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1
北条早雲公顕彰五百年記念イベント
「興国寺城跡と続日本100名城」

10月5日(土) 13：00～16：30
プラザヴェルデ301・302会議室
（沼津市大手町1-1-4）

沼津市教育委員会文化振興課文
化財センター（055-935-5010）

http://www.city.numazu.shiz
uoka.jp

申込不要

2
文化庁「記念物100年」参加事業
国登録記念物・十国峠(日金山）講演会

11月2日（土） 13:30～16:30
熱海市中央公民館7階
（熱海市中央町1-25）

熱海市教育委員会生涯学習課
(0557－86－6234）

http://city.atami.lg.jp 入場無料、申込不要

3
箱根八里日本遺産認定1周年記念企画展
「絵図・古文書で見る箱根八里」

9月21日（土）
～12月15日（日）

9：00～17：00
（11/1～16：30まで）

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

入館無料（但し15歳以上楽寿園
入園料300円が必要）

4
企画展「絵図・古文書で見る箱根八里」関連
講演会

11月2日（土）・
11月30日（土）

13：30～15:30
三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

事前申込優先（10/10～受付開始、定員30名）、
参加費無料（但し15歳以上楽寿園入園料300円
が必要）

5
企画展「絵図・古文書で見る箱根八里」学芸
員による展示解説

10月20日（日）・11
月16日（土）

11：00～/
13：30～

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

申込不要、参加費無料（但し15
歳以上楽寿園入園料300円が
必要）

6
郷土教室「江戸時代の三島宿」（旅人風衣
装着用体験ほか）

10月5日（土）
10：00～12：
00/
13：00～14：30

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

申込不要、参加費無料（但し15
歳以上楽寿園入園料300円が
必要）

7 郷土教室「楽寿園の自然」
10月12日（土）・11
月2日（土）

10：00～12：
00/
13：00～14：30

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

申込不要、参加費無料（但し15
歳以上楽寿園入園料300円が
必要）

8
郷土教室「江戸時代の三島宿」（立版古工
作ほか）

11月10日（日）
10：00～12：
00/
13：00～14：30

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

申込不要、参加費無料（但し15
歳以上楽寿園入園料300円が
必要）

9 郷土教室「昔のどうぐ」 11月23日（土祝）
10：00～12：
00/
13：00～14：30

三島市郷土資料館
(三島市一番町19-3)

