
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 岐阜公園三重塔 秋の特別公開
11月9日(土)・10日
(日)

9:00～16:00 岐阜公園（岐阜市大宮町1丁目）
岐阜市都市建設部歴史まちづくり課
（058-214-4596）

https://www.city.gifu.lg.jp/9779.
htm

入場無料

2
大垣城
無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
大垣城
（大垣市郭町2丁目52番地）

同左
（0584-74-7875）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000577.html

3
大垣市歴史民俗資料館
無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
大垣市歴史民俗資料館
（大垣市青野町1180番地1）

同左
（0584-91-5447）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000686.html

4
大垣市郷土館
無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
大垣市郷土館
（大垣市丸の内2丁目4番地）

同左
（0584-75-1231）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000590.html

5
大垣市金生山化石館
無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
大垣市金生山化石館
（大垣市赤坂町4527番地19）

同左
（0584-71-0950）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000664.html

6
大垣市上石津郷土資料館
無料開放

11月1日～4日 9:30-17:00
大垣市上石津郷土資料館
（大垣市上石津町宮237番地1）

同左
（0584-45-3639）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000714.html

7 墨俣一夜城無料開放 11月1日～4日 9:00-17:00
墨俣一夜城（墨俣歴史資料館）
(大垣市墨俣町墨俣1742番地1）

同左
（0584-62-3322）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000723.html

8
守屋多々志美術館
無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
守屋多々志美術館
（大垣市郭町2丁目12番地）

同左
（0584-81-0801）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
002019.html

9
奥の細道むすびの地記念館の芭蕉館・先賢
館無料開放

11月1日～4日 9:00-17:00
奥の細道むすびの地記念館の芭蕉館・先賢館
（大垣市船町2丁目26番地1）

同左
（0584-84-8430）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
012751.html

10
第27回企画展 芭蕉と門人①～伊賀の蕉
門俳人たち～

10月5日～11月17日 9:00-17:00
奥の細道むすびの地記念館の芭蕉館・先賢館
（大垣市船町2丁目26番地1）

同左
（0584-84-8430）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
012751.html

11
芭蕉はかせくんパネルコンクール優秀作品
展示

10月29日～12月2日 9:00-17:00
奥の細道むすびの地記念館の芭蕉館・先賢館
（大垣市船町2丁目26番地1）

同左
（0584-84-8430）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
012751.html

12 所蔵品展「別府細工中島コレクション展」 10月2日～11月17日 9:00-17:00
大垣市郷土館
（大垣市丸の内2丁目4番地）

同左
（0584-75-1231）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000590.html

13 「城の写真・切り絵展」
10月23日～12月15
日

9:00-17:00
大垣市郷土館
（大垣市丸の内2丁目4番地）

同左
（0584-75-1231）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000590.html

14 後期企画展「ぐるぐる巻いた化石たち」 10月12日～1月31日 9:00-17:00
大垣市金生山化石館
（大垣市赤坂町4527番地19）

同左
（0584-71-0950）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000664.html

15
企画展「３つの村祭り －山の講祭り・青墓
大太鼓踊り・荒川松阪踊り－」

10月5日～11月17日 9:00-17:00
大垣市歴史民俗資料館
（大垣市青野町1180番地1）

同左
（0584-91-5447）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000686.html

16 体験教室「箱ずしづくり」 10月19日 10:00-11:30
大垣市輪中生活館
（大垣市入方2丁目1722-1）

大垣市輪中館
（0584-89-9292）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000609.html

定員24名（要事前申込）

17 特別展「明智光秀生誕の地多羅城」
3月24日～令和2年
12月20日

9:30-17:00
大垣市上石津郷土資料館
（大垣市上石津町宮237番地1）

同左
（0584-45-3639）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000714.html

18 企画展2「多良・時入郷以前の高木家」 9月14日～12月15日 9:30-17:00
大垣市上石津郷土資料館
（大垣市上石津町宮237番地1）

同左
（0584-45-3639）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
000714.html

