
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
大阪の歴史再発見・住吉大社の建造物探
訪

11月9日(土)
13:00～14:30
15:00～16:30

大阪市住吉区住吉2-9-89
大阪市教育委員会文化財保護課
(06-6208-9166)

http://www.city.osaka.lg.jp/k
yoiku/page/0000453609.htm
l

定員各回30名（要事前申込）

2 秋季 堺文化財特別公開
11月1日（金）～4
日（月）

9：30～16：30 堺市内各所
（公社）堺観光コンベンション協会
（072-233-5258）

https://www.sakai-tcb.or.jp

3
平成の保存修理完成記念
重要文化財・摂津豊中大塚古墳出土品
記念講演会（仮）

11月9日（土） 13:00～16:00
豊中市立中央公民館
（大阪府豊中市曽根東町3‐7−3）

豊中市教育委員会事務局
社会教育課 文化財保護係
（06－6858－2550）

https://www.city.toyonaka.o
saka.jp/

要事前申込

4
平成の保存修理完成記念
重要文化財・摂津豊中大塚古墳出土品
特別公開（仮）

11月6日（水）～17
日（日）

9:00～17:00
豊中市立文化芸術センター
（大阪府豊中市曽根東町3‐7−2）

豊中市教育委員会事務局
社会教育課 文化財保護係
（06－6858－2550）

https://www.city.toyonaka.o
saka.jp/

入場無料

5 西摂弥生遺跡めぐりバスツアー 11月9日（土） 9:00～16:30

国史跡田能遺跡（尼崎市田能6-5−1）、
勝部収蔵庫（豊中市勝部2-7-8）、伊丹ス
カイパーク・岩屋遺跡（伊丹市森本7-1）、
西宮市郷土資料館（西宮市川添町15−
26）、辰馬考古資料館（兵庫県西宮市松
下町2−28）

豊中市教育委員会事務局
社会教育課 文化財保護係
（06－6858－2550）

https://www.city.toyonaka.o
saka.jp/

定員26名（要事前申込）

6
大阪大学総合学術博物館 第１３回特別展  
「大阪が生んだ稀代の経営者 佐治敬三
“百面相”」

10月25日（金）～   
12月26日（木）

10:30～17：00
（入館16：30ま
で）

大阪大学総合学術博物館 待兼山修学
館
（大阪府豊中市待兼山町1-20）

大阪大学総合学術博物館
（06-6850-6714）

https://www.museum.osaka
-u.ac.jp/

入場無料

7
かんさい・大学ミュージアムネットワーク連携
展示 企画展示「西洋音楽とKIMONO]

9月7日～10月28
日の一般公開日

（月）（土）の
10:00～16:00

大阪音楽大学音楽メディアセンター楽器
資料館
（大阪府豊中市庄内幸町1-1-8）

大阪音楽大学音楽メディアセン
ター楽器資料館
（06-6335-5175）

https://www.daion.ac.jp/ca
mpus/museum/

入館料：一般500円 一般公開
は（月）（土）のみ 要予約 HP
で確認願います。

8 林源太 秋の漆展
11月2日（土）～10
日（日）

10:30～18:00
桜の庄兵衛ギャラリー
（大阪府豊中市中桜塚2-30−35）

桜の庄兵衛ギャラリー
（06-6852-3270）

https://syoubei.jimdo.com/

9 オータムフェスタ
11月9日（土）～24
日（日）

13:30～15:00
原田しろあと館
（大阪府豊中市曽根西町4‐4‐15）

原田しろあと館
（06‐6841‐3725）

http://4415.info/ 開館時間：土日12:00～16:00

10
2019展示Ⅳ 画家「呉春」池田で復活（リ
ボーン）！

9月14日（土）～12
月8日（日）

10：00～17：00
阪急文化財団 逸翁美術館
（池田市栄本町１２－２７）

阪急文化財団 逸翁美術館
（０７２－７５１－３８６５）

http://www.hankyu-
bunka.or.jp/

一般700円、シニア65歳以上500
円、大・高500円、中学生以下無
料

11 特別展「没後50年 富貴のひと 鍋井克之」
10月11日（金）～
12月1日（日）

9：00～17：00
池田市立歴史民俗資料館
（池田市五月丘1－10－12）

池田市立歴史民俗資料館
（072－751－3019）

http://www.city.ikeda.osaka.j
p/soshiki/kyoikuiinkai/rekish
iminzokukan/index.html

会期中の休館日：月・火・
10/23、入場無料

12
開校！池田音楽学校vol.2―蓄音機で楽し
む”モダン大阪”

10月20日（日） 14:00～15:00
池田市立歴史民俗資料館
（池田市五月丘1－10－12）

池田市立歴史民俗資料館
（072－751－3019）

http://www.city.ikeda.osaka.j
p/soshiki/kyoikuiinkai/rekish
iminzokukan/index.html

参加費無料、申し込み不要

13
旧中西家住宅（吹田文人墨客迎賓館）秋の
特別公開

11月23日～12月1
日

午前10時、午
後1時、午後3
時

吹田市岸部中4丁目13番21号 06-6386-1182
http://www2.suita.ed.jp/hak
/Kyunakanishike/kyunakanis
hike.html

