
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1
町制130周年記念企画展「蟹江の文化財パ
ネル展」

10月1日（火）～12
月1日（日）

9:00～17:00
蟹江町産業文化会館
（蟹江町城一丁目214番地）

蟹江町歴史民俗資料館
（0567-95-3812）

http://www.town.kanie.aichi.j
p/

入場無料・月曜休館

2 企画展「あいちの伝統野菜」
9月14日（土）～11
月4日（月）

10:00～18:00
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

http://www.city.handa.lg.jp/ 入館無料

3 亀崎田中組神楽車の実物展示
6月9日（日）～
10月27日（日）

10:00～18:00
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

http://www.city.handa.lg.jp/ 入館無料

4 上半田南組福神車の実物展示
11月10日（日）～3
月下旬

10:00～18:00
半田市立博物館
（半田市桐ヶ丘4-209-1）

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

http://www.city.handa.lg.jp/ 入館無料

5 第3回重要文化財旧中埜家住宅特別公開
11月2日(土)･3日
(祝)

9:30～16:00
重要文化財旧中埜家住宅
（半田市天王町1-30-2）

半田市立博物館
電話番号：0569-23-7173

http://www.city.handa.lg.jp/ 入館無料

6
西尾市岩瀬文庫企画展
「茶 ～岩瀬文庫資料からみる茶のさまざま
～」

10月12日（土）～1
月19日（日）

9：00～17：00
西尾市岩瀬文庫
（西尾市亀沢町480番地）

同左
（0563-56-2459）

https://iwasebunko.jp
観覧無料
全国お茶まつり関連企画

7
西尾市資料館企画展
戦いの装い その玖

10月29日（火）
～11月29日
（金）

9：00～17：00
西尾市資料館
（西尾市錦城町229番地）

西尾市教育委員会文化振興課文
化財担当（0563-56-2459）

https://www.city.nishio.aichi.
jp/index.cfm/8,3130,94,530,h
tml

11/16（土） 火縄銃演舞

8
一色学びの館企画展
「古墳時代の西尾」

11月2日（土）～12
月15日（日）

9：00～17：00
一色学びの館
（西尾市一色町一色東前新田8番地）

西尾市教育委員会文化振興課文
化財担当（0563-56-2459）

https://issiki-
ccp.jp/manabi/

観覧無料
11月23日（土）に関連講座

9 秋の特別公開2019
11月5日（火）～10
日（日）

09:00～16:00
愛知県埋蔵文化財調査センター
（弥富市前ヶ須町野方802-24）

同左
（0567-67-4164）

https://www.pref.aichi.jp/so
shiki/maizobunkazai/

入場無料

10 第29回ハニワまつり
10月26日（土）
雨天時は翌日に
順延

10:30～17:00
二子山公園（春日井市二子町2丁目11
番地1）

春日井市教育委員会文化財課
（0568-33-1113）

https://www.city.kasugai.lg.j
p/shimin/bunka/bunkazai/h
aniwamatsuri.html

入場無料

11 文化財めぐり 令和1年11月9日 9時～12時 小牧市内
小牧市教育委員会生涯学習課
（0568）76-1189

事前申込制。参加費200円。

12 落款作り 10月26日（土） 10:00～12:00
三河天平の里資料館
（豊川市八幡町忍地127-1）

同左
0533-88-5881

https://www.city.toyokawa.l
g.jp

13 干支きり絵飾り作り