19 記念講演「守屋の描いた奥の細道」 10月26日 13:30-15:00
守屋多々志美術館
（大垣市郭町2丁目12番地）

同左
（0584-81-0801）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
002019.html

20 守屋多々志特別展「芭蕉」 10月5日～12月8日 9:00-17:00
守屋多々志美術館
（大垣市郭町2丁目12番地）

同左
（0584-81-0801）

http://www.city.ogaki.lg.jp/0000
002019.html

21
平成31年度飛騨高山まちの博物館展示「飛
騨の伝統的工芸品展」

11月1日～11月30日 9：00～19：00
飛騨高山まちの博物館
（高山市上一之町75）

飛騨高山まちの博物館
（0577-32-1205）

http://www.city.takayama.lg.jp/
machihaku/index.html

22 美しいふるさと認証式 11月1日 10：20～
高山市役所 地下大会議室
（高山市花岡町2-18）

高山市教育委員会文化財課
（0577-35-3156）

平成25年度からの事業

23 企画展「多治見の上絵付」
7月16（火）～12月27
日（金）

9:00-17:00
多治見市文化財保護センター
（多治見市旭ヶ丘10丁目6-26）

多治見市文化財保護センター
（0572-25-8633）

https//www.city.tajimi/lg.jp/bun
kazai/

入場無料
休館日：土・日・祝日

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表

<21 岐阜県>



24
『夜明け前』の主人公 青山半蔵のモデル
島崎正樹（重寛）と中津川宿

10月1日（火）～3月
29日（日）

9:30～17:00 中山道歴史資料館
同左
(0573-66-6888)

http://nakasendo.n-muse.jp/

25 遠山友正公没後400年展（仮称）
10月19日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00 苗木遠山史料館
同左
（0573-66-8181）

http://naegi-toyama.n-muse.jp/

26 第24回「南極の石―太古の地球をのぞく」
10月5日（土）～12月
22日（日）（予定）

9:30～17:00 鉱物博物館
同左
（0573-67-2110）

http://mineral.n-muse.jp/

27 押し花アート展
8月30日（金）～12
月22日（日）

9:30～17:00 熊谷榧つけちギャラリー
同左
（0573-82-4911）

http://www.kaya-kumagai.jp/

28 慕情―古都を巡る
9月19日（木）～12月
24日（火）

9:30～17:00 東山魁夷 心の旅路館
同左
（0573-75-5222）

http://kaii.n-muse.jp/about/

29
体験コーナー（ミニプラネタリウム、太陽望
遠鏡による太陽観察、手作りホバークラフト
試乗他）

11月3日（日） 9:30～17:00 中津川市子ども科学館
同左
（0573-66-9090）

http://kodomo.n-muse.jp/

30 坂下歌舞伎公演 11月10日（日） 11：00開演 坂下公民館
同左
（0573-75-3115）

https://www.jikabuki.net/

31 令和元年度美濃市文化財展（第24回）
10/31(木)～
11/3(日)

9：00～17：00 美濃市中央公民館
美濃市教育委員会 人づくり文化課
（0575-35-2711）

最終日は16時まで

32 文化施設（４館）無料開放 11月3日 9:00～17:00
瑞浪市化石博物館
（岐阜県瑞浪市明世町山野内1-48）

同左
（0572－68－7710）

http://www.city.mizunami.lg.jp/d
ocs/2014092922650/

入館料無料

33
企画展「印判手のやきもの 馬杉コレクショ
ン展」

10月5日～1月13日 9:00～17:00
瑞浪市陶磁資料館
（岐阜県瑞浪市明世町山野内1-6）

同左
（0572－68－2506）

https://www.city.mizunami.lg.jp/
docs/2018031600098/

11月3日は入館料無料

34 中山道往来（うぉーく） 11月2日 8：30～15：00
瑞浪市日吉町（細久手宿）～可児郡御
嵩町（御嶽宿）の中山道

瑞浪市商工課
（0572－68－9803）

https://www.city.mizunami.lg.jp/
docs/2019031100168/

35 羽島市美術展（一般の部）
10月22日～27日※
23日除く

10:00～17:00
（最終日は15時）

不二羽島文化センター 展示室 円空
他

羽島市教育委員会生涯学習課
（058-393-4672）

http://www.city.hashima.lg.jp/sp
/0000010453.html

36 羽島市民音楽祭（邦楽の部） 11月10日 10:00～16:00 不二羽島文化センター みのぎくホール
羽島市教育委員会生涯学習課
（058-393-4672）

