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問い合わせ・申し込み先問い合わせ・申し込み先 アクセス情報アクセス情報

大野城心のふるさと館市民
ミュージアム

インフォメーション

★福岡（天神）駅から春日原駅まで急行約12分
●西鉄春日原駅より徒歩約12分
●西鉄下大利駅より西鉄バス　イオン大野城行き乗車
　「大野城市役所」下車徒歩約3分

※最新のイベント情報は
　HP・SNSでご確認ください。

（つながる事業）は団体企画による
心のふるさと館との共働事業です。

・・・・

電話番号
ＦＡＸ番号
メ  ー ル

Ｈ　　　Ｐ
休 館 日

開館時間
入 館 料

〒816-0934
福岡県大野城市曙町３丁目８-３

092-558-5000
092-558-2207
cocofuru@city.onojo.fukuoka.jp
occmboshu@city.onojo.fukuoka.jp
http://www.onojo-occm.jp/
毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
年末年始（12月28日～１月４日）
午前９時～午後７時
無料（特別展は有料）

①
西
鉄

★博多駅から大野城駅まで快速約13分
●JR大野城駅よりコミュニティバス　まどか号
　大城ルート乗車　「まどかぴあ」下車すぐ
※概ね30分間隔で運行。

②
J
R

●九州自動車道太宰府IC大野城方面出口より約6分
●福岡都市高速大野城出入口から大野城方面約10分
 ※駐車場は隣接するまどかぴあ駐車場（無料）をご利用ください。
　限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

③
車

アクセスマップ

申込
専用

問い合
わせ用

  1日（土） ●ここふるワークショップ（～2㈰） ●クライミング体験（～2㈰）
●日本遺産広域型認定記念イベント　キーワードラリー（～11/29㈰）

当日申込

  7日（土） ●ここふるワークショップ（～8㈰） ●クライミング体験（～8㈰）当日申込

  8日（土） ●ここふるワークショップ（～9㈰） ●クライミング体験（～10㈷㈪）当日申込

15日（土） ●ここふるワークショップ（～16㈰）
●クライミング体験（～16㈰）当日申込

22日（土） ●ここふる体験工房（～23㈰）
●しょうわキッズデイ（～23㈰）　●クライミング体験（～23㈰）

要申込

当日申込

24日（土） ●ここふる体験工房（～25㈰）
●しょうわキッズデイ（～25㈰）　●クライミング体験（～25㈰）

要申込

当日申込

17日（土） ●ここふるワークショップ（～18㈰）
●クライミング体験（～18㈰）当日申込

14日（土） ●ここふるワークショップ（～15㈰） ●クライミング体験（～15㈰） 当日申込

10日（土） ●ここふるワークショップ（～11㈰） ●クライミング体験（～11㈰） 当日申込

21日（土） ●ここふるワークショップ（～22㈰） ●クライミング体験（～23㈷㈪） 当日申込

19日（土） ●ここふるワークショップ（～20㈰） ●クライミング体験（～22㈷㈫） 当日申込

  3日（祝・火）●講演会「大野村周辺における軍需産業と本土決戦準備」
●クライミング体験

要申込

当日申込

26日（土） ●ここふる体験工房（～27㈰）
●しょうわキッズデイ（～27㈰）　●クライミング体験（～27㈰）

要申込

当日申込

12日（土） ●ここふるワークショップ（～13㈰）
●クライミング体験（～13㈰）当日申込

  6日（火） ●発掘された大野城市の遺跡展（～11/29㈰）
●大野城市の戦争とくらし（～11/29㈰）

  3日（土） ●ここふるワークショップ（～4㈰）
●クライミング体験（～4㈰）当日申込

  5日（土） ●ここふるワークショップ（～6㈰）
●クライミング体験（～6㈰）当日申込

12日（水） ●【夏休み特別運用】クライミング体験（～13㈭）当日申込

11日（日） ●まち歩き「米軍板付基地の思い出をめぐる」要申込

22日（日） ●ワークショップ「はじめての防災頭巾づくり」要申込

23日（祝・月）●子ども考古学体験 要申込

29日（土） ●しょうわキッズデイ（～30㈰）

18日（火）
●【夏休み特別運用】クライミング体験 当日申込

  1日（日） ●講演会「大野城市の遺跡を掘る」要申込

31日（土） ●クライミング体験（～11/1㈰） 当日申込
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16日（日） ●コワーキングスペースままいるーむ

