
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 ひょうごヘリテージマンス
10月1日(火)～12
月1日(日)

各事業による 県内各地
兵庫県教育委員会文化財課
(078-362-3783)

県内各地で実施される行事の
詳細については、左記の兵庫県
教育委員会文化財課のＨＰをご
覧下さい。

2
特別展「埴輪の世界－埴輪から古墳を読み
解く」

10月5日（土）～12
月1日（日）

9:30～17:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

同左（079-437-5589）
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

3
講演会「但馬の王墓、池田古墳出土品を読
みとく」

10月19日（土） 13:30～15:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

同左（079-437-5589）
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

4 講演会「古墳時代の船」 10月27日（日） 13:30～15:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

同左（079-437-5589）
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

5 大中遺跡まつり 11月2日（土） 10:00～15:00
兵庫県立考古博物館・史跡大中遺跡公
園（兵庫県加古郡播磨町大中1-1-1）

同左（079-437-5589）
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

6 講演会「埴輪の源流－古代中国と日本－」 11月16日（土） 13:30～15:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

同左（079-437-5589）
http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

7 体験講座「水鳥形埴輪づくり」 10月6日（日） 10:00～15:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

兵庫県立考古博物館　学習支援
課（079-437-5564）

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

8 体験講座「古代の技に学ぶかごづくり」 11月16日（土） 10:00～12:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

兵庫県立考古博物館　学習支援
課（079-437-5564）

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

9
遺跡ウォーク「行者塚古墳とその周辺の史
跡を巡る」

11月17日（日） 10:00～15:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

兵庫県立考古博物館　学習支援
課（079-437-5564）

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

10
体験講座「組み方いろいろ組紐づくりの基本
を学ぶ」

11月24日（日） 10:00～12:00
兵庫県立考古博物館（兵庫県加古郡播
磨町大中1-1-1）

兵庫県立考古博物館　学習支援
課（079-437-5564）

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/

11 秋季企画展「龍 翔ける！」
9月13日(金)～令
和２年３月10日
(火)

9:00～17:00
兵庫県立考古博物館加西分館（兵庫県
加西市豊倉町飯森1282-1）

同左
(0790-47-2212)

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

観覧料\100（別途兵庫県立フラ
ワーセンター入園料必要）

12 学芸員によるギャラリートーク 10月５日(土) 13:30～14:00
兵庫県立考古博物館加西分館（兵庫県
加西市豊倉町飯森1282-1）

同左
(0790-47-2212)

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

観覧料\100＋兵庫県立フラ
ワーセンター入園料

13 特別解説会「龍 翔ける！」 10月26日(土) 13:30～15:00
兵庫県立考古博物館加西分館（兵庫県
加西市豊倉町飯森1282-1）

同左
(0790-47-2212)

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

要事前予約(9/16～）定員先着
30名　観覧料\100＋兵庫県立
フラワーセンター入園料

14 学芸員によるギャラリートーク 11月２日(土) 13:30～14:00
兵庫県立考古博物館加西分館（兵庫県
加西市豊倉町飯森1282-1）

同左
(0790-47-2212)

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

観覧料\100＋兵庫県立フラ
ワーセンター入園料

15 考古楽講座「古代鏡の楽しみ方」 11月16日(土) 13:30～15:00
兵庫県立考古博物館加西分館（兵庫県
加西市豊倉町飯森1282-1）

同左
(0790-47-2212)

http://www.hyogo-
koukohaku.jp/kodaikyou/

要事前予約(10/14～）定員先着
30名　兵庫県立フラワーセン
ター入園料

16 特別展「お城ができる前の姫路」
10月5日（土）～11
月24日（日）

10:00～17:00
兵庫県立歴史博物館
（姫路市本町68）

兵庫県立歴史博物館
（079-288-9011）

http://www.hyogo-
c.ed.jp/~rekihaku-
bo/index.html

17 県指定　旧入江家住宅　一般公開
11月２日（土）、１１
月３日（日）

10：00～16：00 旧入江家住宅（高砂市曽根町493番1）
079-448-8255/当日：079-447-
0224

http://www.city.takasago.lg.j
p/index.cfm/1,html

18 大人の寺子屋　「鶏口集を読む」 11月9日（土） 10：00～12：00 旧入江家住宅（高砂市曽根町493番1）
079-448-8255/当日：079-447-
0224

http://www.city.takasago.lg.j
p/index.cfm/1,html

19 おかあちゃんの手仕事展
11月9日（土）～
16日（土）

10：00～15：00 旧入江家住宅（高砂市曽根町493番1）
079-448-8255/当日：079-447-
0224

http://www.city.takasago.lg.j
p/index.cfm/1,html

<28 兵庫県>

　　第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表



20
郷土の魅力再発見　巡回パネル展
地域をつなぐ歴史の道～郷土の古道～

10月12日（土）～
10月25日（金）

10：00～17：00 さよう文化情報センター
0790-82-2424（佐用町教育委員
会）

播磨科学公園都市圏域定住自
立圏事業

21 国名勝旧益習館庭園　秋のライトアップ
11月18日（月）～
24日（月）

18：00～20：00
旧益習館庭園
（洲本市山手三丁目）

洲本市教育委員会生涯学習課
（0799-24-7632）

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

専用駐車場なし

22 銅鐸・銅鏡鋳造体験
11月3日（日）、10
日（日）

10：00～12：00
洲本市立淡路文化史料館
（洲本市山手1-1-27）

洲本市立淡路文化史料館
（0799-24-3331）

http://www1.sumoto.gr.jp/si
ryokan/

銅鐸1,500円、銅鏡1,000円（要
事前予約）

23 旧松本邸2019秋の一般公開
10月24日（木）～
27（日）

10:00～16:00
宝塚市立中央図書館桜ガ丘資料室（旧
松本邸）
（宝塚市桜ガ丘3-45）

宝塚市立中央図書館　市史資料
室
（0797-85-0648）

https://www.library.takarazu
ka.hyogo.jp/

①公開日の連絡先：旧松本邸・
0797-86-8251（10:00～16:00）
②駐車場はありません。

24
令和元年度「ようこそ小林の丘へ～小林聖
心女子学院文化財施設見学会～」

11月23日(土・祝)

