
※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。
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※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。

・・・・

●特集展示２「貝原益軒と竹田春庵」（～10日㈰）
●戦争の記憶展（～24日㈰）
●ここふるワークショップ（～3日㈰）
●クライミング体験（～3日㈰）※2日㈯は午後のみ
●未就学児対象クライミング体験
●おおのじょうふるさと作家アート展～用の美の錫の世界～（～10日㈰）
●コワーキング・リフレッシュスペースままいるーむ
●ここふるワークショップ（～10日㈰）　●クライミング体験（～10日㈰）
●大人限定クライミング体験
●ここふるオレンジカフェ
●第24回大野城市美術協会～つむぎ進化する～展（～31日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●コワーキング・リフレッシュスペースままいるーむ
●ここふるワークショップ（～17日㈰）
●クライミング体験（～17日㈰）
●ここふるポンポン船を作ろう！
●ここふるハロウィン2021（～31日㈰）　●しょうわキッズデイ（～24日㈰）
●ここふる体験工房（～24日㈰）
●クライミング体験（～24日㈰）
●大人限定クライミング体験
●翰苑関連古典文学講演会①
●しょうわキッズデイ（～31日㈰）　●クライミング体験（～31日㈰）

●田川市石炭・歴史博物館キャラバン展「炭坑の記録、世界の記憶」（～12月5日㈰）
●パネル展「まぼろしの思水園」（～12月19日㈰）
●ＭＯＡ美術館福岡児童作品展　大野城地域展（～14日㈰）
●クライミング体験
●特別展「筑紫の至宝 ～国宝 翰苑の世界～」（～12月19日㈰）
●「炭坑の記録・世界の記憶」関連講演会
●ここふるランド（～7日㈰）　●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
●未就学児対象クライミング体験
●ここふるオレンジカフェ
●館長講座（秋期）②
●おおのじょう１Dayマーケット～秋空フリマ～
●ここふるワークショップ（～14日㈰）
●クライミング体験（～14日㈰）
●大人限定クライミング体験
●おおのじょうふるさと作家アート展～チョークアート展～（～21日㈰）
●大野城ウィンターイルミネーション2021（～12月26日㈰）
●ここふるショップ＆カフェ クリスマスフェア（～12月26日㈰）
●特別展関連イベント「消しゴムハンコ作り」（～21日㈰）
●大野ジョーくんとあそぼ
●ここふるワークショップ（～21日㈰）　●クライミング体験（～21日㈰）
●特別展関連講演会　　　　●クライミング体験
●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
●星先こずえ 切り絵展（～12月12日㈰）

●特別展関連イベント「デザイン書道」（～5日㈰）
●ここふるワークショップ（～5日㈰）
●クライミング体験（～5日㈰）※4日㈯は午後のみ
●未就学児対象クライミング体験
●翰苑関連古典文学講演会②
●ここふるワークショップ（～12日㈰）　●クライミング体験（～12日㈰）
●大人限定クライミング体験
●あつまれ！どうぶつ玩具展（～2月13日㈰）
●筑紫地区文化財写真展（～26日㈰）　●ここふるオレンジカフェ
●翰苑関連古典文学講演会③
●ここふるメリクリ（～26日㈰）　●大野ジョーくんとあそぼ
●ここふるワークショップ（～19日㈰）　●ここふる体験工房（～19日㈰）
●クライミング体験（～19日㈰）
●ここふるハイハイレース（～24日㈮）
●クライミング冬休み特別運用（～24日㈮）
●宇宙の学校Ⓡ2021in大野城
●しょうわキッズデイ（～26日㈰）　●クライミング体験（～26日㈰）
●大人限定クライミング体験
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※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。

　勉強や読書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。
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。

