内線268)）

http://www.nakashibetsu.jp/
kyoudokan_web/index.htm

338
〈町指定文化財〉
「蛙意匠の土器」の公開

通年
9:00～17:00
※月によって変動
あり

中標津町郷土館
（中標津町丸山2丁目15番地）

中標津町教育委員会生涯学
習課学芸係
（0153-73-3111(内線268)）

http://www.nakashibetsu.jp/
kyoudokan_web/index.htm



339
標津町指定文化財御陣屋御造営日記
の展示公開

10月8日(火)～
11月7日(月)

9:00～17:00
標津町ポー川史跡自然公園
（標津町字伊茶仁2784番地）

標津町ポー川史跡自然公園
（0153-82-3674）

https://www.shibetsutown.jp
/shisetsu/art_culture/po_riv
er/

340

（国指定重要文化財）
北海道松法川北岸遺跡出土品
〈町指定有形文化財〉
弘化の釣り鐘

通年 900～17:00
羅臼町郷土資料館
（羅臼町峯浜町307-1）

羅臼町郷土資料
（0153-88-3850）

341
北海道博物館第15回企画テーマ展
「エゾシカ」

10月12日(土)～
12月15日(日)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

342
クローズアップ展示１
「古地図・絵図からさぐるアイヌ語地名」

8月17日(土)～
10月11日(金)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

343
クローズアップ展示１
「『蝦夷風俗十二ヶ月屛風』を読む(2)」

10月12日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

344
クローズアップ展示２
「松浦武四郎の地図からさぐるアイヌ語
地名」

8月17日(土)～
10月11日(金)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

345
クローズアップ展示２
「新選組の元幹部隊士 永倉新八」

10月12日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

346
クローズアップ展示３
「アイヌ語地名研究者・山田秀三の葉書
から」

8月17日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

347
クローズアップ展示４
「アイヌ語地名研究者・山田秀三の、ア
イヌ文化の記録や保存への関わり」

8月17日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

348
クローズアップ展示５
「岩手県から北海道へ渡った神楽」

8月17日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

349
クローズアップ展示６
「たくぎん（北海道拓殖銀行）」

8月17日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

350
クローズアップ展示7
「北海道の地名にちなむ植物」

8月17日(土)～
12月18日(水)

9:30～16:30
北海道博物館 特別展示室
（札幌市厚別区厚別町小野幌53-2）

北海道博物館
（011-898-0456）

http://www.hm.pref.hokkaido
.lg.jp

月曜休館（休日の場合は翌日）

351 縄文人に挑戦 10月26日(土) 13:30～15:30
北海道立埋蔵文化財センター
（江別市西野幌685-1）

北海道立埋蔵文化財センター
普及活用課
（011-386-3231）

http://www.domaibun.or.jp/



352 道立北方民族博物館常設展示 通年

10月～6月
9:30～16:30
7月～9月
9:00～17:00

北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/
月曜日（祝日の場合は翌平日、7
～9月、2月は無休）
年末年始

353 特別展 「サミの暮らしと工芸」
7月13日(土）～
10月14日(月・
祝）

7月～9月
9:00～17:00
10月
9:30～16:30

北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/
月曜日（祝日の場合は翌平日、7
～9月は無休）

354
はくぶつかんクラブ「フェルトでつくるシ
ロクマのコインケース」

10月19日(土) 10:00～12:00
北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/

355
講習会「お細工物 押し絵のおひなさ
ま」

10月20日(日) 13:00～17:00
北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/

356
ロビー展 「南隆雄 コレクション・サー
ベイ―北海道立北方民族博物館」

10月26日(土)～
11月10日(日)

9:30～16:30
北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/ 月曜日（祝日の場合は翌平日）

357
解説会「アーティストトーク 南隆雄 コ
レクション・サーベイ：北海道立北方民
族博物館」

10月27日(日) 13:30～15:00
北海道立北方民族博物館
（網走市字潮見309－1）

北海道立北方民族博物館
（0152-45-3888）

http://hoppohm.org/

358 札幌農学校第２農場の公開

屋外公開：通年
屋内公開：4月29日
(月)～11月3日(日)
（模範家畜房・穀物
庫・牧牛舎）

屋外公開：
8:30～17:00
屋内公開：
10:00～16:00

札幌農学校第2農場
（札幌市北区北18条西8丁目）

北海道大学総合博物館
（011-706-2658）

http://www.museum.hokudai
.ac.jp/

屋内公開の休館日：毎月第4月曜
日

359
旧札幌農学校第２農場ガイド付きショー
トツアー

10月29日(火)～
11月3日(日)

各日午前・午後の
2回を予定

札幌農学校第2農場
（札幌市北区北18条西8丁目）

北海道大学総合博物館
（011-706-2658）

http://www.museum.hokudai
.ac.jp/

屋内公開の休館日：毎月第4月曜
日

360
森林記念館（旧標本貯蔵室）の公開（登
録有形文化財）

4月～10月の各
最終金曜日
（10月25日(金)）

9:00～16:00
苫小牧研究林
（苫小牧市字高丘）

北方生物圏フィールド科学セ
ンター苫小牧研究林
（0144-33-2171）

https://tomakexpforest.jimd
o.com/森林資料館-森林記
念館/

361 和歌山研究林庁舎の見学 通年（平日のみ） 8:30～17:00
和歌山研究林
（和歌山県東牟婁郡古座川町平井559）

北方生物圏フィールド科学セ
ンター和歌山研究林
（0735-77-0321）

メール：
wak-jim@fsc.hokudai.ac.jp

362
和歌山研究林の歴史的建造物と照葉
樹天然林

10月26日(土) 10:30～16:30
和歌山研究林
（和歌山県東牟婁郡古座川町平井559）

北方生物圏フィールド科学セ
ンター和歌山研究林
（0735-77-0321）

メール：
wak-jim@fsc.hokudai.ac.jp
雨天決行（野外活動ができる服
装でお越しください）

363 重要文化財見守り隊イベント 10月20日(日) 9:00～16:00 博物館網走監獄重要文化財建造物内
博物館網走監獄学芸課
（0152-45-2411）

www.kangoku.jp

364 文化財啓発「おもしろ絵てがみ展」
10月16日(水)～
10月31日(木)

9:00～18:00
かでる２・７ビル９階
まなびの広場 展示コーナー
（札幌市中央区北２条西７丁目）

（一財）北海道文化財保護協
会
（011-271-4220）

http://hokkaido-
bunkazai.jp/



365
令和元年度第55回
北海道文化財保護功労者表彰式

10月25日（金）
（予定）

11:00～12:00
かでる２・７ビル
（札幌市中央区北２条西７丁目）

（一財）北海道文化財保護協
会
（011-271-4220）

http://hokkaido-
bunkazai.jp/

366
子どもの文化財愛護活動推進事業
北斗市学校出前事業

10月30日（水） ４時間目
北斗市立大野小学校
（北斗市本町2丁目12-6）

（一財）北海道文化財保護協
会
（011-271-4220）

http://hokkaido-
bunkazai.jp/