①10:30～
②11:30～
③13:30～
④14:30～
（1組あたり見
学所要時間約
60分）

小林聖心女子学院
（宝塚市塔の町3-113）

宝塚市教育委員会　社会教育課
（0797-77-2029）

https://www.city.takarazuka.
hyogo.jp/(10月中旬より掲
載)

対象：小学4年生以上。
往復ハガキで事前申込。
詳細はお問い合わせください。

25
企画展
発掘された明石の歴史展

11月2日(祝)～12
月8日(日)

9：30～18：30
明石市立文化博物館
（明石市上ノ丸2丁目13-1）

明石市文化・スポーツ室文化振
興課文化財係（078-918-5629）

http://www.akashibunpaku.c
om

入館料：一般200円、大高生：
150円、中学生以下無料
入館は18時まで

26
発掘された明石の歴史展
講演会・シンポジウム

11月9日(土) 13：30～15：30
明石市立文化博物館
（明石市上ノ丸2丁目13-1）

明石市文化・スポーツ室文化振
興課文化財係（078-918-5629）

http://www.akashibunpaku.c
om

無料

27 文化財保護団体紹介等パネル展
①11月1日（金）～
11月14日（木）

①平日（水除
く）9:00～
21:00、水曜
9:00～17:30、
土曜9:00～
17:00

①伊丹市千僧１丁目１番地（伊丹市立総
合教育センター）

同左
072-784-8090

http://www.city.itami.lg.jp/S
OSIKI/EDSHOGAI/EDMUSE
UM/index.html

①日曜祝日休館

28 史跡めぐり「惣構南部の高低差を体験」 11月9日（土） 9：30～12：00

有岡城跡～石造地蔵菩薩立像～猪名寺
井記念碑～ハセンドウ坂～池の坂～仁
右衛門坂～杜若寺～有岡公園(文学碑)
～正覚寺(約3㎞)

同左
072-784-8090

http://www.city.itami.lg.jp/S
OSIKI/EDSHOGAI/EDMUSE
UM/index.html

事前申込必要

29
秋季企画展「収蔵品展第2期～絵はがきや
鳥瞰図に見る旅の魅力～」

10月5日(土)～11
月24日(日)

9:30～17:00(入
館は16:30まで)

伊丹市千僧１－１－１
（伊丹市立博物館）

同左
072-783-0582

http://www.city.itami.lg.jp/S
OSIKI/EDSHOGAI/EDMUSE
UM/index.html

月曜・月末日休館

30
街道を歩く～伊丹の西国街道沿いの道標と
史跡を訪ねて～

11月10日(日) 13:00～17:00
伊丹市千僧１－１－１
（伊丹市立博物館）

同左
072-783-0582

http://www.city.itami.lg.jp/S
OSIKI/EDSHOGAI/EDMUSE
UM/index.html

事前申込必要
月曜・月末日休館

31
館長スペシャルツアー2019「旧岡田家酒蔵
築３４５年－延宝から令和へ―」

10月26日（土）
①１０：３０
②１３：３０

伊丹市宮ノ前2丁目5番28号
同左
072－772－5959

9月25日（水）より来館または電
話にて受付（先着順）。

32 来年の干支「ネズミ」の置物づくり １１月１０日(日） 10:00～12:00 三田市三輪明神窯史跡園
三田市三輪明神窯史跡園
（079-563-8211）

https://rekinet3da.jimdo.co
m/

 材料費　800円

33 旧九鬼家住宅二階特別公開 １１月１７日（日） 10:00～16:00 三田市旧九鬼家住宅資料館
三田市三田ふるさと学習館
（079-563-5587)