見学要予約

14
吹田市立博物館 令和元年度（2019年度）
秋季特別展「大塩平八郎展 四海困窮いた
し候はば・・・」

10月19日～12月1
日

9:30～17:15 吹田市岸部北4丁目10番1号 06-6338-5500
http://www2.suita.ed.jp/hak
/

休館日、観覧料、関連イベント
など詳細はＴＥＬもしくはHPで確
認願います。

15 文化財公開展 11月23日 未定 泉大津市内
0725-33-1131
（泉大津市教育委員会生
涯学習課）

【泉大津市ＨＰ】
http://www.city.izumiotsu.lg.
jp/

16 第２７回淀川三十石船舟唄全国大会 11月23日（祝） 9:30～17:00
高槻現代劇場中ホール
（大阪府高槻市野見町2-33）

淀川三十石船舟唄全国大会実行
委員会
（072-674-7652）高槻市街にぎわ
い部文化財課内

http://www.city.takatsuki.os
aka.jp/rekishi_kanko/rekishi/
rekishikan/

入場無料

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
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17
高槻市立今城塚古代歴史館秋季企画展
「高槻の西国街道」

10月5日(土)～12
月1日（日）

10:00～17:00
（入館は16:30
まで）
休館日：月曜
日(祝日は開
館)・祝日の翌
平日
※11月24日

高槻市立今城塚古代歴史館
（大阪府高槻市郡家新町48-8）

高槻市立今城塚古代歴史館
(072-682-0820)

http://www.city.takatsuki.os
aka.jp/rekishi_kanko/rekishi/
rekishikan/daio/kodairekishi
kan

入場無料

18
郷土資料展示室企画展「貝塚市の遺跡を掘
る―昭和・平成の調査を振り返って―」

9月7日（土）～10
月20日（日）

9:30～17:00
貝塚市民図書館2階
（大阪府貝塚市畠中1-12-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205、Fax072-433-
7053、Ｅメール
shiryoushitsu@city.kaizuka.lg.jp)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

観覧：無料
休館日：毎週火曜日、祝日

（火曜日が祝日の場合は翌日も
休館）、年末年始、月末（貝塚市
民図書館の休館日に同じ）

19
貝塚市歴史展示館企画展「貝塚港・阪南港
のいま・むかし」

9月13日（金）～12
月28日（土）

10:00～12:00
13:00～16:00

貝塚市歴史展示館
（大阪府貝塚市半田138-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

観覧：無料
休館日：毎週火曜日、祝日

（火曜日が祝日の場合は翌日も
休館）、年末年始

20
第119回かいづか歴史文化セミナー

講演会「貝塚市の発掘調査を振り返って」
10月5日（土） 13:30～15:00

貝塚市民図書館2階
（大阪府貝塚市畠中1-12-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205、Fax072-433-
7053、Ｅメール
shiryoushitsu@city.kaizuka.lg.jp)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号

を電話・ファックス・Ｅメールで

21 古文書講座60「江戸時代の凶作と歎願」

10月9日、16日、
30日、11月6日、
13日（各水曜
日）

13:15～15:45
貝塚市民図書館2階
（大阪府貝塚市畠中1-12-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205、Fax072-433-
7053、Ｅメール
shiryoushitsu@city.kaizuka.lg.jp)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

費用：100円（資料代）
申込：住所・氏名・電話番号を電
話・ファックス・Ｅメールで

22
『貝塚市の70年』を読む会

「貝塚市の陸上競技」（秋の記念講演
会）など

10月20日（日）
11月24日（日）
12月15日（日）

14:00～15:30
貝塚市歴史展示館

（大阪府貝塚市半田138-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号

を電話・ファックス・Ｅメールで

23 「貝塚市の指定文化財」展（第3期）
12月14日(土)～2
月16日（日）

9:30～17:00
貝塚市民図書館2階
（大阪府貝塚市畠中1-12-1）

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205、Fax072-433-
7053、Ｅメール
shiryoushitsu@city.kaizuka.lg.jp)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

観覧：無料
休館日：毎週火曜日、祝日

（火曜日が祝日の場合は翌日も
休館）、年末年始、月末（貝塚市
民図書館の休館日に同じ）

24
第120回かいづか歴史文化セミナー

現地見学会「水間街道を探訪しよう―行基
と楠木正成ゆかりの寺院を訪ねて―」

12月22日(日) 12:00～15:00 妙順寺、水間寺

貝塚市教育委員会 社会教育課
郷土資料室

(072-433-7205)

https//www.city.kaizuka.lg.jp
/bunkazai/event_bunka/inde
x.html

参加費：無料
申込：住所・氏名・電話番号

を電話・ファックス・Ｅメールで

25 もりぐち歴史館「関西文化の日」
11月17日（土）・18
日（日）

10:00～17:00
もりぐち歴史館「旧中西家住宅」
（守口市大久保町4-2-26）

守口市市民生活部生涯学習・ス
ポーツ振興課（06-6995-3158）

http://www.city.moriguchi.os
aka.jp

入館無料

26
文化財連続講座③「禁野火薬庫と
枚方製造所」

11月16日（土） 14：00～16：00

メセナひらかた会館 ６階大会議
室
（枚方市新町２丁目１‐５）

枚方市教育委員会
文化財課
（050-7105-8058）

http://www.city.hirakata.osa
ka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_13.html

要事前申込
参加費：100円
定員：先着



27
平成30年おおさかふみんネット「聞
く・見る・歩く 北河内パート19」

1回目：10月9日
2回目：10月23日
3回目：10月30日
予備日：11月13日

1回目
13：30～16：00
2回目
14：00～16：00
3回目
13：30～15：00

1回目：四條畷市立歴史民俗資料
館
2回目：門真市立公民館
3回目：交野市役所別館中会議室

枚方市教育委員会
文化財課
（050-7105-8058）

http://www.city.hirakata.osa
ka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_13.html