11月24日（日）、
12月1日（日）

13:30～15:30
三河天平の里資料館
（豊川市八幡町忍地127-1）

同左
0533-88-5881

https://www.city.toyokawa.l
g.jp

14 赤坂の舞台伝統芸能公演 10月27日（日） 12:30～16:00
赤坂の舞台（豊川市赤坂町西縄手15-1
杉森八幡社境内）

豊川市教育委員会生涯学習課
0533-88-8035

https://www.city.toyokawa.l
g.jp

15
専門講座「姫路海軍航空隊鶉野飛行場跡と
神風白鷺隊・紫電改復元」

11月23日（土） 14:00～15:30
豊川市平和交流館
（豊川市穂ノ原三丁目13-2）

同左
0533-95-3069

https://www.city.toyokawa.l
g.jp

16
東三河連携講座「旧一宮町の史跡と文化財
を訪ねる」

11月29日（金） 10:00～12:30 豊川市東部地域
豊川市教育委員会生涯学習課
0533-88-8035

https://www.city.toyokawa.l
g.jp

17 からくり町巡り
10月26日（土）～
27日（日）

11：00～16：00
（予定）

犬山城下町一帯 0568-61-6000

18
特別展「付家老のお仕事 ―尾張藩をささえ
た成瀬と竹腰―」

10月17日（木）～
11月19日（火）

9：00～17：00
城とまちミュージアム（犬山市文化史料
館）
犬山市大字犬山字北古券8番地

0568-61-8770

19
秋季企画展「吉田初三郎とタイムスリップ！
〜大正・昭和の犬山紀行〜」

11月21日（木）～
令和2年1月6日
（月）

9：00～17：00
城とまちミュージアム（犬山市文化史料
館）
犬山市大字犬山字北古券8番地

0568-62-4802

20 「箕浦コレクションの世界Ⅱ～工芸品～」
9月14日(土)～12
月22日(日)

10:00～19:00
清須市歴史資料展示室（清須市立図書
館内） （清須市春日夢の森1番地）

清須市教育委員会生涯学習課
（052-400-2911）

http://www.library-kiyosu.jp
/library-guide/rekiten

観覧無料

21 第53回常滑焼まつり
10月5日（土）～6
日（日）

9:00～18:00
（開催日・会場
によって異な
る）

ボートレースとこなめ、セラモール、やきも
の散歩道、イオンモール常滑、常滑市内
各協賛会場

常滑商工会議所（0569-34-
3200）、とこなめ焼協同組合
（0569-34-4309）、常滑陶磁器卸
商業協同組合（0569-34-2455）

http://tokoname-event.jp 入場無料
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22 第3回とこなめ山車まつり
10月13日（日）※
予備日10月14日
（月祝）

10:00～17:00
ボートレースとこなめ西駐車場及び市役
所周辺

第三回とこなめ山車まつり実行委
員会事務局［とこなめ観光協会］
（0569-34-8888）

http://www.tokonamedashim
aturi.jp/

23
とこなめ陶の森 資料館 企画展
「常滑の井戸筒展」

8月3日(土)～
10月14日(月・祝)

9：00～17：00
とこなめ陶の森 資料館
(常滑市瀬木町4-203)

同左
(0569-34-5290)

http://www.tokoname-
tounomori.jp/

入場無料

24
「旅する千年六古窯-火と人、土と人、
水と人が出会った風景」日本遺産認定記念
日本六古窯を辿る「常滑窯と諸窯の関係」

8月3日(土)～
9月23日(月・祝)

9：00～17：00
とこなめ陶の森 陶芸研究所
（常滑市奥条7-22）

同左
(0569-35-3970)

http://www.tokoname-
tounomori.jp/

入場無料

25 山田元三の仕事展
10月19日（土）～
12月27日（日）

9：00～17：00
とこなめ陶の森 資料館
(常滑市瀬木町4-203)