https://rekinet3da.jimdo.co
m/

　無料

34 五斗長垣内遺跡まつり １１月１７日（日）
１０：００～
１６：００（予定）

五斗長垣内遺跡（淡路市黒谷1395-3）
五斗長垣内遺跡活用拠点施設
（0799-70-4217）

35 関西文化の日（入館無料日）
１１月１６日（土）・
１７日（日）

９：００～１７：０
０

淡路市北淡歴史民俗資料館
（淡路市浅野南240）

淡路市北淡歴史民俗資料館
（0799-70-4135）

入場無料

36
淡路島日本遺産展サテライト展示
「舟木遺跡から甦る古代淡路島の海人」

１１月上旬～
（３月上旬）

９：００～１７：０
０

五斗長垣内遺跡（淡路市黒谷1395-3）
五斗長垣内遺跡活用拠点施設
（0799-70-4217）

入場無料、月曜休館（祝日の場
合は翌平日）



37
女流義太夫　人間国宝・文化功労者
第2回竹本駒之助南あわじ市公演

11月3日 18:30-20:20
淡路人形座
（南あわじ市福良甲1528-1地先）

竹本駒之助南あわじ市公演実行
委員会0799-42-5115

大人2,000円/人（当日3,000円/
人）

38 南あわじ見仏～成相寺編～ 11月4日 14:00-15:30
成相寺
（南あわじ市八木馬回394）

社会教育課
0799-43-5232

300円/人　先着30名

39 淡路島古代フェスティバル 11月10日 10:00-16:00
美菜恋来屋
（南あわじ市八木養宜上1408）

社会教育課
0799-43-5232

https://www.city.minamiawaj
i.hyogo.jp/site/matsuhodota
ku/

40 沼島散歩（仮称） 11月16日 10:00-16:00 沼島
社会教育課
0799-43-5232

1,000円/人（船代込）　先着50名

41 斑鳩寺庫裏保存修理現地説明会 11/9（土） 9:30～15：30
斑鳩寺
揖保郡太子町鵤709

太子町教育委員会社会教育課文
化財係
(079－277-5100)

http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp

荒天時中止

42
旧尾野家住宅(太子町立民俗資料館)特別
公開

11/4(祝)、
11/9(土)、
11/10(日)、
11/16(土)、
11/17(日)、
11/23(祝)、
11/24(日)

10:00～16:00
民俗資料館
揖保郡太子町鵤135－1(太子山公園内)

太子町立歴史資料館
(079－277-5100)

http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp

荒天時中止

43 鵤荘現地見学 11/10（日） 9:30～16:30 太子町内
太子町立歴史資料館
(079－277-5100)

http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp

荒天時中止

44 龍田地区の文化財めぐり 11/2（土） 9:00～12:00 太子町内
太子町立歴史資料館
(079－277-5100)

http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp

荒天時中止

45 太田地区の文化財めぐり 11/30（土） 9:00～12:00 太子町内
太子町立歴史資料館
(079－277-5100)

http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp

荒天時中止

46 企画展「三木金物産業と黒田清右衛門家」
10/26（土）～
12/22（日）

9：00～17：00
（入館は16：30
まで）

三木市立みき歴史資料館
（三木市上の丸町4番5号）

同左
（0794）‐82‐5060

https://www.city.miki.lg.jp/s
oshiki/83/

入館無料

47 一円電車体験乗車会 11/3（日） 10：00～15：00 養父市大屋町明延
養父市立あけのべ自然学校
（079-668-0258）

http://www.akenobe-
kozan.com

48 探検坑道見学会 11/3(日) 10：00～15：00 養父市大屋町明延
養父市立あけのべ自然学校
（079-668-0258）

http://www.akenobe-
kozan.com

入坑料（ガイド付）一般1200円、
小・中学生600円、受付はあけ
のべ憩いの家（15時まで）

49
日本遺産記念講演会　中瀬金山と日本の
金銀鉱山(仮題)

11/16(土) 未定 養父市八鹿町八鹿　八鹿公民館
養父市教育委員会社会教育課
(079-664-1628)

shakaikyouiku@city.yabu.lg.jp 入場無料、先着80名

50
秋季企画展
「発掘調査からみるむかしの福崎～平成30
年間の調査成果から～」

10/19（土）～
12/1（日）

9:00～16:30
福崎町立神崎郡歴史民俗資料館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

同左
0790-22-5699

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/rekimin/

入場無料、休館日：月曜日（祝
日の場合は開館）、祝日の翌日
（土・日曜の場合は開館）

51
秋季企画展
「やまと絵でみる平家物語の世界」

10/5（土）～
12/1（日）

9:00～16:30
福崎町立柳田國男・松岡家記念館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

同左
0790-22-1000

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/kinenkan/

入場無料、休館日：月曜日（祝
日の場合は開館）、祝日の翌日
（土・日曜の場合は開館）

52 福崎町子どもふるさと展
10/26（土）～
12/8（日）

9:00～16：30
福崎町立柳田國男・松岡家記念館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

同左
0790-22-1000

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/kinenkan/

入場無料、休館日：月曜日（祝
日の場合は開館）、祝日の翌日
（土・日曜の場合は開館）

53 伊勢大神楽 11/9（土） 13：00～14:00
福崎町立柳田國男・松岡家記念館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

同左
0790-22-1000

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/kinenkan/

入場無料
事前申込不要、小雨決行



54
特別展「福崎の文化と三木家～文化を楽し
む三木家の人びと」

11/12(火)～
12/22(日)

9:00～16:00
大庄屋三木家住宅
（神崎郡福崎町西田原1106番地）

福崎町教育委員会 社会教育課
（0790-22-0560（内線256））

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/mikike/

入場無料、休館日：①11/12～
11/30　月曜日②12/1～12/22
平日（土・日・祝のみ開館）

55
連続講座③
「発掘調査からみるむかしの福崎」

11/16（土） 13：30～15:00
福崎町立神崎郡歴史民俗資料館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

同左
0790-22-5699

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/rekimin/

入場無料
定員約40名(事前申込不要)

56
柳田國男・松岡家記念館特別講演会
「日本画家・松岡映丘の業績」

10/27（日） 13：30～15:00
福崎町立神崎郡歴史民俗資料館
（神崎郡福崎町西田原1038番地12）

福崎町立柳田國男・松岡家記念
館
0790-22-1000

http://www.town.fukusaki.hy
ogo.jp/html/kinenkan/

入場無料
定員約40名(事前申込不要)