要事前申込
対象は原則として全3回
参加可能な方

28
ひらかた歴史探検隊－枚方宿を歩
こう－

11月9日 9:30～12：30
（集合場所）
市立枚方宿鍵屋資料館

枚方市教育委員会
文化財課
（050-7105-8058）

http://www.city.hirakata.osa
ka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_13.html

要事前申込
定員：先着15組（１組５人
まで）

29

企画展 門真市立歴史資料館・市
立枚方宿鍵屋資料館・淀川資料館・
鴻池新田会所合同企画「災害と地
域の人々」

10月9日～12
月8日

9：30～17：00 市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

入館料：大人200円／小
人100円 休館：毎週火曜
日（ただし祝日の場合は
翌平日休館）

30
企画展関連講座 「淀川３万年の生
いたち」

10月16日 14：00～15：30 市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

要事前申込 参加費：大
人500円／小中学生400
円 定員：80名

31

企画展関連イベント 史跡巡り「淀
川流域に残る史跡を訪ね、洪水と
治水について考える」

10月31日
13：00～16：30
頃

ＪＲ桜宮駅から毛馬閘門までの淀
川流域に残る史跡等

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

要事前申込 参加費：大
人・小中学生とも500円
定員：20名

32 桂南天落語会 11月2日 14：00～16：00 市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

要事前申込 参加費：一
般2300円／小中学生
2200円 定員：110名

33
企画展関連イベント 史跡巡り「鴻
池新田周辺の堤と洪水跡をたどる」

11月20日
13：00～16：00
頃

ＪＲ徳庵駅～鴻池新田会所付近
の史跡等

市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

要事前申込 参加費：大
人500円／小中学生400
円 定員：20名

34
ちょこっと体験「お抹茶のいただき
方」

10月22日
①13：30～

②15：00～
約50分程度

市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

要事前申込
参加費：800円（小中生
700円）
定員：各回20名

35
イベント
「五六市・大広間茶屋」

11月10日 10：00～16：00 市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/ 要入館料

36
イベント
「うまいもん市」

11月16・17日 10：00～16：00 市立枚方宿鍵屋資料館
市立枚方宿鍵屋資料館
（072-843-5128）

https://kagiya.hirakata-
kanko.org/

入館無料（関西文化の日
につき）

37 鋳造講座（予定）

11月9日（土）・
16日（土）
・23日（土・
祝）・30(土）
12月7日（土）・
14日（土）

各日
13：30～15：30

（12月7日のみ
9：30～15：30）

旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050-7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

対象は原則として全6回
参加可能な方
要事前申込
参加費：4,000円（予定）
募集人数：16人

38 ステンドグラス講座（予定）

10月29日（火）
11月12日・19
日（火）
・26日（火）
12月3日（火）

各日
10：00～17：00

旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050-7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

対象は原則として全5回
参加可能な方
要事前申込
参加費：未定
募集人数：12人

39 七宝講座（予定） 10月18日（金） 13：30～15：30
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

要事前申込
参加費：1,100円（予定）
募集人数：16人



40 彫金講座（予定） 10月26日（土） 10：00～17：00
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

要事前申込
参加費：2,300円（予定）
募集人数：16人

41 カマドでご飯を炊こう（予定） 10月19日（土） 10：30～13：00
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

要事前申込
参加費：200円（予定）
募集人数：15人

42 寺子屋講座「竹かご講習会」(予定） 11月27日（水） 13：00～16：00
旧田中家鋳物民俗資料館
（枚方市藤阪天神町5-1）

旧田中家鋳物民俗資料館
（050‐7105‐8097）

https://www.city.hirakata.os
aka.jp/soshiki/11-2-0-0-
0_17.html

要事前申込
参加費：600円（予定）
募集人数：20人

43
茨木市立文化財資料館第36回テーマ展「上
皇を支えた村々-摂津国島下郡の仙洞料-」

10月5日（土）～12
月9日（月）

9：00～17：00
茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3-12-18）

茨木市立文化財資料館
（072-634-3433）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

入場無料

44
茨木市立文化財資料館第36回テーマ展「上
皇を支えた村々-摂津国島下郡の仙洞料-」
講演会

10月27日（日）・11
月9日（土）

14：00～15：30
茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3-12-18）

茨木市立文化財資料館
（072-634-3433）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

事前申込み不要、先着80名

45
茨木市立文化財資料館第36回テーマ展「上
皇を支えた村々-摂津国島下郡の仙洞料-」
学芸員講座

10月11日（金） 14:00～15:30
茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3-12-18）

茨木市立文化財資料館
（072-634-3433）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

事前申込み不要、先着80名

46 第39回郷土民俗資料展
11月22日（金）～
24日（日）

9：00～17：00
（24日は15時
まで）

茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3-12-18）

茨木市立文化財資料館
（072-634-3433）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

入場無料

47 第39回郷土民俗資料展講演会 11月23日（土・祝） 13:30～15:00
茨木市立文化財資料館
（茨木市東奈良3-12-18）

茨木市立文化財資料館
（072-634-3433）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

事前申込み不要、先着50名

48
たかつき・いばらき歴史ウォーカー「総持寺
から富田寺内町を訪れて」

10月26日（土） 9:00～12:00 茨木市・高槻市内
茨木市立文化財資料館
（072-634-3434）

http://www.city.ibaraki.osak
a.jp

事前申込み要、応募者多数の
場合は抽選

49
秋季企画展「植田家にみる意匠（デザイ
ン）」

10月26日（土）～
12月26日（木）

9：00～17：00
安中新田会所跡旧植田家住宅
（大阪府八尾市植松町1-1-25）

安中新田会所跡旧植田家住宅
（072-992-5311）

http://kyu-uedakejutaku.jp/ 一般250円、高校・大学120円、
中学生以下は無料

50
秋季企画展

『やおの弥生時代(後期)－
邪馬台国時代前夜のようす－』

９月26日(木)～令
和２(2020) 年２月
14日(金)