三島市郷土資料館
（055-971-8228）

http://www.city.mishima.shiz
uoka.jp/kyoudo

申込不要、参加費無料（但し15
歳以上楽寿園入園料300円が
必要）

10
山中城跡ガバメントクラウドファンディング関
連事業「いざ山中城！みんなでのぼり旗を
立てよう」

11月9日（土）雨天
の際は16日（土）
に延期

10:00～12:30/
13:30～15:30

山中城跡
（三島市山中新田410-4）

三島市郷土文化財室
（055-983-2672）

https://www.city.mishima.shi
zuoka.jp/ipn04816.html

参加対象：10月31日まで実施の
クラウドファウンデング寄附者

11 「戦国の富士宮」展
7月6日(土)～11月
10日(日）

9:00～17:00
富士宮市郷土資料館
（富士宮市宮町14-2）

富士宮市埋蔵文化財センター
（0544-65-5151）

http://www.city.fujinomiya.lg.
jp/citizen/llti2b000000bsk2.
html

入場無料・毎週第３月曜日休館

12
郷土資料館講座「富士宮の戦国争乱と大宮
城」

10月20日（日） 10:00～12:00
富士宮市民文化会館2階展示室2
（富士宮市宮町14-2）

富士宮市埋蔵文化財センター
（0544-65-5151）

http://www.city.fujinomiya.lg.
jp/citizen/llti2b000000bsk2.
html

10月1日（火）9時より電話で受
付開始（平日のみ、先着順30
名、電話番号0544-65-5151）

13
秋のテーマ展「瑞林寺地蔵菩薩坐像と富士
市のお地蔵さま」

9月28日（土）～12
月15日（日）

9：00～17：00
（11/1～16:30
まで）

富士山かぐや姫ミュージアム
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

観覧無料

14 博物館の日
10月6日（日）、
11月3日（日）

10：00～14：00
富士山かぐや姫ミュージアム
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

各種体験やクイズが楽しめる一
日
事前申込不要
体験料はメニューにより50円～
500円

15 かやぶき農家の癒しのおんがく会
10月20日（日）、
11月17日（日）

13：30～15：30
県指定文化財旧稲垣家住宅
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

入場無料

16
農家の食と年中行事（3回連続講座）
①そばの収穫とかまど飯、②そばの脱穀/
製粉と干し芋作り、③そばうち

①10月26日（日）、
②11月23日（土）、
③11月24日（日）

いずれも9：00
～13：00

県指定文化財旧稲垣家住宅
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

10月14日（月祝）9：00～申込受
付対象：3回とも参加できる方
定員：10名 受講料：1,200円

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
<22 静岡県>
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17 博物館陶芸教室 11月9日（土）

初心者：9：30
～11：30
中級者：9：30
～16：00
（14：00受付終
了）

富士山かぐや姫ミュージアム工芸棟陶芸
室
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

両ｸﾗｽ⇒定員：15名、
受講料：粘土1kgにつき1,000円
（初心者は1kgまで）
初心者（講師あり）：10月26日
（土）9：00～申込受付
中級者（講師なし）：申込不要

18 親子どきやき体験 11月30日（土） 9:00～12：00
富士山かぐや姫ミュージアム工芸棟陶芸
室
（富士市伝法66-2）

富士山かぐや姫ミュージアム
（0545-21-3380）

http://museum.city.fuji.shizu
oka.jp

11月16日（土）9：00～申込。対
象：3歳～小学生と保護者（４年
生以下は保護者同伴）。定員：
35名。料金：100円。

19 神山復生病院創立130年記念「映画会」 10月12日（土） 13：30～14：30
神山復生病院敷地内 旧会議室
（御殿場市神山109）

神山復生病院 復生記念館
（0550-87-3509）

http://www.fukusei.jp/memo
rialhall

要事前申込（平日9：00～12：
00、13：00～16：00）

20 第10回富士のめぐみ  もみじ茶会 11月10日(日） 9:30～15:00

御殿場市指定文化財
旧秩父宮御殿場別邸母屋
（秩父宮記念公園内）
（御殿場市東田中1507-7）

秩父宮記念公園
（0550-82-5129）
御殿場市文化協会
(0550-82-4533）

http://www.chichibunomiya.j
p/

前売り3席券※点心（お弁当）＋
2席券3,500円
前売り2席券1,500円 当日券
800円
公園入園料・駐車料は当日無
料

21
令和元年度下田市教育委員会連続講座
「南豆の歴史を後世に」

10月13日（日）、11
月23日（土）

13：30～15：30
下田市民文化会館
（下田市四丁目1-2）

下田市教育委員会生涯学習課
（0558-23-5055）

https://www.city.shimoda.shi
zuoka.jp

受講料１回500円

22 裾野市の文化財展
11月1日（金）～8
日（金）

9：00～21：00
裾野市生涯学習センター（裾野市深良
435）

裾野市教育委員会生涯学習課
（055-994-0145）

http://www.city.susono.shiz
uoka.jp/

入場無料、最終日は17：00まで

23
富士山資料館特別展「富士山と万葉集を中
心とした文学」

7月13日（土）～
12月1日（日）

9：00～16：30
裾野市立富士山資料館
（裾野市須山2255-39）

裾野市立富士山資料館
（055-998-1325）

http://www.city.susono.shiz
uoka.jp/

入館料／おとな210円 小中学
生100円

24 資料館の無料開放
11月１日(金)～６日
(水)

9：00～16：30
伊豆市資料館
（伊豆市白岩425-1）

伊豆市社会教育課
(0558-83-5476）

htｔ
p://www.city.izu.shizuoka.jp/

木曜日休館

25 東伊豆町の文化財展 11/1(金)～15(金) 9：30～18：00
東伊豆町図書館
（東伊豆町奈良本908-8）

東伊豆町教育委員会社会教育係
（0557-95-6206）

入館無料

26
かんなみ仏の里美術館仏像展示室無料開
放

11月3日（土） 10：00～16：30
かんなみ仏の里美術館
（函南町桑原89番地の１）

かんなみ仏の里美術館
（055-948-9330）
函南町教育委員会生涯学習課
（055-979-1733）

http://www.kannami-
museum.jp

27 ふるさと発見講座「宝永噴火と須走地区」 10月5日(土) 13：30～15：00
小山町総合文化会館
（小山町阿多野130）

小山町総合文化会館
（0550-76-5722）

http://www.fuji-oyama.jp/ 参加費無料

28
令和元年度埋文セミナー後期「イホハラの
古墳時代」～イホハラの古墳②・室ヶ谷古墳
群を見る～

10月19日(土) 14:00～15:30
静岡県埋蔵文化財センター
（静岡市清水区蒲原5300-5）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/
入場無料、事前予約必要
詳細はチラシまたはHPで確認
願います。