57 ふるさと館講座「高麗青磁の再興（仮称）」 10/26（土） 13：30～15：00
猪名川町立ふるさと館　催し会場
（猪名川町木津字八十１９－２）

猪名川町教育委員会教育振興課
ふるさと館（072-768-0389）

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

入場無料
定員20名（要事前申込）

58 企画展「民田-TAMIDA-もうひとつの千軒」
10/29（火）～3/29
（日）

9：00～17：00
多田銀銅山悠久の館
（猪名川町銀山字長家前４番地の１）

猪名川町教育委員会教育振興課
（072-767-2600）

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

入館無料

59
体験学習会「トリプル駆動ミニチュア坑道探
査ロボットを作ろう！」

11/9（土） 13：30～16：00
生涯学習センター工作室
（猪名川町白金１丁目７４－１６）

猪名川町教育委員会教育振興課
（072-767-2600）

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

小・中学生
定員10名（要事前申込、要材料
費）詳細はHP

60
ふるさと館講座「国史跡多田銀銅山を究め
るPARTⅡ（仮称）」

11/23（土） 13：30～15：00
猪名川町立ふるさと館　催し会場
（猪名川町木津字八十１９－２）

猪名川町教育委員会教育振興課
ふるさと館（072-768-0389）

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

入場無料
定員20名（要事前申込）

61
令和元年度
加古川市歴史講演会及び文化財講座

11/16(土)・
11/30(土)、
12/7(土)・12/14
（土）

14:00～16:00
加古川市立青少年女性センター
（加古川市加古川町北在家2718）

加古川市教育委員会文化財調査
研究センター（079-423-4088）

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

参加費無料
定員各200名（要事前申込）

62 県指定文化財「本岡家住宅」秋の特別公開
11/24(日)～30(土)
※25日(月)は除く

①10:00
②14:00

加古川市立少年自然の家
（加古川市東神吉町天下原715-5）

加古川市教育委員会文化財調査
研究センター（079-423-4088）

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

参加費無料（要事前申込）

63 旧福田家住宅･旧下堂家住宅公開事業
期間中の土曜日､
日曜日､祝日

10:00～
16:00(入館は
15:30まで)

川西市歴史民俗資料館
(川西市美山台3丁目5番地の1)

川西市教育委員会事務局教育推
進部社会教育課
072-740-1244(平日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/rekishimin.htm
l

･開催日以外(平日)に団体(20名
以上)で見学を希望される場合
には相談可能｡
･入館無料

64 旧平安家住宅･旧平賀家住宅公開事業
全日程(休館日を
除く)

10:00～
16:30(入館は
16:00まで)

川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

65
秋の特別企画展　わたべみちこ創作人形展
「懐かしの昭和の風景」

9/14（土）～10/14
日（月祝）（休館日
を除く）

10:00～
16:30(入館は
16:00まで)

川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

66
水越保治能面展「能面の魅力」～こころを観
る　かたちを写す～

10/1（火)～12/8
（日）（休館日を除
く）

10:00～
16:30(入館は
16:00まで)

川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円



67 水越保治能面づくり実演会

10/19(土)･
11/2(土)･
11/16(土)･
11/30(土)･
12/7(土)

10:00～
16:30(入館は
16:00まで)

川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

68 蓄音機コンサート 10/5(土）

第1回:10:30～
11:30
第2回:13:30～
15:00

川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

69 朗読の会 10/6(日） 13:30～15:00
川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

70 川西市郷土館まつり 11/9（土） 10:00～16:00
川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

71 伝統芸能「能」と「能面」で遊ぼう 11/23(土祝） 10:30～12:00
川西市郷土館
（川西市下財町4番1号)

同左
072-794-3354(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/kyodokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡
･一般300円･大高生200円･中小
生150円

72 勾玉作り･銅鐸のペーパークラフト作り体験
期間中の土曜日､
日曜日､祝日

第１回:13:00～
14:30
第２回:14:30～
16:00

川西市文化財資料館
（川西市南花屋敷2丁目13番10号)

同左
072-757-8624(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/shiryokan.html

・勾玉作りは材料費50円､入館
料･ペーパークラフト作りは無料

73
川西市文化財資料館テーマ展示
「弥生高地性集落“鼓ヶ滝遺跡”を探る」

9/11(水)～
11/10(日)（休館日
を除く）

9:30～17:00(入
館は16:30まで)

川西市文化財資料館
（川西市南花屋敷2丁目13番10号)

同左
072-757-8624(開館日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/shiryokan.html

･休館日:月曜日(祝日の場合は
翌日)
･団体(20名以上)での見学には
事前連絡が必要｡

74 加茂遺跡弥生のムラスタンプラリー 11/30(土) 10:00～16:00
川西市文化財資料館周辺
（川西市南花屋敷2丁目13番10号周辺)