9:00～17:00

八尾市立埋蔵文化財調査センター
(大阪府八尾市幸町4丁目58の２)

公益財団法人八尾市文化財調査
研究会
(072-994-4700)

http://www17.plala.or.jp/zya
o_maibun/

入館無料 休館日：土・日・祝
日、12月29日～1月３日

但し10月27日（日）、11月
16日(土)・17日（日）、令和２年1
月19日（日）は開館。

51

秋季企画展関連講演会①特別講演会
「邪馬台国前史―近畿の弥生時代後期社
会と八尾―」
講師：森岡秀人氏（関西大学大学院 非常
勤講師）

10月27日（日） 14：00～15：30

八尾市文化会館プリズムホール4階研修
室
(大阪府八尾市光町2-40)

公益財団法人八尾市文化財調査
研究会
(072-994-4700) http://www17.plala.or.jp/zya

o_maibun/

定員80名（申込不要 当日先着
順）資料代200円

52 新版八尾市史 『古代・中世史料編』を読む会

1回目
10月20日（日）
２回目
11月4日(月・祝）
３回目
12月1日(日）

1回目～3回目
14：00～16：

00

１回目
市史編纂室2Ｆ会議室（西山本三丁目5番
25号）
2回目
久宝寺コミュニティセンター（北久宝寺2-
1-1）
3回目
八尾市役所 6階大会議室（本町1-1-1）

八尾市教育委員会 文化財課
市史編纂室（072-924-3038）

https://www.city.yao.osaka.j
p

入場料無料。詳細はホーム
ページ参照。

53 新版八尾市史 『民俗編』を読む会

１回目
10月5日（土）
２回目
11月9日（土）

１回目、２回目
14：00～16：00

1回目
市史編纂室2Ｆ会議室（西山本三丁目5番
25号）
2回目
未定

八尾市教育委員会 文化財課
市史編纂室（072-924-3038）

https://www.city.yao.osaka.j
p

入場料無料。詳細はホーム
ページ参照。

54
特別展「由義寺 発見！－国史跡指定記念
－」

10月5日（土）～11
月25日（月）

9：00～17：00
（入館は16：30
まで）

八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

観覧料：大人330円、大・高校生
160円（団体は20名以上半額）

55
ミュージアムトーク「まぼろしの由義寺 発
見」

10月6日（日） 13：00～
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

毎月第一日曜日は「資料館へ
行こう！」の日で観覧料無料

56
ミュージアムトーク「由義寺と道鏡 奈良時
代の八尾」

11月3日（日） 13：00～
八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

毎月第一日曜日は「資料館へ
行こう！」の日で観覧料無料



57
特別展記念講演会「（演題未定）」
講師：網伸也氏（近畿大学文芸学部教授）

10月26日（土） 13：30～
八尾市立歴史民俗資料館隣 高安コミセ
ン

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

資料代200円

58
特別展記念講演会「（演題未定）」
講師：古市晃氏（神戸大学人文学研究科准
教授）

11月4日（祝・月） 13：30～
八尾市立歴史民俗資料館隣 高安コミセ
ン
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

資料代200円

59 新収蔵品展「古文書で見る八尾の中世」
11月30日（土）～
1月6日（月）

9：00～17：00
（入館は16：30
まで）

八尾市立歴史民俗資料館
（八尾市千塚3-180-1）

八尾市立歴史民俗資料館
（072-941-3601）

http://www17.plala.or.jp/yao
rekimin/

観覧料：大人220円、大・高校生
110円（団体は20名以上半額）

60
令和元年度 歴史館いずみさの 秋季特別展
「向井久万仏画展」（仮）

１０月１２月（土）～
１２月２２日（日）

9：00～17：00
（入館は１６：３０ま
で）

泉佐野市立歴史館いずみさの
（大阪府泉佐野市市場東１丁目２９５-１）

泉佐野市立歴史館いずみさの
０７２-４６９-７１４０

http://www.facebook.
com/rekishikan.

izumisano/
入館は１６：３０まで

61
令和元年度 歴史館いずみさの 歴史学講座
戦国史編「織豊政権と本願寺」 第１回（仮）

１０月２５月（金） 13：30～15：00
泉佐野市立歴史館いずみさの
（大阪府泉佐野市市場東１丁目２９５-１）

泉佐野市立歴史館いずみさの
０７２-４６９-７１４０

http://www.facebook.
com/rekishikan.

izumisano/

62
令和元年度 歴史館いずみさの 歴史学講座
「陰陽道史特論」 第６回

１１月１３月（水） 13：30～15：00
泉佐野市立歴史館いずみさの
（大阪府泉佐野市市場東１丁目２９５-１）

泉佐野市立歴史館いずみさの
０７２-４６９-７１４０

http://www.facebook.
com/rekishikan.

izumisano/

63 日根荘大木の里コスモス園
１０月１９日（土）～
１１月４日（月）

9：00～16：00
日根荘大木の里コスモス園
(泉佐野市大木972他5筆）

泉佐野市教育委員会文化財保護
課

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

入園無料

64 市指定文化財記念講演会 11月9日（土） 13:00～15：30 きらめき創造館（富田林市常盤町16-11） 0721-25-1000（504）
www.city.tondabayashi.lg.jp/
site/bunkazai/