事前申し込みが必要（9/20
〆）

37 羽島市文芸祭 11月1日～11日
10:00～17:00
（最終日は14時）

不二羽島文化センター
羽島市教育委員会生涯学習課
（058-393-4672）

既に作品申込は終了

38 写真で辿る日本各地の円空仏 9月28日～12月15日 9:00～17:00 羽島市歴史民俗資料館・映画資料館
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館（058-391-2234）

http://www.hashima-
rekimin.jp/index.html

39 映画のつどい 11月10日 10:00～、14:00～ 羽島市歴史民俗資料館・映画資料館
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館（058-391-2234）

http://www.hashima-
rekimin.jp/movie.html

40 令和元年度優秀映画鑑賞推進事業 11月23日～24日 10:00～、14:00～ 羽島市歴史民俗資料館・映画資料館
羽島市歴史民俗資料館・映画資料
館（058-391-2234）

http://www.hashima-
rekimin.jp/index.html

41
第2回所蔵品展「いのちの声 いきものの詩
（うた）」

8月30日～10月27日
9:00～17:00
（入館16：30まで）

不二竹鼻町屋ギャラリー
羽島市教育委員会生涯学習課竹
鼻町屋ギャラリー(058-393-0951)

https://www.city.hashima.lg.jp/c
ategory/64-4-0-0-0.html

42 令和元年度岐阜県文楽・能大会えな2019 11月4日 12:00
恵那市文化センター
恵那市長島町中野414-1

恵那市教育委員会生涯学習課
（0573-26-2111）

入場無料

43
周期特別企画展「新版画展―浮世絵版画
のその後」

9月27日～10月27日
10月31日～12月8日

9:30～17:00
中山道広重美術館
恵那市大井町176-1

中山道広重美術館
（0573-20-0522）

https://hiroshige-ena.jp
入館16:30まで、大人820円、18歳以下無
料、休館日や割引等はHPにて。

44 岩村歴史資料館「文化の日」無料開放 11月3日 9:00～17:00
岩村歴史資料館
恵那市岩村町98

恵那市教育委員会生涯学習課
（0573-26-2111）

45 中山道ひし屋資料館「文化の日」無料開放 11月3日 9:00～17:00
中山道広重美術館
恵那市大井町176-1

恵那市教育委員会生涯学習課
（0573-26-2111）

46 第62回恵那市文化祭芸能部ステージ発表 10月27日 10:00～
恵那市文化センター
恵那市長島町中野414-1

恵那市文化センター
（0573-25-5121）

無料

47 第62回恵那市文化祭美術展 10月29日～11月3日 9:00～17:00
恵那市文化センター
恵那市長島町中野414-1

恵那市文化センター
（0573-25-5121）

公募 一般500円、高校生
300円

48 第63回恵那市文化道華道展 11月9日～11月10日
9:00～17:00
10日は16:00まで

恵那市文化センター
恵那市長島町中野414-1

恵那市文化センター
（0573-25-5121）

無料

49 第64回恵那市文化道市民茶会 11月10日
10:00～15:00
受付は16:00まで

恵那市文化センター
恵那市長島町中野414-1

恵那市文化センター
（0573-25-5121）

2500円



50 まゆの家まつり 10月19日 10：00～15：00
みのかも文化の森 生活体験館
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1）

みのかも文化の森
（0574-28-1110）

http://www.forest.minokamo.gifu
.jp/

参加無料

51 企画展「土岐の古窯-郷ノ木古窯跡群-」
令和元年9月14日-
11月25日

10：00～16：30
土岐市美濃陶磁歴史館
(土岐市泉町久尻1263)