川西市教育委員会事務局教育推
進部社会教育課
072-740-1244(平日のみ)

http://www.city.kawanishi.hy
ogo.jp/kyoiku/shiryokan.html

・参加費無料

75
特別展「祭りとくらしの移り変わり～小野地
区の近現代～」

10月5日（土）～12
月8日（日）

9：30～17：00
小野市立好古館
（小野市西本町477）

小野市立好古館
（0794-63-3390）

http://www.city.ono.hyogo.jp
/~kokokan

入館料高校生以上300円/小中
学生100円

76 見学会「小野地区の近代を歩く」 12月1日（日） 9：00～12：00
小野市立好古館集合
（小野市西本町477）

小野市立好古館
（0794-63-3390）

http://www.city.ono.hyogo.jp
/~kokokan

参加費無料

77 企画展「新指定文化財展」
10月19日（土）～
11月24日（日）

9：30～17：00
小野市立好古館
（小野市西本町477）

小野市立好古館
（0794-63-3390）

http://www.city.ono.hyogo.jp
/~kokokan

入館料高校生以上300円/小中
学生100円



78 熊野神社の裸祭 １１/3（日） 11：30～
兵庫県丹波市青垣町遠阪1645　熊野神
社

無料

79 黒井城まつり １１/９（土） 10：00～16：00
丹波市春日町黒井２２０５　丹波市立黒
井小学校グラウンド

あおがき観光案内所（0795-87-
2222）

https://www.tambacity-
kankou.jp/event/detail.php?i
d=3067

無料

80
春日歴史民俗資料館　関西文化の日無料
開放

11/2（土）、
11/9（土）

9：00～17：00 丹波市春日町黒井４９６－２
丹波市教育委員会文化財課（０７
９５－７０－０８１９）

無料

81 円通寺もみじ祭り 11/10（日） 9：00～16：00 丹波市氷上町御油983　円通寺
あおがき観光案内所（0795-87-
2222）

https://www.tambacity-
kankou.jp/event/detail.php?i
d=3076

82
令和元年度播磨町郷土資料館特別展
「播磨町の文化遺産」

9/28(土)～
11/24(日)

9：30～17：00
※９月のみ18：
00まで開館

播磨町郷土資料館
同左
079-435-5000

休館日：月曜日と10/15(火)11/5
（火）
※10/14（祝）、11/4（振休）は開
館

83
令和元年度播磨町郷土資料館特別展記念
講演会
「東播磨の美術-絵画を中心に－」

10/6(日) 13：30-15：00
兵庫県立考古博物館
講堂

同左
079-435-5000

当日先着順
定員150名
共催：兵庫県立考古博物館

84 第29回大中遺跡まつり（前夜祭） 10/26(土) 16：00-17：00 播磨大中古代の村（大中遺跡公園）
同左
079-435-5000

85 第29回大中遺跡まつり（本祭） 11/2(土) 9：00-16：00 播磨大中古代の村（大中遺跡公園）
同左
079-435-5000

古代行列、儀式、古代体験、模
擬店等

86
2019年度指定文化財公開＆第49回特集展
示「国絵図・町絵図・村絵図」

10月29日（火）～
12月28日（土）

10:00～17:00
西宮市立郷土資料館（西宮市川添町15
番26号）

西宮市立郷土資料館（0798-33-
1298）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

月曜日休館。
10月29日（火）→11月3日（日）
【特別公開】兵庫県・西宮市指
定文化財「慶長十年摂津国絵
図」
11月5日（火）→12月1日（日）
【特集展示】町絵図
12月3日（火）→12月28日（土）
【特集展示】村絵図

87
文化財ウォーク「夙川周辺の文化財をめぐ
る」

11月17日（日） 9:30～12:30 西宮市（西宮市）
西宮市立郷土資料館（0798-33-
1298）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

コミュニティFM「さくらFM」の番
組と連動し、スタジオと現地の
解説ポイントを中継しながらの
ウォーク。ＦＭラジオを持参。申
込不要

88 季節のグリーティングカード作り 10月10日（木） 10:00～12:00
西宮市立郷土資料館分館　名塩和紙学
習館（西宮市名塩2丁目10番8号）

西宮市立郷土資料館分館　名塩
和紙学習館（0797-61-0880）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

対象年齢20歳以上。ハガキにて
「住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号」を明記の上、名塩和
紙学習館「季節のグリーティン
グカード作り」係まで（住所：名
塩2丁目10-8）申込み。事前申
込が必要。

89 第50回歴史講座 10月16日（水） 13:30～15:00
西宮市立郷土資料館（西宮市川添町15
番26号）

西宮市立郷土資料館（0798-33-
1298）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

対象年齢15歳以上。
演題：西宮の町絵図・村絵図
報告者：西宮市立郷土資料館
学芸員・笠井今日子
当日先着順。



90 第51回歴史講座 11月20日（水） 13:30～15:00
西宮市立郷土資料館（西宮市川添町15
番26号）

西宮市立郷土資料館（0798-33-
1298）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

対象年齢15歳以上。
演題：石棺と仁川五ヶ山古墳群
報告者：西宮市立郷土資料館
学芸員・山田暁
当日先着順。

91 第72回西宮市内博物館等連携講座 10月10日（木） 13:15～14:45
大手前大学史学研究所（西宮市郷免町8
番17号）

大手前大学史学研究所（0798-
32-5007）

https://www.nishi.or.jp/bunk
a/rekishitobunkazai/ritsukyo
doshiryokan/renkeikoza.html

演題：中世寺院文書にみえる神
仏世界　―東寺文書の神文分
析から―
報告者：大手前大学史学研究
所研究員・田村正孝
当日先着順。

92 第73回西宮市内博物館等連携講座 11月14日（木） 13:15～14:45
大手前大学史学研究所（西宮市郷免町8
番17号）

大手前大学史学研究所（0798-
32-5007）

https://www.nishi.or.jp/bunk
a/rekishitobunkazai/ritsukyo
doshiryokan/renkeikoza.html