65 市指定文化財展示
11月1日（金）～令
和2年1月13日
（月・祝）

10；00～17：00
（休館日除く）

寺内町センター（富田林市富田林町15-
4）

0721-25-1000（504）
www.city.tondabayashi.lg.jp/
site/bunkazai/

66 関西文化の日 11/16,17 10：00～17：00
旧杉山家住宅（富田林市富田林町14-
31）

0721-25-1000（508）
www.city.tondabayashi.lg.jp/
site/bunkazai/

67 石上露子を偲ぶ着物展 10/5～10/28
10：00～17：00
（休館日除く）

旧杉山家住宅（富田林市富田林町14-
31）

0721-25-1000（508）
www.city.tondabayashi.lg.jp/
site/bunkazai/

68 河内の古民家めぐりスタンプラリー 9/14～3/15
各古民家によ
る

旧杉山家住宅（富田林市富田林町14-
31）他、17の古民家

0721-25-1000（508）（旧杉山家住
宅）

https://ja-
jp.facebook.com/kawachi.ko
minka/

69
市指定文化財特別公開(絹本着色方便法身
尊像)

11/8～11/11 10:00～16:00 寝屋川市大間町11-16西正寺本堂 072-824-1181（寝屋川市役所）

https://www.city.neyagawa.o
saka.jp/organization_list/kyoi
ku_shakaikyoiku/bunkasport
/bunkazai/1398662666779.h
tml

見学無料・駐車場なし

70 市指定文化財特別公開(菅原神社本殿) 11/8～11/11 10:00～16:00 寝屋川市池田中町31―13 菅原神社 072-824-1181（寝屋川市役所）

https://www.city.neyagawa.o
saka.jp/organization_list/kyoi
ku_shakaikyoiku/bunkasport
/bunkazai/1398662666779.h
tml

見学無料・駐車場なし

71
企画展「寝屋川歴史百科～郷土の過去を知
り、思いを馳せる～」

7/13～7/5(R2) 9:00～17:30
寝屋川市打上宮前町3-1 寝屋川市立
埋蔵文化財資料館

072-822-3381

https://www.city.neyagawa.o
saka.jp/organization_list/kyoi
ku_shakaikyoiku/maizou/137
8358461083.html

見学無料・駐車場なし

72
河内長野市指定文化財旧三日市交番 秋
期特別開館

10月26日(土)～11
月4日(月・祝)

10：00～16：00
旧三日市交番
(河内長野市三日市町1062)

河内長野市教育委員会文化財保
護課 0721-53-1111

https://www.city.kawachinag
ano.lg.jp/soshiki/57/

入場無料

73
文化財特別公開事業
「ぐるっとまちじゅう博物館2019」

10月27日（日） 10：00～16：00 史跡烏帽子形城跡(河内長野市喜多町)
河内長野市教育委員会文化財保
護課 0721-53-1111

https://www.city.kawachinag
ano.lg.jp/soshiki/57/

参加費無料

74
百舌鳥・古市古墳群 世界文化遺産登録おめでとう！
～身近な古墳「河内大塚山古墳」について学ぼう～ 10月15日(火)

13:30～16:00
（予定）

松原市民ふるさとぴあプラザ
（松原市上田7-11-19）～大塚山古墳

松原市民ふるさとぴあプラザ
(072-336-6800)

参加費無料
定員50名（事前申し込み）

75 秋季史跡めぐり「古市古墳群を訪ねる(仮)」 11月10日(日)予定 10:00～16:00 古市古墳群（羽曳野市・藤井寺市）
松原市民ふるさとぴあプラザ
(072-336-6800)

https://mbj-zaidan.jp/
参加費500円
定員30名

76
古代装束着付け体験会

＋抹茶アート体験会
10月20日(日) 10:30～15:00

松原市民ふるさとぴあプラザ
（松原市上田7-11-19）

松原市民ふるさとぴあプラザ
(072-336-6800)

参加費無料
抹茶アート3回（各回15名）



77 秋季やさしい古文書教室

10月31日・11月7日・
14日・21日（各木曜
日）
11月2日・9日・16日・
23日（各土曜日）

13:30～15:30
松原市民ふるさとぴあプラザ
（松原市上田7-11-19）

松原市民ふるさとぴあプラザ
(072-336-6800)

https://mbj-zaidan.jp/
参加費1300円（全4回分）
定員各曜日30名程度

78 特別展「村人の願い・祈り(仮)」
10月26日(土)～
12月22日(日)

9:00～17:00
松原市民ふるさとぴあプラザ
（松原市上田7-11-19）

松原市民ふるさとぴあプラザ
(072-336-6800)

https://mbj-zaidan.jp/ 入場無料

79
見学会＋講演会「世界文化遺産百舌鳥・古
市古墳群と堂山古墳群」

11月30日（土） 14:00～16;30
大東市立歴史民俗資料館（大東市野崎
3-6-1）・堂山古墳群史跡広場（大東市寺
川4-675-1）

大東市立歴史民俗資料館
（072-876-7011）

https://rekisupo.com/reki.ht
ml

80
高校軽音フェスタin弥生の杜FINAL～悠久
の時間を奏でて10～

令和元年10月5日
（土）・6日（日）

10:00～17:00
池上曽根史跡公園
（和泉市池上町）

和泉市文化財活性化推進実行委
員会 事務局（和泉市教育委員
会文化財振興課 内）
0725－99－8163

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

81
秋季企画展「阪和電鉄開通90周年記念―
阪和電気鉄道からJR阪和線へ―」

10月12日（土）～
12月11日（水）

10:00～17：00
和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

82
和泉史塾前期補講「第2回 とある伯太藩家
臣の幕末維新」「第1回 府中・豊中遺跡群の

10月19日（土）
10：30～12：
00、13：00～

和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

各回定員60人（先着順）

83
企画展記念講演会「幻の計画鉄道 ―槙尾
鉄道と槙尾電気鉄道―」

10月20日（日） 13：30～15：00
和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市いずみの国歴史館
（0725-53-0802）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