29
遺跡調査報告会「ふじのくにの原像をさぐ
る」

11月2日(土) 13:30～16:00
県立中央図書館
（静岡市駿河区谷田53-1）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/ 入場無料

30
出張ふじのくに考古展「静岡市葵区川合遺
跡～ものづくりの原点～」

10月25日(金)～12
月1日(日)

9:00～16:30
静岡市登呂博物館
（静岡市駿河区登呂5-10-5）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/ 入場無料

31
県指定文化財「中屋遺跡出土黒漆塗り瓜文
鞍」特別公開

10月19日(土)～11
月22日(金)

9:30～16:30
静岡県埋蔵文化財センター
（静岡市清水区蒲原5300-5）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/
入場無料
10月19日以外は土日祝日休館

32 静岡市文化財特別公開事業
10月15日（火）～
12月7日（土）

随時 静岡市内の寺社等
静岡市観光交流文化局文化財課
(054-221-1066)

http://www.shizuoka-
bunkazai.jp/

一部拝観料有

33
登呂博物館秋季企画展「芹沢銈介と考古
(学)」

10月5日（土）～
12月1日（日）

9:00-16:30
静岡市立登呂博物館
（静岡市駿河区登呂五丁目10番５号）

静岡市立登呂博物館
（054-285-0476）

http://www.shizuoka-
toromuseum.jp/

要観覧料
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34
企画展「音にきこゆるvol.4島田の刀鍛冶と
そのルーツ」

9/21(土）～12/1
（日）

9：00～17：00
島田市博物館本館
（島田市河原一丁目5-50）

島田市博物館
（0547-37-1000）

https;//www.city.shimada.shi
zuoka.jp/shimahaku/

11月3日無料開放日
月曜日休館（月曜日が祝日の
場合は翌日）

35
収蔵品展「海野光弘 彩～花野に誘われて
～」

8/31(土）～11/4
（月）

9：00～17：00
島田市博物館分館
（島田市河原二丁目16-5）

島田市博物館分館
(0547-34-3216)

https;//www.city.shimada.shi
zuoka.jp/shimahaku/

11月3日無料開放日
月曜日休館（月曜日が祝日の
場合は翌日）

36
国際陶芸フェスティバル展～集え 火のつ
わものたち～

10/12(土）～11/24
（日）

9：00～17：00
島田市博物館分館
（島田市河原二丁目16-5）

島田市博物館分館
(0547-43-3216)

https;//www.city.shimada.shi
zuoka.jp/shimahaku/

11月3日無料開放日
月曜日休館（月曜日が祝日の
場合は翌日）

37
 島田市史編さん委員会 古文書調査報告会
近世 川根笹間地域にみる村の暮らし
－上河内 岡埜谷家文書の悉皆調査より－

11月2日(日) 14：00～15：30
島田市川根文化センターチャリム21
（島田市川根町家山1173番地の1）

島田市教育委員会博物館課
（0547-36-7967）

https;//www.city.shimada.shi
zuoka.jp

入場無料
要事前申込（先着50名）

38 大井川民俗資料保管庫特別公開 11月3日（日） 9:00～14:00
大井川民俗資料保管庫（大井川図書館北隣）

(焼津市宗高909-1)
焼津市歴史民俗資料館
(054-629-6847)