演題：皇位継承における刀剣
―草薙剣と大刀契―
報告者：黒川古文化研究所研
究員・川見典久
当日先着順。

93 第49回特集展示「町絵図・村絵図」
11月5日（火）～
12月28日（土）

10:00～17:00
西宮市立郷土資料館（西宮市川添町15
番26号）

西宮市立郷土資料館（0798-33-
1298）

https://www.nishi.or.jp/acce
ss/hakubutsukan/kyodoshir
okan/kyodoshiryokan.html

月曜日休館

94 企画展「TSUBOHORI－発掘調査展2019－」
10月6日(日)～
令和2年3月29日
(日)

10:00～17:00
姫路市埋蔵文化財センター（姫路市四郷
町坂元414番地1）

同左
079-252-3950

月曜日（祝休日の場合は開
館）、祝休日の翌日（土・日曜日
の場合は開館）、12月28日～1
月4日は休館日です。
10月14日(月・祝）、12月14日
(土)、2月15日(土)の10:30と
13:30に展示解説を行います。

95 発掘調査成果報告会 11月17日(日) 13:30～15:00
姫路市埋蔵文化財センター（姫路市四郷
町坂元414番地1）

同左
079-252-3950

事前申込みは必要ありません。

96 書写山もみじまつり
11月15日（金）
～11月17日
（日）

10時～20時 書写山圓教寺（姫路市書写2968番地）
同左
079(287)3652

雨天時は中止の場合あり。
金剛堂及び天井絵、本多家廟
所は16時まで。
※書写山上へはロープウェイを
利用
大人1,000円（往復）
小人　 500円（往復）

97 姫路藩文化観光学習船運航事業

10/1（火）～
10/31(木)まで毎
日運行、11/1(金）
～12/8（日）までの
土日祝運行

1日あたり10便
の運航予定
9：30～

姫路城内堀（姫路市本町68番地）
同左
079(280)3371

http://wasenkenzou-
iinkai.com

98
特別展
「武者の犬走り・あるじの石畳」 -平成３０年
度竹田城跡の調査より-

11月2日（土）～
12月27日（水）

9:00～17:00(入
館は16:30まで)

朝来市埋蔵文化財センター
「古代あさご館」
（朝来市山東町大月91番地2）

同左
（079-670-7330）

https://www.city.asago.hyog
o.jo/0000001052.html

月曜休館
11/5（火）休館
※祝日の翌日



99
～地域の文化遺産を巡る～
みどりのスタンプラリー

7月12日（金）～
11月22日（金）

― 朝来市山東町内
梁瀬地域自治協議会
（079-676-4701）

http://www.yanase4701.hyo
go.jp

スタンプ押印時間は各施設の
開館時間内
11/22当日消印有効

100
兵庫県指定文化財
旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居）一般公
開

11月4日（月）
11月5日（火）

9:00～16:00
旧神子畑鉱山事務舎（ムーセ旧居）（朝
来市佐嚢1826番地1）

朝来市教育委員会事務局文化財
課
（079-672-4937）

http://www.city.asago.hyogo
.jp/kyoiku/category/７-8-0-
0-0.html

101
重要文化的景観・朝来市指定文化財
生野鉱山正門門柱、金香瀬坑口一般公開

11月1日（金）～
11月7日（木）

9:00～17:00
(入場は閉館の
40分前まで)

朝来市生野町小野33‐5
株式会社シルバー生野
（079-679-2010）

http://www.ikuno-
ginzan.co.jp/sp/index.php

102
重要文化財
神子畑鋳鉄橋一般公開

11月1日（金）～
12月3日（火）

常時見学可能 朝来市佐嚢字水田
朝来市教育委員会事務局文化財
課
（079-672-4937）

http://www.city.asago.hyogo
.jp/kyoiku/category/７-8-0-
0-0.html

103
兵庫県指定文化財
羽渕鋳鉄橋一般公開

11月1日（金）～
11月7日（木）

常時見学可能 朝来市羽渕
朝来市教育委員会事務局文化財
課
（079-672-4937）

http://www.city.asago.hyogo
.jp/kyoiku/category/７-8-0-
0-0.html

104
重要文化的景観
生野鉱山 トロッコ道一般公開

11月1日（金）～
11月7日（木）

常時見学可能 朝来市生野町口銀谷
朝来市教育委員会事務局文化財
課
（079-672-4937）

http://www.city.asago.hyogo
.jp/kyoiku/category/７-8-0-
0-0.html

105
重要文化的景観・朝来市指定文化財
朝来市旧生野鉱山職員宿舎(甲社宅)・志村
喬記念館一般公開

11月1日（金）～
11月7日（木）

9:00～17:00
（入館は16時
30分まで）

朝来市旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記
念館（朝来市生野町口銀谷697番地1）

同左
（079-679-5005）

http://www.asago-
net.jp/users/kousyataku/

月曜日休館
(祝日の場合は翌日)