定員80人（先着順）

84
和泉史塾補講「第3回近世府中の医師竹田
薬師院の肖像」「第4回 古瓦雑感―和泉の
古代寺院―」

10月27日（日）
10：30～12：
00、13：00～
14：30

和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

各回定員60人（先着順）

85
企画展記念講演会「阪和電気鉄道 計画の
立案から和泉府中開業まで」

11月10日（日） 13：30～15：00
和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

定員80人（先着順）

86
和泉史塾第5回「葛の葉伝説と信濃堂伝説
―和泉の狐伝説―」

11月13日（水） 15：00～16：30
和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

定員60人（先着順）

87

秋季企画展記念イベント
「鉄道模型（Oゲージ・Nゲージ）で遊ぼう！」

①鉄道模型の運転体験②自分で作った紙
製の電車を走らせよう

11月16日（土）・11
月17日（日）

10：00～16：00
和泉市いずみの国歴史館
（和泉市まなび野2-4）

和泉市教育委員会文化財振興課
（0725-41-1551）

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

②のみ定員100人（先着順）

88
秋季企画展示「近世和泉地方の寺社の再
建と修復」

10月5日(土)～11
月10日(日)

10:00～17:00
信太の森ふるさと館(和泉市王子町914-
1)

信太の森ふるさと館(0725-45-
0605)

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

入場無料

89 企画展歴史講座「寺社建築と古文書」 11月2日(土) 14:00～15:30
信太の森ふるさと館(和泉市王子町914-
1)

信太の森ふるさと館(0725-45-
0605)

http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/

定員60名(先着順)

90 史跡高井田横穴特別公開 10月19日（土） 10時～15時 史跡高井田横穴公園（柏原市高井田）
柏原市立歴史資料館
072-976-3430

http://www.city.kashiwara.os
aka.jp/docs/2014081900065

91 企画展「大和川つけかえと中甚兵衛」
9月10日（火）～
12月8日（日）

9時30分～17
時

柏原市立歴史資料館（柏原市高井田）
柏原市立歴史資料館
072-976-3430

http://www.city.kashiwara.os
aka.jp/docs/2014081900065

92 「河内の古民家めぐりスタンプラリー２０１９」
令和元年９月１４
日（土）～令和２年
３月１５日(日）

ホームページ
参照してくださ
い。

ホームページ参照してください。
河内の古民家めぐりネットワーク
細見 克 080-5328-1137

http://oinare-
kashiwara.org/info/%e6%b2%
b3%e5%86%85%e3%81%ae%e5%
8f%a4%e6%b0%91%e5%ae%b6%
e3%82%81%e3%81%90%e3%82%
8a%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%
83%b3%e3%83%97%e3%83%a9%
e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%
8c%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%
82%8a%e3%81%be%e3%81%99/

参加協力費としてスタンプ貼付
用紙 １枚１００円 開催日、時
間、場所は古民家毎に異なりま
すので、ホームページ等をご参
照ください。

93

門真市立歴史資料館・枚方市立枚方宿鍵
屋資料館・淀川資料館・鴻池新田会所合同
企画
テーマ「災害と地域の人々―災害を記録す
る―」

10月９日（水）～
12月８日（日）

9：30～17：00 門真市立歴史資料館 06-6908-8840
http://www.city.kadoma.osa
ka.jp/

休館日 月・祝日・年末年始
特別整理期間
入場無料

94 第34回市民文化財講座

10月5日、11月9
日、12月7日、令和
2年1月11日、令和
2年2月22日

14：00～16：00
藤井寺市立生涯学習センター ３階 視
聴覚室
（藤井寺市藤井寺３－１－２０）

藤井寺市教育委員会文化財保護
課
（072-939-1419）

http://www.city.fujiidera.lg.jp
/rekishikanko/ibento/13878
43926764.html

参加費：1,000円（全課程分）



95 特別展示「トライ人との共生」
9月12日(木)～12
月1日(日)

09:30～16:30
東大阪市立郷土博物館

(東大阪市上四条町18-12)
東大阪市立郷土博物館          
(072-984-6341)

http://bunkazaishisetsu.or.jp 大人100円 子ども30円

96 定期古墳見学会10 -山畑古墳群- 10月13日(日) 10:30～14:30 山畑古墳群 東大阪市立郷土博物館
東大阪市立郷土博物館          
(072-984-6341)

http://bunkazaishisetsu.or.jp 定員15名 参加費無料 申込制

97
特別展示に伴う記念講演会「調理具からみ
た河内の渡来人のふるさと」

11月9日(土) 13:30～15:30
東大阪市立郷土博物館

(東大阪市上四条町18-12)
東大阪市立郷土博物館          
(072-984-6341)

http://bunkazaishisetsu.or.jp 定員30名 参加費無料 申込制

98
特別展示に伴う記念講演会「ゴーランドが調
査した東大阪の古墳」

11月17日(日) 13:30～15:30
東大阪市立郷土博物館

(東大阪市上四条町18-12)
東大阪市立郷土博物館          
(072-984-6341)

http://bunkazaishisetsu.or.jp 定員30名 参加費無料 申込制

99
秋の体験イベント「親子による自然素材を
使ったリース・ツリーづくり」

11月23日(土・祝) 10:30～14:30
東大阪市立郷土博物館

(東大阪市上四条町18-12)
東大阪市立郷土博物館          
(072-984-6341)

http://bunkazaishisetsu.or.jp
定員15名  大人100円 子ども
30円 申込制

100 歴史講演会「記紀万葉の「難波」の世界」 10月20日（日） 14:00～15:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06(6745)6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

