
※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。

・・・・

Facebook Instagram Twitter LINE

最新情報やイベント情報を発信しています。
◆ 」館とさるふの心城野大「 前名
◆ユーザーネーム・ID「＠2018occm」 ※LINEのみ「＠rrv3507x」
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●特別展「東京藝術大学スーパークローン文化財展」（～14日㈰）
●大韓民国公州大学校博物館連携事業パネル展（～7日㈰）
●初めての博多人形展（～28日㈰）
●コワーキングスペースままいるーむ
●ここふるワークショップ（～7日㈰）
●クライミング体験（～7日㈰）※6日㈯は午後のみ
●未就学児対象「子どもクライミング体験会」
●被災地応援フェア（～21日㈰）
●岩手県復興ポスター展（～21日㈰）
●ここふるワークショップ（～14日㈰）
●クライミング体験（～14日㈰）※13日㈯は午後のみ
●大人限定クライミング体験
●未就学児対象「子どもクライミング体験会」
●ここふるワークショップ（～21日㈰）
●クライミング体験（～21日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●科学の学校
●おおのじょうふるさと作家アート展（～28日㈰）
●クライミング特別運用※午後のみ
●しょうわキッズデイ（～28日㈰）
●ここふる体験工房（～28日㈰）
●クライミング体験（～28日㈰）
●大人限定クライミング体験
●クライミング特別運用※午後のみ

●ここふるワークショップ（～4日㈰）
●クライミング体験（～4日㈰）
●ここふるワークショップ（～11日㈰）
●クライミング体験（～11日㈰）
●大人限定クライミング体験
●被災地応援フェア（～18日㈰）
●ここふるワークショップ（～18日㈰）
●クライミング体験（～18日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●企画展「善一田古墳群を掘る」（～6月27日㈰）
●しょうわキッズデイ（～25日㈰）
●ここふる体験工房（～25日㈰）
●クライミング体験（～25日㈰）
●大人限定クライミング体験
●特別展「歴史教科書でみる考古名品」（～6月20日㈰）
●クライミング体験

●ここふるワークショップ（～2日㈰）
●クライミング体験（～5日（祝・水））
●ここふるワークショップ（～9日㈰）
●クライミング体験（～9日㈰）
●大人限定クライミング体験
●ここふるワークショップ（～16日㈰）
●クライミング体験（～16日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●しょうわキッズデイ（～23日㈰）
●ここふる体験工房（～23日㈰）
●クライミング体験（～23日㈰）
●大人限定クライミング体験
●しょうわキッズデイ（～30日㈰）
●クライミング体験（～30日㈰）

●ここふるワークショップ（～6日㈰）
●クライミング体験（～6日㈰）
●ここふるワークショップ（～13日㈰）
●クライミング体験（～13日㈰）
●大人限定クライミング体験
●ここふるワークショップ（～20日㈰）
●クライミング体験（～20日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●しょうわキッズデイ（～27日㈰）
●ここふる体験工房（～27日㈰）
●クライミング体験（～27日㈰）
●大人限定クライミング体験

3日（土）

2日（火）

6日（土）

9日（火）  

10日（土）

17日（土）

20日（火）

24日（土）

1日（土）

8日（土）

15日（土）

22日（土）

29日（土）

20日（祝・土）

29日（祝・木）

5日（土）

19日（土）

12日（土）

26日（土）

  

21日（日）

  

27日（土）

13日（土）

30日（火）

23日（火）
25日（木）

※本紙掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症等の影響により、変更・中止となることがあります。あらかじめご了承ください。

～

主催：大野城心のふるさと館、大野城市、大野城市教育委員会

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、
特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、
小児慢性特定疾病医療受給者証を提示の場合、本人およびその介護者１名は無料。 ファンクラブ「ここふる友の会」の会員を募集してい

ます。特別展の内覧会のご案内や会員料金での観覧
など、会員だけの特典も満載！

入会申込書（館内で配布またはHPからダウンロー
ド）に必要事項をご記入の上、会費を添えて１階総合案
内でお申し込みください。
※未成年者は保護者の同意が必要

会　費 200円 有効期限 なし
入会方法

桜公園 田園と牛頸川ルートマップ

「大野城トレイル｣とは、
本市の豊かな自然・文化財・街並みをつなぎ、
市民や訪れた人が快適に歩くことができる

7つの散策路のことです。

牛頸川に沿って牛頸ダムまで
南下する長いルート。道中に
は『桜公園』や『さくらの
園』など、花見のおすすめス
ポットもあります。

市役所・各コミュニティ
センター・心のふるさと
館など

田園と牛頸川ルート トレイルマップ配布場所

スタッフの
つぶやきも
チェック♪
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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

★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

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）

鉄
西
①

★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。

R
J
②

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。

車
③

アクセスマップ

申込
専用

問い合
わせ用



営業時間

店 休 日
ランチタイム

講座学習室開放

ジョーくんの
公式HPも
チェック★

日　時 毎月第４土日　午後1時～3時
会　場 M2階　講座学習室
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。）
※詳しくは広報大野城（毎月１日号）や
　HPをご覧ください。

ここふるワークショップ ここふる体験工房

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

「ここふるワークショップ（季節の工作など）」と「しょうわキッズデイ
（折り紙など）」を開催しています！
どなたでも参加できますので、お気軽にどうぞ♪

毎月第３土曜日は、「大野ジョーくんとあそぼ」
を開催！ジョーくんとダンスやゲームで盛り上
がっちゃおう☆特別ゲストが来てくれること
もあるのでお楽しみに！

　ここふるショップで販売している東北地方・熊本県の特産
品・名産品の売り上げは、その全てを義援金として、東日本
大震災および熊本地震の被災地へ寄付しています。皆様の
応援よろしくお願いします。

＜これまでの活動実績＞
平成31年度　義援金　516,347円
＜義援金送付先＞
東北地方＝社会福祉法人三心会
　山田町第一保育所（岩手県山田町）〔395,482円〕
熊本県＝熊本県南阿蘇村〔120,865円〕

　Ｍ２階の講座学習室を無料開放しています！勉強や読書、趣味
などそれぞれの使い方に合わせて、どなたでも自由にご利用い
ただけます。開放日時は、１週間ごとにHP・SNSでお知らせして
います。

３月27日（土）・
　  28日（日） アンギン編み体験

４月24日（土）・
　  25日（日）

勾玉
ネックレス作り

５月22日（土）・
　  23日（日）

水引
アクセサリー作り

６月26日（土）・
　  27日（日） 瓦マグネット作り

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

心のふるさと館休館日に同じ
午前11時30分～午後2時30分
※詳細はHPをご覧ください。

会　場 Ｍ２階　講座学習室
利用料 無　料
申　込 利用当日に講座学習室前で受け付けます。

開催日 毎月第３土曜日
会　場 １階

ジョーホール
参加費 無　料

３月

４月

５月

６月

6（土）・7（日）・13（土）・14（日）・20（祝・土）・21（日）

27（土）・28（日）
古代のもようをスタンプしよう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

3（土）・4（日）・10（土）・11（日）・17（土）・18（日）

24（土）・25（日）
こいのぼりを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 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）

貨布しおりを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

5（土）・6（日）・12（土）・13（日）・19（土）・20（日）

26（土）・27（日）
七夕かざりを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

特別展

2
3

4

◇この春、教科書の世界が目の前に！
　大野城心のふるさと館も、もうすぐ３周年。こどもたちをはじめ
とした多くの皆様に、ふるさとの歴史を楽しく、分かりやすく伝
え、次代へ継承するためのさまざまな取り組みを行っています。
　春の特別展「歴史教科書でみる考古名品」では、誰もが一度は

歴史の教科書で目にしたことがある考古の
名品が、教科書から飛び出して心のふるさと
館にやってきます。重要文化財も初展示！
　この機会に、歴史が大好きな皆さんはも
ちろん、「歴史、ニガテだったんだよなあ…」
という人も、「本物」との出会いを通じてその
迫力に触れてみてください。きっと、新しい
歴史の魅力や楽しさが発見できますよ！

歴史教科書でみる
考古名品 重要文化財

人形装飾付異形注口土器

東京国立博物館蔵
Image:TNM Image Archives

令和３年４月29日（祝・木）～６月20日（日）
午前９時～午後５時 （入場は午後４時30分まで）

会　　場 3階　企画展示室
観 覧 料 一般  　　　 300円（250円）

高校生以下　無 料

※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金
学生証等の提示をお願いします。

日　　時

・飲食は原則できません。
・静かに過ごしましょう。

＜注意事項＞

心のふるさと館に重要文化財が
初めてやってくる！

中広形銅矛
（春日市教育委員会蔵）

有柄式磨製石剣
（福岡市埋蔵文化財センター蔵）

上級官人の献立（古都大宰府保存協会蔵）

広形銅戈鋳型（春日市教育委員会蔵）

小形仿製鏡（春日市教育委員会蔵）
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