同左
(0569-34-5290)

http://www.tokoname-
tounomori.jp/

入場無料

26 山田元三の仕事展
10月5日（土）～
12月27日（日）

9：00～17：00
とこなめ陶の森 陶芸研究所
（常滑市奥条7-22）

同左
(0569-35-3970)

http://www.tokoname-
tounomori.jp/

入場無料

27 陶と灯の日 10月10日（木） 10:00～21：00
INAXライブミュージアム 他
（常滑市奥栄町1-130 他）

陶の灯の日事業委員会事務局
[常滑商工会議所］（0569-34-
3200）

http://www.toko.or.jp/1010/

28 秋のマメナシ・アイナシ観察会 10月12日（土）
10：00～12：00
（予定）

城山公園長池東側
（尾張旭市城山町長池下4523-1）

尾張旭市教育委員会文化スポー
ツ課（0561-53-1144）

http://www.city.owariasahi.lg
.jp/

参加料無料

29 どうだん亭秋の一般公開
11月16日（土）～
24日（日）

10：00～16：00 どうだん亭（尾張旭市霞ヶ丘町南298）
尾張旭市教育委員会文化スポー
ツ課（0561-53-1144）

http://www.city.owariasahi.lg
.jp/

入場無料

30 弥富市文化芸能大会 11月10日（日） 11:00～15:00
弥富市総合社会教育センター（弥富市前
ケ須町野方802－20）

弥富市歴史民俗資料館（0567‐65
‐4355）

入場無料

31 豊山町芸能発表会 令和1年11月10日 9:00～19：00 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会 0568-28-2102

32 豊山町文化展 11月9日～10日 9:00～16：00 豊山町社会教育センター 豊山町文化協会 0568-28-2102
出品料：会員は無料、会員以外
は１点につき２００円

33  愛知県庁本庁舎公開イベント 11月3日（日・祝） 9:00～16:00
愛知県庁本庁舎
（名古屋市中区三の丸三丁目１番２号）

総務局財務部財産管理課
（052-954-6055)

https://www.pref.aichi.jp/so
shiki/zaisan/

入場無料
ホームページには、９月末頃に
掲載する予定です。

34
第２回埋文市民大学 『石の考古学』
石を磨こう！

10月12日(土)
13時15分～
15時00分

愛知県埋蔵文化財調査センター
(愛知県弥富市前ヶ須町野方802-24)

愛知県埋蔵文化財センター
調査課 0567-67-4163

http://www.maibun.com/top
/

第1回は9月14日(土)に開催

35
連続歴史講座『石の考古学』
弥生時代 磨製石斧のライフサイクル

10月12日(土)
10時30分～
12時00分

同上 同上 同上
第1回9月14日(土)
第2回は9月28日(土)に開催

36
連続歴史講座『石の考古学』
中近世の石塔

10月26日(土)
10時30分～
12時00分

同上 同上 同上 同上

37 考古学セミナー 12月7,8日(土,日)
10時00分～
16時30分

同上 同上 同上
名古屋市博物館で行われる『発
掘された日本列島2019』期間中
に開催

38
秋季特別展「太古のロマンを求めて 稲垣
輝行氏石器コレクション展

10月19日（土）から
12月15日（日）

9：00～16：30 みよし市立歴史民俗資料館
みよし市立歴史民俗資料館
0561-34-5000

http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/shiryoukan/ind
ex.html

39 石川家住宅町なかアートギャラリー2019
10月17日（木）から
11月7日（木）

水、木、土、日
9：00～16：30

みよし市指定文化財石川家住宅
みよし市立歴史民俗資料館
0561-34-5000

http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/shiryoukan/ishi
kawake/documents/gyarari2
019.pdf