106 朝来市ぶらり観光スタンプラリー
5月1日（水）～
11月30日（土）

― 朝来市内
朝来市産業振興部観光交流課/
朝来市観光協会
（079-672-4003）

https://www.city.asago.hyog
o.jp

スタンプ押印時間は各施設の
開館時間内
11/30消印有効

107
夜空に煌めく竹田城跡～竹田城跡ライト
アップ～

11月1日（金）～
11月30日（土）

4:00～5:30
17:00～22:00

竹田城（朝来市和田山町竹田）
朝来市産業振興部観光交流課
（079-672-4003）

http://www.city.asago.hyogo
.jp/takeda/

108 歴史ウォーク 10/26（土） 9：00～13：30 神崎郡神河町福本地内
神河町教育委員会
TEL0790-34-0212

http://www.town.kamikawa.h
yogo.jp/

参加費：500円
要事前申込、荒天中止

109 福本遺跡まつり 10/26（土） 11:30～13：30 神崎郡神河町福本　福本遺跡周辺
神河町教育委員会
TEL0790-34-0212

http://www.town.kamikawa.h
yogo.jp/

荒天中止

110 おおとし山まつり2019 11/3（日） 10：00～16：00 大歳山遺跡公園（神戸市垂水区）
神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/institution/ce
nter/index.html

復元住居の公開。古代衣装試
着･土器づくり・勾玉づくりなどの
体験型イベント。
無料。一部有料。

111
体験考古学講座
「茅葺職人さんと竪穴住居を建てよう」

11/17（日） 10：00～15：00
神戸市埋蔵文化財センター（神戸市西
区）

神戸市埋蔵文化財センター
電話番号：078-992-0656

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/institution/ce
nter/index.html

事前申込必要。
参加費１組300円

112 船屋形外観公開 11/9（土）
10：00～12：00
13：00～16：00

神戸市立相楽園（神戸市中央区）
神戸市教育委員会文化財課
電話番号：078-984-0741

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/folk/estate/i
ndex.html

参加費無料。ただし、相楽園の
入園料（大人：15歳以上300円・
小中学生：150円・県内在住の
65歳以上の方：証明書提示で無

113 旧和田岬灯台一般公開 10/27（日）

①10：00～11：
00②11：00～
12：00③13：00
～14：00④14：
00～15：00⑤
15：00～16：00

須磨海浜公園（神戸市須磨区）
神戸市イベント案内・申込セン
ター
電話番号：078-333-3372

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/folk/estate/i
ndex.html

事前申込必要。



114 旧ハッサム住宅公開
10/19（土）～
11/24（日）

9：00～16：30 神戸市立相楽園（神戸市中央区）
神戸市教育委員会文化財課
電話番号：078-984-0741

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/folk/estate/i
ndex.html

入館無料。ただし、相楽園の入
園料（大人：15歳以上300円・小
中学生：150円・県内在住の65
歳以上の方：証明書提示で無
料）が必要。

115 旧ハンター住宅公開

11/2(土)～
11/4(月)・11/9
（土）・11/10
（日）

9：30～16：00 神戸市立王子動物園（神戸市灘区）
神戸市教育委員会文化財課
電話番号：078-984-0741

http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/folk/estate/i
ndex.html

入館無料。ただし、動物園の入
園料（大人：15歳以上600円・小
中学生：無料・県内在住の65歳
以上の方：証明書提示で無料）
が必要。

116
リニューアル記念　神戸市立博物館名品展
―まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美―

11/2（土）～12/22
（日）

10:00～17:00
土曜日は10:00
～21:00

神戸市立博物館
（神戸市中央区京町24番地）

078-391-0035
http://www.city.kobe.lg.jp/c
ulture/culture/institution/m
useum/main.html

入場料（当日）　一般1,000円、
大学生500円、高校生以下無料

117 黒野神社本殿県指定記念見学会 10/20（日） 未定 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡723-2
香住区生涯学習センター
0796-36-3764

118 稲美町立郷土資料館　学芸員展示解説 随時 随時
兵庫県加古郡稲美町国安1286－55　稲
美町立郷土資料館

079-492-3770 無料　要事前申込

119
イオン上郡オータムフェスタ2019
上郡町郷土資料館「ガラス玉ストラップづく
り」

11/2（土） 10:00～14:00
イオン上郡ショッピングセンター
（兵庫県赤穂郡上郡町竹万533番地）

上郡町郷土資料館
（0791-52-3737）

1人100円

120
令和元年度上郡町郷土資料館特別展
「郷愁の昭和、激動の平成～上郡今昔写真
展～」

10/19（土）～12/8
（日）

09:00～16:30
上郡町郷土資料館
（兵庫県赤穂郡上郡町上郡500番地5）

上郡町郷土資料館
（0791-52-3737）

http://www.town.kamigori.hy
ogo.jp/cms-
sypher/www/index.jsp

月曜日休館・祝日の場合翌平
日休館。入館料：無料

121

播磨科学公園都市圏域定住自立圏事
業　郷土の魅力再発見令和元年度巡回
パネル展「地域をつなぐ歴史の道～郷
土の古道～」

10/29(火)～
12/8(日)

09:00～17:00
上郡町郷土資料館
（兵庫県赤穂郡上郡町上郡500番地5）

上郡町郷土資料館
（0791-52-3737）

入館料：無料

122 東山古墳群めぐり（石室内見学） 11/1～11/4 9：00～17：00
那珂ふれあい館
多可郡多可町中区東山539-3

0795-32-0685

・無料
・ボランティアガイドの案内を希
望される場合は10月27日までに
那珂ふれあい館：0795-32-0685
までご連絡ください

123 史跡めぐり 11/8（金） 13:00～16:00 相生市矢野町
相生市立歴史民俗資料館
(0791-23-2961)

http://www2.aioi-city-
lib.com/bunkazai/siryoukan/

要申込（10月15日より受付開
始）

124 特別展「道としての瀬戸内海」」
10/19（土）～
11/24（日）

9:30～17:00
(入館は16:30
まで)