入館料300円

101 第13回鴻池ジャズストリート 10月27日（日） 09:30～16:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所周辺
（東大阪市鴻池本町付近）

info.kounoike@higashiosaka-
jazz.jp

http://higashiosaka-jazz.jp 主会場チケット1500円

102 伝統芸能鑑賞会・鴻池新田会所寄席 11月3日（日祝） 12:30～15:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06(6745)6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

観覧無料

103 秋季コスプレフェスタ 11月10日（日） 10:00～16:00
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06(7173)9237
http;//www.comicon.co.jp/c
osjoy/

参加費1500円

104
関西文化の日、[むかししごとのワークショッ
プ綿しごと]

11月16日（土）～
11月17日（日）

10:00～15:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06(6745)6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

入館無料

105
歴史講座
「歴史資料からみた淀川の蛇行や分

10月6日(日) 14:00〜15:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

定員30名、参加費無料

106
歴史講座
「記紀万葉の「難波」の世界」

10月20日(日) 14:00〜15:30
国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

定員30名、参加費無料

107 第９回 鴻池新田会所寄席 11月3日（日）
12:30〜
15:30

国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

定員80名、参加費無料

108
体験学習むかしのしごとワークショップ
「綿しごと」

11月16日(土)・
17日(日)

 両日とも  
10:00～15：

国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

自由参加、参加費入館料ともに
無料

109 入門講座 「超入門・植木剪定講座」

11月27日(水)・
28日(木)・29
（金）

各日とも

10:30〜
12:00。

国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

定員8名、参加費無料

110
体験学習むかしのしごとワークショップ
「正月かざり」

12月7日(土)

午前の
部:10:00〜、
午後の
部:13:30〜

国史跡重要文化財鴻池新田会所（東大
阪市鴻池元町2-30）

06-6745-6409
http://www.bunkazaishisets
u.or.jp/kaisho/index.html

各部とも定員大人20名・小人20
名、参加費無料

111
まいぶんまちあるき「世界遺産百舌鳥古墳
群をめぐる」

①11/28講座

②12/5
現地見学（雨天順
延）

①13：30～15：
00②10：00～
15：00

①泉南市埋蔵文化財センター②堺市
泉南市埋蔵文化財センター

（072-483-6789）

http://www.city.sennan.lg.jp
/kanko/bunka/maizou/cent
er/1458795153799.html

【費用】無料（ただし交通費・施
設利用料は自己負担）【対象】
18歳以上【定員】30名程度（多
数抽選）【詳細はＴＥＬもしくはＨ
Ｐで確認願います。】

112

第３４回特別展
重要拠点KARIYA
―雁屋遺跡弥生時代拠点集落の変遷―
The important base settlement ‘KARIYA’

10月１日（火）～
12月８日（日）

9時30分～17
時

四條畷市塚脇町3番7号

四條畷市教育委員会生涯学習推
進課：072-877-2121
四條畷市立歴史民俗資料館：
072－878－4558

四條畷市ＨＰ：
http://www.city.shijonawate.
lg.jp/
四條畷市立歴史民俗資料館
ＨＰ：
http://www.shijonawate-

本市の雁屋遺跡と周辺地域の
拠点集落跡から出土した弥生
時代の遺物展示

113
令和元年度特別展「樹木年輪と古代の気候
変動」

9月14日（土）～11
月24日（日）

10：00～17：00
大阪府立狭山池博物館 大阪狭山市立
郷土資料館
（大阪府大阪狭山市池尻中2丁目）

同左
（072-367-8891）

http://www.sayamaikehaku.o
sakasayama.osaka.jp/_opsm/

入館料無料

114
狭山池シンポジウム2019 再発見！狭山池
からのめぐみ

11月16日（土） 13：30～16：30
ＳＡＹＡＫＡホール
（大阪狭山市狭山一丁目875番地の1）

大阪狭山市教育委員会事務局教
育部歴史文化グループ
（072-366-0011）

http://www.city.osakasayam
a.osaka.jp/

定員200名（要事前申込）
後日左欄ホームページ内で詳
細を記載予定

115 第３３回文化財ミニ展示
10月3日（木）～令
和２年3月3１日

10：00～17：00
阪南市立文化センター（サラダホール）２
階ロビー

阪南市生涯学習推進室
TEL072-471-5678（内線2343）

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

【観覧料】無料

116
企画展
「鈴谷瓦窯跡と東大寺」

10月2日（水）～12
月3日（火）

09:30～17:00
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。



117
体験講座
「瓦ストラップ・マグネットづくり」

10月5日（土） 13:30～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

118
講演会
「島本町と東大寺」

10月6日（日） 14:00～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

119
体験講座
「瓦拓本体験①」

10月12日（土） 13:30～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

120
体験講座
「瓦拓本体験②」

10月19日（土） 13:30～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

121 「水無瀬駒 関連資料」実物展示 10月20日（日） 10:00～16:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

122

講演会
「水無瀬駒製作と時代背景」

10月20日（日） 14:00～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3412）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