40 文化財めぐり 令和1年11月23日 9：00～12：00 みよし市内
みよし市立歴史民俗資料館
0561-34-5000

参加費50円（保険料）

41
豊明市歴史民俗資料室企画展
 「 自然 ～かけがえのない豊明の自然～ 」

11月1日（木）～29
日（木）

9:00～17:00
豊明市立図書館展示室
（豊明市西川町横井4-11）

豊明市教育委員会生涯学習課
（0562）92-8317

http://www.city.toyoake.lg.jp
/

入場無料

42
豊明市歴史民俗資料室企画展
講演会 「 トンボから見た豊明の自然 」

11月18日（日） 14:00～15:30
豊明市立図書館視聴覚室
（豊明市西川町横井4-11）

豊明市教育委員会生涯学習課
（0562）92-8317

http://www.city.toyoake.lg.jp
/

入場無料

43
市民ウォーキング大会
（鎌倉街道を歩く会）

11月18日（日） 8:15～12:15
（集合場所）豊明市文化会館駐車場
（豊明市西川町広原28-1）

豊明市教育委員会生涯学習課
（0562）92-8317

http://www.city.toyoake.lg.jp
/

参加費無料、集合場所受付（豊
明市文化会館駐車場）、雨天決
行、経由各所にて説明あり

44
豊明市歴史民俗資料室公開 特別展示
 「 街道 ～豊明に残る歴史の道～ 」

11月4日（日） 10:00～16:00
豊明市歴史民俗資料室
（豊明市二村台1丁目（唐竹小学校内））

豊明市教育委員会生涯学習課
（0562）92-8317

http://www.city.toyoake.lg.jp
/

入場無料、ワークショップ（千歯
こき・足踏み脱穀機体験）開催



45 しだみゅー秋まつり
令和元年11月10
日

9:00～17:00
（予定）

体感！しだみ古墳群ミュージアム
（愛知県名古屋市守山区大字上志段味
前山１３６７）

（同左）
０５２－７３９－０５２０

http://www.rekishinosato.cit
y.nagoya.lg.jp

展示室のみ有料200円、中学生
以下無料

46
北名古屋市文化財愛護少年団「旧加藤家
住宅で昔のくらしを体験」

11月9日㈯ 9：00～11：00
国登録有形文化財「旧加藤家住宅」
（北名古屋市六ツ師704番地1）

北名古屋市歴史民俗資料館
（0568-25-3600）

入場無料

47
旧加藤邸アートプロジェクト2019「記憶の庭
で遊ぶ」

11月30日㈯～12
月8日㈰

9：00～16：00
（11月30日は
14：00～16：

国登録有形文化財「旧加藤家住宅」
（北名古屋市六ツ師704番地1）

北名古屋市歴史民俗資料館
（0568-25-3600）

入場無料

48
せと 歴史と文化財を知る見学会「「秋の
馬ヶ城 歴史と自然を巡る(仮)」

11月30日（土） 13:00～16：30 馬ヶ城水源地（瀬戸市馬ヶ城町地内）
瀬戸市地域振興部文化課文化財
係
（0561-84-1811）

http://seto-guide.jp/ 定員20名（要事前申込）

49 企画展「猫のポット展」
8月31日（土）～11
月17日（日）

9：00～18：00 瀬戸蔵ミュージアム（瀬戸市蔵所町1-1） 0561-97-1190 http://www.city.seto.aichi.jp 入館料：一般500円

50
公益財団法人瀬戸市文化振興財団 企画
展「陶器生産の変革-江戸中期の瀬戸窯と
美濃窯-」

11月9日（土）～12
月22日(日）

9:30～16:30
愛知県陶磁美術館
（瀬戸市南山口町234番地）

公益財団法人瀬戸市文化振興財
団 埋蔵文化財センター
（0561-21-1951)

http://www.seto-cul.jp/
入場無料。11月16日（土）10：
30・12月14日(土）13：30は展示
説明会を開催

51
公益財団法人瀬戸市文化振興財団 企画
展に伴う歴史講演会
講師：東京大学埋蔵文化財調査室 成瀬晃

11月16日（土） 13:30～15:00
愛知県陶磁美術館
（瀬戸市南山口町234番地）

公益財団法人瀬戸市文化振興財
団 埋蔵文化財センター
（0561-21-1951)

http://www.seto-cul.jp/ 参加費無料（事前申込不要）

52 歴史講座
10月29日・11月
12・26日・12月3日

10:00～11:30
稲沢市立祖父江町勤労青少年ホーム集
会議室（稲沢市祖父江町上牧下川田454
番地）

稲沢市教育委員会事務局生涯学
習課（0587-32-1443)