たつの市立室津海駅館
（兵庫県たつの市御津町室津457）

079-324-0595
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/kikaku_kaiekikan_minzokuka
n.html

要入館料

125 企画展「絵馬師土井継信と西播磨の絵馬」」
10/26(土)～
12/9(月)

9:00～17:00
(入館は16:31
まで)

たつの市立埋蔵文化財センター
（たつの市新宮町宮内16）

0791-75-5450
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/bunkazai/news.html

入場無料

126 「堀家住宅」特別公開
11/16(土）、
11/17(日)

10:00～16:00
堀家住宅
（たつの市龍野町日飼291番地）

0791-75-5450
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/bunkazai/news.html

観覧無料

127 「八瀬家住宅」特別公開
11/23(土）、
11/24(日)

10:00～16:00
八瀬家住宅
（たつの市揖西町中垣内甲296）

0791-75-5450
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/bunkazai/news.html

観覧無料

128 第16回オータムフェスタｉｎ龍野
11/22(金)～
11/24(日)

龍野城下町周辺
（たつの市龍野町本町ほか）

080-6129-3531
http://www.tatsuno-
af.jp/index.htm

詳しくはHPを参照



129 「北前船・日本遺産」認定記念事業 11/9（土） 17:00～18:00 室津漁港（たつの市御津町室津） 0791-63-0907（歴史文化資料館）

130
海駅館　記念講演会「中世瀬戸内海と室津
の船頭」

11/17（日） 14:00～
たつの市立室津海駅館
（兵庫県たつの市御津町室津457）

079-324-0595
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/kikaku_kaiekikan_minzokuka
n.html

関西文化の日で無料

131 室乃津めぐり 11/23（土・祝） 10:00～
たつの市立室津海駅館
（兵庫県たつの市御津町室津457）

079-324-0595
http://www.city.tatsuno.lg.jp
/kikaku_kaiekikan_minzokuka
n.html

無料・要申込・先着30名

132 本興寺虫干会 11/3（祝） 10:00～16:00
本興寺宝物殿
尼崎市開明町3－13

本興寺寺務所
06－6411－3217

133
尼崎市教育委員会収蔵資料展「尼崎の
2000年」

10/5（土）～
11/10(日）

10:00～16:00
尼信会館　３階　展示室
尼崎市東桜木町3

尼崎市教育委員会歴博・文化財
担当　06－6489－9801

http://www.city.amagasaki.h
yogo.jp/manabu/bunkazai_0/
1018232.html

入館無料

134 田能遺跡まつり 11/2（土） 13:00～15:00
尼崎市立田能資料館前広場
尼崎市田能6‐5‐1

尼崎市園田地域振興センター
06－6491－2361

国指定史跡の顕彰

135 第49回田能資料館特別展「どぐうちゃん」
10/8（火）～
12/15(日）

10:00～17:00
尼崎市立田能資料館
尼崎市田能6‐5‐1

同左
06－6492－1777

http://www.city.amagasaki.h
yogo.jp/manabu/104ama_tan
o/index.html

入館無料

136 赤穂城跡本丸櫓門公開
11/2(土)～
11/4(祝)

10：00～16：00
赤穂城本丸
（赤穂市上仮屋1番地）

赤穂市教育委員会生涯学習課
（0791-43-6962）

http://www.ako-
hyg.ed.jp/bunkazai/akojo/

入館無料

137 近藤源八宅跡長屋門公開
11/2(土)～
11/4(祝)

10：00～16：00
赤穂城跡近藤源八宅跡長屋門
（赤穂市上仮屋124番地）

赤穂市教育委員会生涯学習課
（0791-43-6962）

http://www.ako-
hyg.ed.jp/bunkazai/akojo/

入館無料

138
赤穂市立有年考古館特別展「謎の氏族－
秦氏～考古学からみたその実像～」

11/1(金)～
11/7(木)

10：00～16：00
赤穂市立有年考古館
（赤穂市有年楢原1164番地1）

赤穂市立有年考古館
（091-49-3488）

http://www.ako-
hyg.ed.jp/bunkazai/unekokokan/

入館無料

139
第6回五百羅漢
紅葉ライトアップ

11/22（金）～
11/24（日）

17:00:00
羅漢寺
加西市北条町北条1293

加西市文化・観光・スポーツ課
0790-42-8756

http://kanko-
kasai.com/spot/gohyakuraka
n/180/

140
令和元年度新温泉町文化財愛護絵画作品
展「地域の宝もの」

11/2（土）～11/20
（水）

午前9時～午
後10時

浜坂多目的集会施設
１階　ロビー

浜坂先人記念館
(0796-82-4490)

141
丹波篠山市立歴史美術館特別展
平尾竹霞が見た絶景－丹波篠山が生んだ
南画家の軌跡－

10月1日～12月1
日

9:00～16:30
丹波篠山市立歴史美術館
丹波篠山市呉服町53

同左
079-552-0601

http://www.withsasayama.jp
/REKIBUN/rekibi_top.htm

142
丹波篠山市立歴史美術館特別展
講演会「平尾竹霞と京都の絵画」

11月10日 13:30～15:30
丹波篠山市立歴史美術館
丹波篠山市呉服町53

同左
079-552-0601

http://www.withsasayama.jp
/REKIBUN/rekibi_top.htm