http://www.city.yaizu.lg.jp/r
ekimin/index.html

入場無料

39
博物館特別展「志太の戦国時代展」
戦国大名今川・武田・徳川の時代

10月5日（土）～
11月24日（日）

9：00～17：00
藤枝市郷土博物館・文学館
（藤枝市若王子500）

藤枝市文化財課
（054-645-1100）

http://www.city.fujieda.shizu
oka.jp/kyodomuse/index.htm
l

大人300円 中学生以下無料

40 志太ぐんがまつり 11月10日（日） 10：00～14：00
国史跡志太郡衙跡
（藤枝市南駿河台1－12）

藤枝市文化財課
（054-645-1101）

http://www.city.fujieda.shizu
oka.jp/kyodomuse/index.htm
l

参加無料

41
柏屋の竹灯り
～時間（とき）が止まる、光の芸術～

10月12日（土）～
11月4日（月）

18:00～21:00
岡部宿大旅籠柏屋
（藤枝市岡部町岡部817）

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加無料

42
「今川の里探訪」と「臨済寺（静岡市）」の見
どころ特別解説

10月6日（日） 8：30～12：30
長慶寺、普門寺、玄広恵探の墓所など
（藤枝市）

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加費1400円、定員20名

43 史跡広場で朝ヨガ体験
10月20日（日）
11月9日（土）

7：00～8：00
岡部宿内野本陣史跡広場
（藤枝市岡部町岡部817）

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加費1500円、定員15名

44 戦国山城入門Ⅳ 朝比奈城・上の山城編 11月3日（日） 9：00～15：00
朝比奈城跡、上の山城跡、不動男女の
滝ほか（藤枝市）

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加費800円、定員20名

45 心和む木喰仏めぐり
10月19日（土）
10月23日（水）

9：00～14：30
常楽院、梅林院、焼津市歴史民俗資料
館、岡部宿大旅籠柏屋ほか

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加費1300円、定員各20名

46 木喰レリーフ作り～木喰の造形を辿る～
10月22日（火・
祝）

10：30～15：00
岡部宿大旅籠柏屋
（藤枝市岡部町岡部817）

藤枝市街道・文化課
（054-643-3036）

https://www.city.fujieda.shiz
uoka.jp/soshiki/sports_bunk
a/kaidobunka/

参加費2500円、定員10名

47
御前崎市古代史講演会
「中央政権と古代の御前崎市」

9月28日(土) 13:30～15:15
御前崎市池新田公民館多目的ホール
（御前崎市池新田3262番地）

御前崎市教育委員会社会教育課
(0537-29-8735)

https://www.city.omaezaki.s
hizuoka.jp/

入場無料・電話又はFAX、メー
ルで受付し、後日整理券を送付

48
田沼意次侯生誕300年記念
牧之原市史料館特別展「大意次展」

10月19日（土）～
12月1日（日）

9:00～16:00
牧之原市史料館
（牧之原市相良275-2）

牧之原市史料館
（0548-53-2625）

期間中は入館無料
月曜休館(月曜祝日の場合は翌
日)

49
名勝日本平で文化財を学ぶ「パノラマ庭園
～文化財に囲まれた名勝」

文化財展示：:10月
18日(金)～11月5
日(火)
文化財講座:10月
24日(木）・31日
（木)

文化財展
示:9:00～17:00
文化財講座:①
11:00～11:30
②13:30～
14:00

日本平夢テラス
（静岡市清水区草薙600-１）

静岡県文化財課
(054-221-3159)

https://www.pref.shizuoka.jp
/bunka/bk-180

参加無料、要事前予約

50
市指定文化財 松ヶ岡（旧山﨑家住宅）一
般公開

10/26（土）、11/23
（土）

10:00～15:00
松ヶ岡
（掛川市南西郷838）

掛川市教育委員会社会教育課文
化財係 (0537-21-1158)

www.bt-r.jp/matsugaoka/ 入場無料
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51 特集展示「菊川市誕生と文化財」
7月24日（月）～10
月17日（木）

8：30～21：00
菊川市中央公民館 １階 展示室
(菊川市下平川6225）

菊川市教育委員会 社会教育課
文化振興係
（0537-73-1137）

https://www.city.kikugawa.s
hizuoka.jp/shakaikyouiku/ko
uminkantokushuuten.html

スタンプラリーも同時開催

52
初代静岡県知事 関口隆吉顕彰事業 基調
講演会「関口隆吉の明治維新」

11月16日(土） 13：30～16：00
菊川市中央公民館 多目的ホール
（菊川市下平川6225）

菊川市教育委員会 社会教育課
文化振興係
（0537-73-1137）

入場無料、要事前申込

53 菊川市の城ベスト3を歩こう!
10月21日(月)～12
月20日(金)