http://www.city.inazawa.aich
i.jp/event/bunka_art/

募集人数：市内在住・在勤のか
た先着60名 参加費：1,000
円

53 D51一般公開 10月19日(土) 10:00～16:00
宮浦公園
（稲沢市小池1丁目14））

稲沢市教育委員会事務局生涯学
習課（0587-32-1443)

http://www.city.inazawa.aich
i.jp/event/bunka_art/

参加費無料

54 文化財公開デー
10月16日(水)～20
日（日）

9:30～15:30
中高記念館
（稲沢市国府宮二丁目7-17）

稲沢市教育委員会事務局生涯学
習課（0587-32-1443)

http://www.city.inazawa.aich
i.jp/event/bunka_art/

参加費無料

55 稲沢の文化財展
10月16日(水)～20
日（日）

9:30～15:30
中高記念館
（稲沢市国府宮二丁目7-17）

稲沢市教育委員会事務局生涯学
習課（0587-32-1443)

http://www.city.inazawa.aich
i.jp/event/bunka_art/

参加費無料

56 文化財講演会 11月2日（土） 14:00～15:30
勤労福祉会館第2・3研修室
（稲沢市朝府町5番1号）

稲沢市教育委員会事務局生涯学
習課（0587-32-1443)

http://www.city.inazawa.aich
i.jp/event/bunka_art/

参加費無料 定員80名

57 歴史講座
9月7日(土)・28日
(土)・10月26日
(土)・11月23日(土)

10:00～11:30
(9月28日のみ
10:00～12:00と
13:30～15:30)

大治町立公民館および周辺地域
（海部郡大治町大字馬島字大門西10番
地）

大治町教育委員会社会教育課
(052-443-2671)

町内在住・在勤の中学生以上
の方50名(申込期間8月3日～24
日)

58
「新城の文化財展 ～旅人が遺した仏像た
ち」展

11月2日(土)～12
月5日(木)

9:00～17：00
新城市設楽原歴史資料館
（新城市竹広字信玄原552）

同左
（0536-22-0673）

http://www.city.shinshiro.lg.j
p/index.cfm/6,3106,118,662,
html

大人：300円、小中：100円、団体
大人：200円、小中：50円

59 重要文化財旧鈴木家住宅修理現場公開 11月2日（土） 10：00～15：00
重要文化財旧鈴木家住宅
（豊田市足助町本町20番地）

豊田市教育委員会文化財課足助
分室
（0565-62-0609）

https://www.city.toyota.aich
i.jp/kurashi/shogaigakushu/
1009223/1028563.html

入場無料

60
企画展「猪・鹿・カモ!?～豊田に棲む３つのシ
シ達～」

9月28日（土）～12
月1日（日）

9：00～17：00
豊田市郷土資料館
（豊田市陣中町1-21-2）

豊田市教育委員会文化財課
（0565-32-6561）

入場無料

61 企画展「土偶コレクション～縄文の祈り～」
10月26日（土）～
12月18日（水）

9：00～17：00
豊田市足助中馬館
（豊田市足助町田町11）

豊田市教育委員会文化財課
（0565-32-6561）

入場無料

62 企画展「今朝平遺跡の縄文人」
10月26日（土）～
12月18日（水）

9：00～17：00
豊田市足助資料館
（豊田市足助町梶平25-1）

豊田市教育委員会文化財課
（0565-32-6561）

入場無料

63 文化財移動教室

10月17日（木）、10
月25日（金）、10月
30日（水）、11月6
日（水）、11月19日
（火）、11月22日
（金）、11月26日
（火）、11月28日
（木）