・飲食は原則できません。
・静かに過ごしましょう。

＜注意事項＞

大野城心のふるさと館開館３周年・
大野城市制50周年記念特別展

筑紫の至宝

～国宝 翰苑の世界～
かん　　えん

令和３年11月6日（土）～12月19日（日）
うち、国宝展示期間：令和3年12月７日（火）～12月19日（日）

（上記期間外は複製のみ展示）

国宝『翰苑 巻第卅』（倭国部分） 所蔵・画像提供：太宰府天満宮

伝御陵古墳出土 三角縁神獣鏡

須玖岡本遺跡出土多樋式銅剣（複製）
所蔵・画像提供：春日市教育委員会  

会　　期

2021 vol.10

★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

申込
専用

問い合
わせ用

ふるサポの会会員募集

ふるサポの会会員募集

ここふる友の会会員募集ここふる友の会会員募集

　館事業をサポートするボランティアを募集しています。
展示解説や館外ガイドなど、楽しく活動してみませんか？

16歳以上の方  ※未成年者は保護者の同意が必要

館の事業及び運営に関心を持ち、意欲的に活動に
取り組むことができる方

対　　象

　ファンクラブ「ここふる友の会」の会員を募集しています。
特別展の内覧会ご招待や会員料金での観覧など、会員だけ
の特典も満載！

どなたでも  ※未成年者は保護者の同意が必要対　　象

200円会　　費 なし有効期限

※入会方法等の詳細についてはＨＰをご覧ください。

入会方法等の詳細についてはＨＰをご覧ください。

　北海道にある『北海道博物館』が、おうち
でミュージアムを楽しもうという趣旨ではじ
めたものです。心のふるさと館もその趣旨に
賛同し、ぬり絵や工作などおうちで気軽にで
きるものをご紹介！

　館の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。エクササイズ・語学講座から、学
芸員による専門的なものまで、バラエティ
に富んだ授業をお届け中！



営業時間

日　　時

ランチタイム

日　時 毎月第４土日（12月のみ第３土日）
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♪

　心のふるさと館１階のここふるショップで、クリスマスフェアを開
催します！期間中は、店内がクリスマス一色に！クリスマス限定メニ
ューも登場しますのでお楽しみに♪

10月23日（土）・
　　 24日（日）

昔のお金・
貨布作り

11月27日（土）・
　　 28日（日） 藍染め体験

12月18日（土）・
　　 19日（日）

クリスマス
チョークアート
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

令和３年11月20日（土）
　　　　　　　～12月26日（日）

午前11時30分～午後2時30分
※詳細はHPをご覧ください。

クリスマスフェア

10月

11月

12月

2（土）・3（日）・9（土）・10（日）・16（土）・17（日）
ハロウィンのお面を作ろう！

しょうわキッズデイ

6（土）・7（日）
（※まどかフェスティバル） どんぐりリースを作ろう！

13（土）・14（日）・20（土）・21（日）
竹とんぼを作ろう！

しょうわキッズデイ

4（土）・5（日）・11（土）・12（日）・18（土）・19（日）

25（土）・26（日）
クリスマスカードを作ろう！

この日だけの折り紙が楽しめます。 しょうわキッズデイ

大野城心のふるさと館開館３周年・
大野城市制50周年記念特別展

筑紫の至宝
～国宝
 翰苑の世界～

かん　  えん

令和３年11月6日（土）～12月19日（日）
午前９時～午後５時 （入場は午後４時30分まで）
※国宝展示期間：12月７日（火）～12月19日（日）

（上記期間外は複製のみ展示）

会　　場 3階　企画展示室

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、西日本新聞社
特別協力 太宰府天満宮

観 覧 料 一般  　　　 300円（250円）
高校生以下　無 料

※国宝展示期間外は100円（50円）
※（　）内はここふる友の会会員・20名以上の団体料金

　　  やりみぞ
井原鑓溝遺跡出土
内行花文鏡
所蔵・画像提供：伊都国歴史博物館

『翰苑　巻第卅』(複製)　
所蔵：太宰府天満宮

大野城市指定文化財
仲島遺跡出土　貨布

学生証等の提示をお願いします。

日　　時

心のふるさと館に
国宝がやってくる！

23（土）・24（日）・30（土）・31（日）
この日だけの折り紙が楽しめます。

27（土）・28（日） この日だけの折り紙が楽しめます。

　国宝『翰苑　巻第卅』は、唐代に張楚金が記した書物で、様々な歴史書
から匈奴や倭国など、周辺の国々についての記述をまとめた事典です。中
国では既に原文・写本共に失われていますが、世界で太宰府天満宮にのみ、
平安時代に作られた写本が伝えられています。中でも邪馬台国に関する記
述には、今はもう残されていない歴史書からの引用も多いため、邪馬台国
を知る上で大変貴重な資料です。
本展ではこの『翰苑』の世界観を
掘り下げ、末廬国、伊都国、奴国
といった、倭国の国々の様相と共
にご紹介します。
※来館者多数の場合は、一時的に入場を
　制限する場合があります。特別展ご観
　覧に際しては、「特別展事前電話予約」
　をいただいた方から優先にご観覧いた
　だけます。詳しくは心のふるさと館ま
　でお問い合わせください。
　予約開始日：11月2日（火）午前9時～