0572-55-1245 http://www.toki-bunka.or.jp/ 11/3のみ入館無料

52 暮雪庵茶会
令和元年11月9日-
10日

10：00-15：00
織部の里公園
(土岐市泉町久尻1246番地の1)

0572-54-2710 http://www.toki-bunka.or.jp/ 一服500円 先着60名様

53
各務原歴史セミナー（５回講座）
「坊の塚古墳の発掘調査から何が見えたか」

10/12・10/26・11/9・
11/23・12/7

10：00～11：30
各務原市立中央図書館４階 多目的
ホール（各務原市那加門前町3-1-3）

各務原市埋蔵文化財調査センター
（058-383-1123）

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

受講料 1,500円（5回分）
定員 120名（要事前申し込み）

54 企画展「文化財に親しみ，未来に伝える」
11月1日（金）～11月
30日(土）

10:00～18:00
瑞穂市図書館本館2F
（瑞穂市稲里28-1）

同左
（058-327-2117)

http://www.city.mizuho.lg.jp/
入場無料
図書館休館日：毎週月曜日，祝日の翌日，
毎月末日「図書整理日」

55 船来山古墳群秋の特別開館 11月23日、24日 9：00～16：00
富有柿の里古墳と柿の館・史跡船来山
古墳群（本巣市上保1-1-1）

同左
（058-323-7764）

http://www.motosu.city.lg.jp 2日間は入館料無料

56 郡上八幡樂藝館無料開放 11月3日（日） 10：00～16：00 郡上市八幡町島谷789-1
郡上市教育委員会社会教育課
（0575-66-1011）

休館日毎週月曜日

57 古今伝授の里ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ無料開放 11月3日（日） 9：00～17：00 郡上市大和町牧912-1
古今伝授の里ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ
（0575-88-3244）

http://www.kokindenju.com/ 休館日毎週火曜日

58 白山文化博物館無料開放 11月3日（日） 9：00～16：30 郡上市白鳥町長滝402-11
白山文化博物館
（0575-85-2663）

http://shirotori-
gujo.com/html/kanko/hakubutuk
an.htm

休館日毎週火曜日

59 白山瀧宝殿無料開放 11月3日（日） 9：00～16：30 郡上市白鳥町長滝91
白山文化博物館
（0575-85-2663）

http://shirotori-
gujo.com/html/kanko/hakubutuk
an.htm

休館日毎週火曜日

60 美並ふるさと館無料開放 11月3日（日） 10：00～16：00 郡上市美並町高砂1252-2
美並ふるさと館
（0575-79-3400）

http://www.minami-
kanko.com/sightseeing/enjoy/p
ost-7.html

休館日毎週月曜日

61 明宝歴史民俗資料館無料開放 11月3日（日） 10：00～16：00 郡上市明宝気良154
明宝歴史民俗資料館
（0575-87-2119）

http://dac.gijodai.ac.jp/vm/virtu
al_museum/sanpo/5/index.htm

休館日毎週月曜日

62 和良歴史資料館無料開放 11月3日（日） 10：00～16：00 郡上市和良町宮地1121-1
和良歴史資料館
（0575-77-4011）

http://gujo-wara.jp/the-
news/253-info-wara-
museum.html

休館日毎週火・木曜日

63 企画展「木曽三川と禹王信仰」 9月18日～11月24日 9:30～17:00 海津市歴史民俗資料館
同左
（0584-53-3232）

http://www.city.kaizu.lg.jp/life-
guide/life/public-
facility/culture-
facility/siryokan/

64 令和元年度海津市文化展
10月25日～10月27
日

10:00～16:00 海津市文化センター 小ホール
同左
（0584-53-1536）

65 かいづの狂言 11月3日 午前中 海津市歴史民俗資料館 能舞台
同左
（0584-53-3232）

http://www.city.kaizu.lg.jp/life-
guide/life/public-
facility/culture-
facility/siryokan/