123
講演会
「やさしい古代瓦の歴史」

10月27日（日） 14:00～15:30
島本町立歴史文化資料館
（大阪府三島郡島本町桜井一丁目3番1号）

島本町立歴史文化資料館
（075－961－3411）

http://www.shimamotocho.jp
/

入場無料。詳細は町ホームページ
等をご覧下さい。

124 大道旧山本家住宅公開 通年 10:00～16:00
大道旧山本家住宅
（太子町山田1797番地）

太子町教育委員会
生涯学習課

http://www.town.taishi.osak
a.jp/busyo/kyouiku_jimu/syo
ugaigakusyuuka/ivent3/daid
o.html

国登録文化財の大和棟古民家
を一般公開
（18歳以上100円）

125 竹内街道歴史資料館企画展
9月14日（土）～12
月1日(日）

9:30～17:00
太子町立竹内街道歴史資料館
（太子町山田1855番地）

太子町教育委員会
生涯学習課

企画展「西方院の寺宝」聖徳太
子1400年遠忌前にその乳母建
立寺院と知られる西方院に関す
る資料を展示

126 古民家コンサート 10月19日（土） 18:00～19:00
大道旧山本家住宅
（太子町山田1797番地）

太子町教育委員会
生涯学習課

国登録文化財の大道旧山本家
住宅を会場としたアコースティッ
クコンサート

127 竹内街道灯路祭り 10月19日（土） 14：30～21:00
太子町内の竹内街道
（太子町春日～山田）

太子町 まちづくり推進部
観光産業課

歴史街道のまちなみをライト
アップする。
各所でイベントあり

128
令和元年度秋季特別展「北陸の弥生世界
－わざとこころ－」

10月19日（土）～
12月15日（日）

9:30～17:00
大阪府立弥生文化博物館
（和泉市池上町4-8-27）

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

一般650円、65歳以上・高大生
450円

129
令和元年度秋季特別展関連講演会「日本
海をめぐる北陸弥生社会の地域間交流」

11月3日（日・祝） 14:00～16:00
大阪府立弥生文化博物館
（和泉市池上町4-8-27）

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

一般650円、65歳以上・高大生
450円

130
令和元年度秋季特別展関連講演会「弥生
時代の表玄関、日本海ルート」（仮）

11月9日（土） 14:00～16:00
大阪府立弥生文化博物館
（和泉市池上町4-8-27）

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

一般650円、65歳以上・高大生
450円

131
やよいミュージアムコンサート「アンサンブル
から協奏曲まで」

10月27日（日） 14:00～16:00
大阪府立弥生文化博物館
（和泉市池上町4-8-27）

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

一般650円、65歳以上・高大生
450円

132
やよいミュージアムコンサート「笛吹きからの贈り
物～芸術の秋だ!音楽だ！フルートだ！！～」

11月10日（日） 14:00～16:00
大阪府立弥生文化博物館
（和泉市池上町4-8-27）

大阪府立弥生文化博物館
(0725-46-2162)

http://www.kanku-
city.or.jp/yayoi/

一般650円、65歳以上・高大生
450円

133
令和元年度秋季企画展「ヤマト王権とその拠点－
政治拠点と経済拠点－」

10月12日（土）～
12月1日（日）

10:00～17:00
大阪府立近つ飛鳥博物館
（南河内郡河南町東山299）

大阪府立近つ飛鳥博物館
（0721-93-8321）

http://www.chikatsu-
asuka.jp

一般430円、65歳以上・高大生
330円

134 「筒城宮伝承地と南山城の古墳をあるく」 11月2日（土） 10:00～ 京田辺市周辺
大阪府立近つ飛鳥博物館
（0721-93-8321）

http://www.chikatsu-
asuka.jp

事前申込。参加費300円必要。

135 陶芸展「民藝に想いを寄せながらⅡ」
10月5日（土）～10
月20日（日）

9:30～17:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）

136 能・狂言面展
10月12日（土）～
10月20日（日）

9:30～17:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）

137 親子芋ほり体験 10月13日（日） 10:30～
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校生300円・小中学
生200円）雨天中止、小学生と保護者とのペア先
着20組、9：30～窓口で受付、抽選



138 はたおり体験
10月18日（金）～
10月20日（日）

10:30～15:30
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料以外に、体験費800円必
要

139 わくわくワークまつり 10月19日（土） 9:30～17:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料大人250円、高校生以下
無料（特別割引）

140 第25回游心会展
10月30日（水）～
11月4日（月・祝）

9:30～17:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）

141 嬉遊会 尺八演奏会 11月9日（土） 13:00～15:30
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）

142 コマ遊び
10～11月中の毎土
曜日

13:30～15:30
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）

143 お茶会
10月5日（土）・10月19日
（土）・11月2日（土）・11月16
日（土）

13:00～15:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料以外に、体験費400円必
要各日とも定員30名

144 石臼体験
10月6日（日）・20日（日）・11
月3日（日）・17日（日） 13:30～15:30

日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料以外に、体験費100円必
要

145 きものでみんか
10～11月中の毎火曜日(但
し休館日を除く） 10:00～15:00

日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料以外に、体験費300円必要 所要時間1時
間、1回の受付で2名まで

146 とほるのかいこ日記
11月９日（土）～12
月１日（日）

9:30～17:00
日本民家集落博物館
（豊中市服部緑地1-2）

日本民家集落博物館
(06-6862-3137)

http://www.occh.or.jp/minka
/

入館料必要（大人500円・高校
生300円・小中学生200円）