9：00～17：00 岡崎市内、近隣市（各コースによる）
岡崎市教育委員会社会教育課
文化財係
（0564-23-6177）

https://www.city.okazaki.lg.j
p/1550/1575/1662/p017587
.html

・要事前申し込み
・定員は各コースによる（応募者
多数の場合は抽選）
・参加料の有無は各コースによ
る

64 旧本多忠次邸 企画展
9月21日（土）～10
月27日（日）

9：00～17：00
（入館は16：30
まで）

岡崎市旧本多忠次邸
（岡崎市欠町字足延40番地１）

旧本多忠次邸
（0564-23-6177）

https://www.city.okazaki.lg.j
p/1100/1109/1162/p015293
.html

・休館日は月曜日
（ただし、9月16日、23日、10月
14日は開館し、翌日休館）
・入場料は一般300円、小中学
生150円



65 秋の市民まつり 文化財ブース 11月2日（土） 10：00～16：00 乙川河川敷
岡崎市教育委員会社会教育課
岡崎城跡係
（0564-23-7270）

66 歴史系企画展「服部長七と近代産業遺産」
10月18日（金）～
11月17日（日）

10:00～18:00
碧南市藤井達吉現代美術館
（碧南市音羽町1-1）

碧南市教育委員会文化財課
（0566-48-6602）

http://www.city.hekinan.lg.jp
/soshiki/kyouiku/bunkazai/b
unkazaikakari/tenji/index.ht
ml

月曜休館 入場無料

67 碧南市文化財展「三河での瓦づくり」
11月9日（土）～24
日（日）

9:00～21:00
碧南市文化会館
（碧南市源氏神明町4）

碧南市教育委員会文化財課
（0566-48-6602）

http://www.city.hekinan.lg.jp
/soshiki/kyouiku/bunkazai/b
unkazaikakari/tenji/index.ht
ml

月曜休館 入場無料

68 大府の文化財めぐり 10月6日(日)
13：00～
16：00

熱田神社・延命寺
大府市歴史民俗資料館
0562-48-1809

https://www.city.obu.aichi.jp
/bunka/bunka_event/event_
kanko_rekishi/1010229.html

参加費無料
定員20名(先着順、事前申込)

69
うのはな館秋の企画展「い・ろ・ど・り―絵画
コレクション―」

10月26日（土）～
12月1日（日）

9:00～17:00
東浦町郷土資料館（うのはな館）
（知多郡東浦町大字石浜字桜見台18-4）

東浦町郷土資料館（うのはな館）
（0562-82-1188）

https://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/soshiki/shog
aigakushu/bunkazai/index.ht
ml

入館無料

70 歴史のひろば展
9月27日（金）～
10月6日（日）

9：00～
17：00
（6日は16：30
まで）

安城市歴史博物館
（安城市安城町城堀30番地）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

詳細はチラシにてご確認くださ
い。

71 歴史団体活動発表
9月27日（金）～
10月6日（日）

9：00～
17：00
（6日は16：30
まで）

安城市歴史博物館
（安城市安城町城堀30番地）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

詳細はチラシにてご確認くださ
い。

72 第4回未来寺子屋 9月28日（土）
9：30～
12：00

国指定史跡本證寺境内
（安城市野寺町野寺26）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

http://www.city.anjo.aichi.jp
/shisei/shisetsu/kyoikushise
tsu/maibun-

参加費無料

73 歴史ウォーク 10月5日（土） 8：30～
安城市歴史博物館
（安城市安城町城堀30番地）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

詳細はチラシにてご確認くださ
い。

74
第2階あおぞら歴史教室
「豊田市と岡崎市の古城遺構を訪ねる－松
平氏発祥地「松平郷」を中心に－」

10月12日（土）
8：50～
16：30

松平城址ほか
安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

詳細は「広報あんじょう」でご確
認ください。

75 第5回未来寺子屋 10月19日（土）
9：00～
12：00

桜井公民館
（安城市桜井町大役田1番地1）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

参加費無料

76 第6回未来寺子屋 11月4日（月・祝）
9：30～
12：00

国指定史跡本證寺境内
（安城市野寺町野寺26）

安城市教育委員会文化振興課
（0566－77－4477）

参加費無料

77
文化財めぐり「祭礼用具や近代洋風建築を
訪ねて」

10月19日（土） 09:30～正午 東郷町内 0561-38-6411
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp/index.html