28日（金） ●コワーキングスペースままいるーむ

15日（火） ●コワーキングスペースままいるーむ

28日（土） ●しょうわキッズデイ（～29㈰）　●クライミング体験（～29㈰）当日申込
●ここふる体験工房（～29㈰）要申込
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企画展

10月6日（火）

 ～11月29日（日）

●水城跡のあかり展（～23㈰）

※「特別展スタンプラリー」は、新型コロナウイルス感染症の影響等による特別展中止（2020
年春・夏）に伴い、上記のとおり期間を変更して実施します。

期　間 2020年10月～2022年３月（変更前：2020年４月～2021年３月）

2020年10月～2022年３月にかけて開催予定の特別展・企画展（全５回）で、
スタンプラリーを開催！下記のスタンプカードを切り取って、カードにスタン
プを貯めて、オリジナルの缶バッチをゲットしよう！

特別展

2020
・2021

Onojo 7(Seven) Treasures
～大野城市が誇る７つの宝を制覇せよ！～

日本遺産広域型
認定記念イベント

2020年６月19日（金）に、日本遺産『古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点～』の構成文化財
として、大野城跡・水城跡などの市内６つの史跡等が追加認定を受けました！
これを記念し、チェックポイントとなる心のふるさと館と６つの市内日本遺産構成文化財を巡る
キーワードラリーを開催！

参 加 費　 無 料

参加方法 ❶ ６つの市内日本遺産構成文化財と心のふるさと館で、各所１つずつ、
　 合計７つのキーワードを探します。
❷ 心のふるさと館に設置している申込用紙に7つのキーワードを記入します。（申込用紙はHPからもダウンロードできます。）
❸ 心のふるさと館１階の総合案内に提出すると、オリジナルグッズがもらえます！

８月１日（土）～11月29日（日）期　　間

新型コロナウイル
ス感染症等の影響
により、イベントが
変更・中止となる
ことがあります。
ご了承ください。

Wダブルチャンス
正解者のみが参加できる！
心のふるさと館オリジナル日本遺産広域型認定
記念グッズなどが当たる抽選会を開催！



毎月メニューが変わる工作「ここふるワークショップ」と折り紙や昔遊
びなどが体験できる「しょうわキッズデイ」を開催しています！
どなたでも参加できます。

ここふるワークショップ・体験工房

ここふるワークショップ ここふる体験工房

8月22（土）・
23（日）

考古学体験
－土器の模様を
　　　　うつしとろう－

9月26（土）・
27（日）

和綴じ
メモ帳作り

10月24（土）・
25（日）

昔のお金・
貨布作り

11月28（土）・
29（日） 藍染め体験

日　時 毎月第４土日 午後１時～３時

会　場 毎月異なります。
参加費 有料（料金は毎月異なります。）

申　込 事前申込制
（応募者多数の場合は抽選になります。）

※詳細は広報大野城（毎月１日号）やＨＰをご覧ください。

日　時 ●ここふるワークショップ 毎月第１～３土日　午前10時～午後４時

●しょうわキッズデイ 毎月第４・５土日　午前10時～午後４時
（受付は午後３時30分まで）

会　場 こども体験ギャラリー 参加費 無料 申　込 不要１階

８月

11月

およぐ金魚をつくろう！

10月

しょうわキッズデイ

しょうわキッズデイ

1（土）・2（日）・8（土）・9（日）・15（土）・16（日）

22（土）・23（日）・29（土）・30（日）

はがきでたこ作りをしよう！
7（土）・8（日）

折り紙・昔遊びなどの体験

どんぐりリースを作ろう！
14（土）・15（日）・21（土）・22（日）

折り紙・昔遊びなどの体験

折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

28（土）・29（日）

ぴょんぴょんかえるを作ろう！3（土）・4（日）・10（土）・11（日）・17（土）・18（日）

24（土）・25（日）

９月
折り紙・昔遊びなどの体験 しょうわキッズデイ

お月見のうさぎをつくろう！5（土）・6（日）・12（土）・13（日）・19（土）・20（日）

26（土）・27（日）

企画展

営業時間 午前10時～午後６時
※カフェオーダーストップ午後５時30分

店 休 日 心のふるさと館休館日に同じ
ランチタイム 午前11時30分～午後2時30分

ここふるショップのチャレンジスペースブースでは、ハンドメイド
作品の販売や展示を行っています。アクセサリーや布小物など
ジャンルは様々です。お気に入りを探しに遊びにきてください♪