菊川市内城跡3箇所
菊川市教育委員会 社会教育課
文化振興係
（0537-73-1137）

3箇所の城跡を自由に散策して
もらい、3箇所を巡った人に景品
（認定証）を渡す

54
巡回展「いつもそばに動物（きみ）がいた－
出土品から知るヒトと動物の歴史－」浜松市

10月2日(水)～10
月30日(水)

9:00～18:00
浜松市立都田図書館
（浜松市北区都田町8751-2）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/ 入場無料、月曜休館

55 企画展「農村歌舞伎・地芝居」
9月14日（土）～11
月24日（日）

9：00～17：00
浜松市地域遺産センター
（浜松市北区引佐町井伊谷）

浜松市地域遺産センター
（053-542-3660）

https://www.city.hamamatsu
.shizuoka.jp/bunkazai/maibu
n/index.html

入場無料

56
初山宝林寺秋の特別展/同時開催「神崎元
志能面の世界」

10月26日（土）
～12月1日（日）

9：00～16：00
宝林寺
（浜松市北区細江町中川65-2）

初山宝林寺
（053-542-1473）

www.oubaku.org/shosan/
拝観料：一般400円、小人200
円、未就学児無料

57 廻船問屋・津倉家の一般公開
10月19日（土）～
10月20日（日）

9：00～16：00
津倉家
（磐田市掛塚1099）

磐田市教育委員会文化財課
（0538-32-9699）

http://www.city.iwata.shizuo
ka.jp/

入場無料
当日は掛塚祭催行

58
袋井を拓く―太田川・原野谷川の合流と治
水―

10月29日（火）～１
月17日（金）

9：00～17：00
袋井市浅羽支所内歴史文化館
（袋井市浅名1028番地浅羽支所２階）

袋井市浅羽支所内歴史文化館
（0538-23-9269）

http://fukuroi-rekishi.com 入館無料

59
歌川広重保永堂版「東海道五拾三次」絵巻
鑑賞会

11月9日（土） 9：00～15：00
袋井市郷土資料館
（袋井市浅名1021番地）

袋井市郷土資料館
（0538-23-8511）

http://fukuroi-rekishi.com 参加無料

60 企画展「海上交通と今切湊」
9月3日（火）～11
月10日（日）

9：00～17：00
（16：30受付終
了）

新居関所史料館
（湖西市新居町新居1227-5）

新居関所史料館
（053-594-3615）

https://www.city.kosai.shizu
oka.jp/

入館料：大人310円 小人100円
（令和元年10月1日～ 大人320
円 小人100円）

61 あらい薬師大祭・宝物館公開 11月3日（日） 12：00～14：30
応賀寺
（湖西市新居町中之郷68-1）

応賀寺
（053-594-0196）

http://www.ougaji.jp/ 入場無料

62 【特別公開】ふるさと学習室を探検しよう！ 10月19日（土） 9：00～14：00
湖西中学校
（湖西市太田135）

湖西市教育委員会ｽﾎﾟｰﾂ・文化
課
（053-576-1140）

https://www.city.kosai.shizu
oka.jp/

入場無料・申込不要
上履き持参

63 静岡県指定文化財次郎柿原木採果式 11月初旬 10:30～11:30 次郎柿原木前広場（森町栄町）
森町教育委員会社会教育課
（0538-85-1114）

詳細は森町教育委員会までお
問い合わせください。

64
巡回展「いつもそばに動物（きみ）がいた－
出土品から知るヒトと動物の歴史－」周智郡
森町

11月20日(水)～12
月15日(日)

9:00～17:00 森町文化会館ミキホール
（周智郡森町森1485）

静岡県埋蔵文化財センター
（054-385-5500）

http://www.smaibun.jp/ 入場無料、月曜休館

65
文化財クローズアップ「特別史跡新居関跡」
特別見学会・講演会

10月6日(日)

特別見学
会:10:00～
12:00
講演会:14:00
～16:30

特別見学会：特別史跡新居関跡（湖西市
新居町新居1227-5)
講演会：新居地域センター視聴覚室（湖
西市新居町浜名519-1)

静岡県文化財課
(054-221-3159)

https://www.pref.shizuoka.jp
/bunka/bk-180

参加無料
特別見学会のみ要事前予約
先着50名、申込期間:9/9～9/27