東郷町在住・在学在勤のみ対
象 定員２０名

78 町民ハイキング 10月27日（日） 08:30～17：00 岐阜県中津川市苗木誠跡 0561-76-0030
http://www.town.aichi-
togo.lg.jp/index.html

東郷町在住・在学在勤のみ対
象 定員120名で先着順

79 企画展「四代佐七と芸術家たち」
9月21日（土）～12
月8日（日）

9時30分～16
時

尾州廻船内海船船主 内田家
（知多郡南知多町大字内海字南側39）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

http://www.town.minamichit
a.lg.jp

普段は土・日・祝日のみ公開。
ただし10月26日（土）～11月4日
（月・祝）の期間は毎日公開

80 季節の呈茶 11月30日（土） 10時～15時
尾州廻船内海船船主 内田家
（知多郡南知多町大字内海字南側39）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

http://www.town.minamichit
a.lg.jp

呈茶料 300円

81 梅原邸特別公開
10月26日（土）～
11月4日（月・祝）

9時～16時
梅原邸
（知多郡南知多町大字内海字馬場22・
23）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

http://www.town.minamichit
a.lg.jp

82 文化遺産ウォークラリー
10月26日（土）、11
月2日（土）

10時～15時
梅原邸
（知多郡南知多町大字内海字馬場22・
23）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

http://www.town.minamichit
a.lg.jp

梅原邸はスタート地点であり、
近隣の文化遺産を歩いて回る



83 旧内田家住宅 秋の夜長のコンサート
11月5日（火）、6日
（水）

19時～20時30
分、19時～20
時45分

尾州廻船内海船船主 内田家
（知多郡南知多町大字内海字南側39）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

http://www.town.minamichit
a.lg.jp

各回定員70名 申込が定員に
達し次第締め切り
対象は原則として南知多町在
住・在勤・在校の人
参加料5日700円、6日1,000円

84 太鼓打ち着物展
11月30日（土）、12
月1日（日）

10時～17時、
10時～15時

南知多町総合体育館
（知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘
５）

南知多町教育委員会社会教育課
0569-65-2880

85 大口町伝統芸能発表会 10月27日（日） 09:30～12:00
小口城址公園
（大口町城屋敷1-261）

0587-94-0055
http://www.town.oguchi.aich
i.jp/2385.htm

雨天中止（予備日：11月9日
（土））

86
大口町歴史民俗資料館 秋の企画展
昭和30年代のおおぐち（仮）

10月19日（土）～
12月8日（日）

09:00～17:00
大口町歴史民俗資料館
（大口町伝右1-35）

0587-94-0055
http://www.town.oguchi.aich
i.jp/2385.htm

毎週月・火曜日休館（※祝日開
館）

87 東栄フェスティバル １１月３日（日）
10:00～17:10
(予定）

東栄ドーム
北設楽郡東栄町大字本郷字大森１

東栄町役場 振興課
０５３６－７６－０５０２

http://www.town.toei.aichi.jp 入場無料

88
Dokiドキ朝日遺跡弥生体験
（朝日遺跡弥生生活体験講座）

10月19・20日(土･
日）

12:00～16:00
10：00～16：00

清洲市民センター
（須市清洲弁天９６−１）

愛知県教育委員会生涯学習課文
化財保護室TEL052-954-6782

http://www.pref.aichi.jp/kyoi
ku/bunka/asahi/

入場無料

89 朝日遺跡講演会 10月19日（土） 13：30～15：30
清洲市民センター
（須市清洲弁天９６−１）

愛知県教育委員会生涯学習課文
化財保護室TEL052-954-6782

http://www.pref.aichi.jp/kyoi
ku/bunka/asahi/

入場無料