※詳細はHPをご覧ください。

発掘された大野城市の

　ふるさと文化財課では、各種開発や史跡整備に伴い市内各所で発掘調査を実施していま
す。その成果は文化財調査報告書として随時刊行し、その数は181冊にのぼります。
　昨年度は、弥生時代から近世・近代におよぶ６遺跡について報告書を刊行し、
遺跡から見た大野城市の歴史を語る手がかりが蓄積しています。
　本企画展では「つくる」をテーマに、近年報告書が刊行された遺跡に関わ
る出土資料を中心に展示し、大野城市の歴史や文化財をご紹介します。

会　　場 3階　企画展示室 観 覧 料 無 料遺跡展

令和2年は終戦から75年を迎える節目の年です。大野城市
（当時は大野村）では、大きな空襲等は受けなかったものの、
多くの人々が戦争を身近に経験しました。本展では、これまで
本市に寄贈された民具や、発掘に
よって見つかった資料、聞き取り調
査をもとに、大野城市の戦時中・
戦後のくらしを紹介します。 

期　　間

10月6日（火）
 ～11月29日（日）

午前９時～午後７時

会　　場

2階　ミニテーマ展示
中２階　大野城コレクション・

収蔵展示（一部）

観 覧 料 無 料

10月6日（火）～11月29日（日）
午前９時～午後５時期　　間

浦島太郎の
土人形

宝松遺跡作業風景

谷蟹遺跡２号窯跡

日　時 11月１日（日）
午後２時～４時

会　場 中２階
講座学習室

申込期間 10月15日（木）～28日（水） 申込期間 11月2日（月）～16日（月）

定員定員

申込先着順
30名30名

日　時 11月23日（祝・月）
午後1時～４時

会　場 中２階　
講座学習室

子ども
考古学体験
子ども
考古学体験

定員定員

申込先着順
12名12名

参加費
無 料

日　時 期間中随時
会　場 ３階　企画展示室

「水城ふしぎ発見！」
動画上映

「水城ふしぎ発見！」
動画上映

参加費
無 料

講演会

「大野城市の
   遺跡を掘る」

参加費
無 料

イベントの申込方法 092-558-2206 申込受付時間　午前８時30分～午後５時　※土・日・祝日は除く電話のみ

対象者 長時間歩くため、体力に自信のある人

日　時 10月11日（日）
午後１時～４時

９月15日（火）～10月9日（金）申込期間

定員定員

申込先着順
20名20名

「米軍板付基地の
        思い出をめぐる」

参加費
無 料

まち歩き

米軍ハウスや板付基地跡など、大野
城市と周辺の関係地をめぐります。

「大野村周辺における
軍需産業と本土決戦準備」

参加費
無 料

講演会

日　時 11月３日（祝・火）
午後２時～４時

会　場 中２階　講座学習室
10月15日（木）～11月2日（月）申込期間

定員定員

申込先着順
30名30名

池田拓氏（宗像市教育委員会）を講師にむかえ、大野村の本
土決戦準備についてお話していただきます。

「はじめての
    防災頭巾づくり」

参加費
無 料

ワークショップ

持ち物 裁縫道具、好きな布（縦70cm、横120cm程度）

日　時 11月22日（日）午後２時～４時

会　場 中２階 講座学習室 対象者 小学４年生以上

11月２日（月）～16日（月）申込期間

定員定員

申込先着順
20名20名

戦時中の必需品であった防空頭巾は、現在は防災頭巾として活躍し
ています。好きな模様の布で、自分だけの防災頭巾を作りましょう！

イベントの申込方法 092-558-2206 申込受付時間　午前８時30分～午後５時　※土・日・祝日は除く電話のみ

心のふるさと館に「ここふる学校」が開校しました！本校で
は、館の各スタッフがそれぞれの経験・知識を活かし、「先
生」としてHP上で授業を行っています。簡単にチャレンジ
できるものや学芸員ならではの専門的なものなど、バラ
エティに富んだ授業をたくさんお届けします。

詳しくはＨＰをご覧ください。

ここふる学校

フレーフレーおおのじょう
プロジェクト

みんなでみんなを応援しよう！

新型コロナウイルス感染症の影響によって、不安な日々が
続いています。本プロジェクトでは、誰かの力になりたいと
思っている人から、不安を抱く人へ、一緒に今を乗り越え
るための応援メッセージを募集する企画です。また、皆さ
んから寄せられたメッセージはHPで公開しています。この
困難を一緒に乗り越えましょう！ （募集締切日：８月31日（月））

おうちでできる
ぬりえや工作などを

公開中！
出店者によるワークショップも
随時実施しています！
お気軽にご参加ください。