市内の海西小学校・大江小学校児童によ
る創作狂言の発表
時間等調整中

66 岐南町指定文化財展 11/1～11/10 10：00～16：00 岐南町歴史民俗資料館
同左
（058-247-7737）

https://www:lics-saas.nexs-
service.jp/ginan/

写真展

67
揖斐川歴史民俗資料館特別企画展「郷土
の輝く女性たち」

10月4日（金）～11月
24日（日）

9:00～17:00
揖斐川歴史民俗資料館
（岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方901番地5）

揖斐川歴史民俗資料館
（0585-22-5373）

http//www.town.ibigawa.lg.jp/
11/3は入場無料
（通常大人100円・小中学50円）

68 とみか歴史セミナー
9/7（土）、9/28
（土）、10/5（土）、
10/26（土）

13:30～15:00
ﾀｳﾝﾎｰﾙとみか 小ﾎｰﾙ
（岐阜県加茂郡富加町滝田1555）

富加町教育委員会 教育課 教育係
（0574-54-2177）

参加無料
各回定員60名（要事前申込）
※定員に達し次第、申込終了

69 とみか歴史セミナー
9/7（土）、9/28
（土）、10/5（土）、
10/26（土）

13:30～15:00
ﾀｳﾝﾎｰﾙとみか 小ﾎｰﾙ
（岐阜県加茂郡富加町滝田1555）

富加町教育委員会 教育課 教育係
0574-54-2177

参加無料
各回定員60名（要事前申
込）

70 加治田平井家文芸資料に関するミニ展示
9/18（水）～11/30
（土）頃

9:00～16:00
富加町郷土資料館 特別展示室
（岐阜県加茂郡富加町夕田212）

同左
（0574-54-1443）

入館無料
毎週月曜、祝日の翌日 休
館



71 加治田平井家文芸資料に関するミニ展示
9/18（水）～11/30
（土）頃

9:00～16:00
富加町郷土資料館 特別展示室
（岐阜県加茂郡富加町夕田212）

同左
（0574-54-1443）

入館無料
毎週月曜、祝日の翌日 休
館

72
われらが紡ぐ白川郷かややねプロジェクト
秋の一斉かやかり

令和元年11月９日・
1０日

9:00～17：30 白川村内の茅場
日本ナショナルトラスト
（03-6380-8511）

shirakawa-go.org
参加費：500円（2日目参加
2,500円追加）

73 楽美初日 11月3日（日・祝） 9:45～18:00
岐阜県美術館
（岐阜市宇佐4-1-22）

同左
(058-271-1313)

https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/ 無料開放日

74 ETERNAL IDOL
11月3日（日・祝）
～12月20日（金）

岐阜県美術館
（岐阜市宇佐4-1-22）

同左
(058-271-1313)

https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/

75 セカンド・フラッシュ
岐阜県美術館
（岐阜市宇佐4-1-22）

同左
(058-271-1313)

https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/

76
イメージする力、生きる力
－ある日の「美術と教育」の出来事

岐阜県美術館
（岐阜市宇佐4-1-22）

同左
(058-271-1313)

https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/

77 岐阜県発掘調査報告会 10月19日 13：15～16：00 岐阜県図書館（岐阜市）
岐阜県文化財保護センター
（058-237-8550）

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoik
u/bunka/bunkazai/27221/

78 飛騨国府事務所展示 11月2日～3日 10：30～15：30
岐阜県文化財保護センター飛騨国府事
務所(高山市)

岐阜県文化財保護センター飛騨駐
在事務所（0577-78-2212）

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoik
u/bunka/bunkazai/27221/

79
令和元年度岐阜県歴史資料館企画展
「伊勢湾台風６０年 岐阜県と水害」

10月15日（火）～11
月22日（金）

9:00～17:00
岐阜県歴史資料館 （岐阜市夕陽丘４
番地）

同左
（058-263-6678)

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoik
u/bunka/bunkazai/21402/index_
6459.html

入館無料
休館日 土・日曜日、祝日

10:00～18:00
(展示室への入場

は17:30まで)
企画展開催中の

第3金曜日10:00～
20:00

(展示室への入場
は

19：30まで)

入場無料

月曜（祝日の場合は翌平
日）と

12月23日(月)～1月3日(金)
は

休館

11月3日（日・祝）
～1月5日（日）