　　　　　　　　　　　　　　　まきだいさんじゅう　　　　　　　　　　　　   ちょうそきん　

　　　　  きょうど　　　　わこく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  やまたいこく

　　　　　　　　　　　　 まつろこく　　　　 　いとこく　　　　　なこく

期　間 11月２０日（土）～
12月２６日（日）

令和3年

会　場 大野城まどかぴあ南側広場、市内各所
問合せ先 まどかぴあ管理課（092-586-4000）

　

20212021

※詳細は大野城まどかぴあＨＰをご覧ください。

　大野城ウィンターイルミネーションも今年で３回目！今年もま
どかぴあ南側広場などで、未来に向けた「希望の灯り」が灯りま
す。きれいなイルミネーションをお楽しみください。

上記の関連イベントの申込方法

ＦＡＸ、メール、はがき、１階総合案内

会　場 Ｍ２階　講座学習室
講　師 太宰府天満宮顧問・

文化研究所主管学芸員　味酒 安則 氏

日　時 11月23日（祝・火）
午後１時30分～３時30分

参加費 無料

定員

各回

定員

定員定員応募者多数の場合抽選
50名名

「１.特別展
 関連講演会」

国宝 翰苑の魅力についてお話しします。

《必要事項》
　参加イベント名、参加者の氏名・年齢・住所・電話番号
　※一口につき１名まで申込めます。

田川市石炭・歴史博物館
交流キャラバン展

「炭坑の記録、世界の記憶」

関連講演会

日　時 令和３年11月２日（火）～12月５日（日）
午前９時～午後７時

ヤ　　 マ

会　場 ２階 ミニテーマ展示、
Ｍ２階 大野城コレクション

主　催 田川市石炭・歴史博物館、田川市教育委員会
田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会
大野城心のふるさと館

●テーマ　山本作兵衛コレクションからみる筑豊の炭坑
●日　時　11月6日㈯ 午後１時半～３時半
●会　場　Ｍ２階 講座学習室
●講　師　福本 寛 氏(田川市石炭・歴史博物館)
●定　員　50人（申込多数の場合は抽選）
●参加費　無料
●申込方法　◇FAX◇メール◇はがき◇総合案内窓口
　　　　　　 （参加者の氏名・電話番号・住所を記入）
　　　　　　※１口に付き１人のみ申し込めます。
●申込締切日　10月22日㈮ 午後７時

　田川市石炭・歴史博物館との交流展示として、同館が所
蔵する日本初ユネスコ「世界の記憶」登録の、山本作兵衛
コレクション・炭坑記録画（複製画含む）を展示します。

大野城心のふるさと館開館３周年・
大野城市制50周年記念

参加費 無料

50
会　場 Ｍ２階　講座学習室
講　師 消しゴムハンコ作家

古賀 明子 氏
対　象 小学４年生以上

申込期間 10月20日㈬午前9時
～ 11月10日㈬午後7時必着

参加費 200円申込期間 10月10日㈰午前9時
～ 10月31日㈰午後7時必着

日　時 11月20日（土）21日（日）
①午前10時30分～ ②午後２時～
（各回90分）

日　時 12月4日（土）
①午前10時30分～ ②午後２時～（各回90分）

応募者多数の場合抽選
10名名

年末年始を彩る自分だけのオリジナルハンコ作りに
挑戦！初心者にもわかりやすくレクチャーします！

「2.ワークショップ
消しゴムハンコ作り」

「3.ワークショップ

「1 デザイン書道で華やかに！干支年賀状作り」

デザイン書道（2種）」

10

各回

定員定員会　場 Ｍ２階　講座学習室
講　師 FUKUOKA

デザイン書作会
対　象 小学生以上

（小学3年生以下は保護者1名同伴）
申込期間 11月2日㈫午前9時

～ 11月23日　　午後7時必着

応募者多数の場合抽選
10名名

自分だけのおしゃれな年賀状作りに挑戦しよう！

10

各回

各回

参加費 300円

日　時 12月5日（日）
①午前10時30分～ ②午後２時～（各回90分）

「2 大きな紙に大文字を書こう！」
書く楽しさを感じながら、思いっきり大文字を書いてみよう！

参加費 200円


