★は通常有料の施設です。

新型コロナウィルス感染症拡大防止対策等のため、休館や入場制限などを
行う場合があります。開館等についての最新情報は必ず各施設の公式サイ
ト等でご確認ください。

※なおミュージアム所在地における緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の実施状況によっては開催を見合わせる場合がございます。
※こちらに記載の情報は9月30日時点の情報となります。

兵庫県

とは…

福井県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島県・京都市・大阪市・堺市・神戸市の施設が参加

嶺北

鳥取県

関西一円の文化施設で関西の文化をもっと気軽に

地元の魅力再発見！ ～今年の関西文化の日は地元のミュージアムへ～

京都府

知っていただくために、11月の一定期間の入館料を

中部

但馬
・
丹波

東部

北中部

西部

大阪府

堺市
泉州

徳島県

南河内

施設名称および実施期間 ★は通常有料の施設です。

北部

北勢

三重県

中南勢
伊勢志摩

淡路
和歌山市・紀北

西部

滋賀県

湖北・湖西

大津
・ 甲賀
京都市 湖南
・
湖東
東播磨
阪神南 豊能
北播磨
阪神北 三島
南部
北・
神戸市
伊賀
大阪市 中河内

西播磨
中播磨

無料(原則として常設展)でご利用いただく日を設定しました。

福井県

嶺南

東部

南部
東紀州

紀中
南部
紀南

奈良県

和歌山県

嶺北
·白山平泉寺歴史探遊館まほろば11/1～30
·福井県教育博物館 ・・・・・・・・・・ 11/2～30
★雨田光平記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·伊藤柏翠俳句記念館 ・・・・・・・ 11/13～14
★越前町織田文化歴史館 ・・・・・ 11/13～14
★金津創作の森美術館 ・・・・・・・ 11/13～14
★COCONOアートプレイス ・・ 11/13～14
★大野市民俗資料館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★大野市歴史博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★「ちひろの生まれた家」記念館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★福井県立歴史博物館 ・・・・・・・ 11/13～14

三重県
北勢
·桑名市石取会館 ・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·朝日町歴史博物館 ・・・ 11/3・11/13～30
·伊勢型紙資料館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·佐佐木信綱記念館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·庄野宿資料館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·大黒屋光太夫記念館 ・・・・・・・ 11/13～14
★鈴鹿市考古博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·鈴鹿市稲生民俗資料館 ・・・・・ 11/13～14
·四日市公害と環境未来館・・・・・・・・・11/14
·四日市市楠歴史民俗資料館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/14
·四日市市立博物館 ・・・・・・・・・・・・・・11/14
★亀山市歴史博物館 ・・・・・・・・・ 11/20～21

「関西文化の日」開催施設の詳細は、
WEB よりご覧ください！

右記、読み取りで

関西文化.com

関西文化.comでは、関西文化の日の情報のほか、
関西の美術館•博物館などで催されるイベント情報
も収集できます。ぜひご活用ください。

主催：関西広域連合 関西観光本部 関西元気文化圏推進協議会

につながります。

協力：文化庁 地域文化創生本部

後援：ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会

滋賀県
大津・湖南
·大津祭曳山展示館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·栗東歴史民俗博物館 ・・・・・11/3・13～14
★大津絵美術館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★大津市歴史博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★公益財団法人木下美術館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★滋賀県立美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★滋賀県立琵琶湖博物館 ・・・・・ 11/13～14

·福井県ふるさと文学館 ・・・・・・ 11/13～14
·福井県立こども歴史文化館 ・・ 11/13～14
★本願清水イトヨの里 ・・・・・・・・ 11/13～14
★福井市おさごえ民家園 ・・・・・・ 11/20～21
★福井市愛宕坂茶道美術館 ・・・ 11/20～21
★福井市橘曙覧記念文学館 ・・・ 11/20～21
★福井市自然史博物館 ・・・・・・・ 11/20～21
★福井市美術館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/20～21
★福井市立郷土歴史博物館 ・・・ 11/20～21
·福井市グリフィス記念館 ・・・・ 11/20～21
★養浩館（旧御泉水屋敷）庭園
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/20～21
·越前市武生公会堂記念館 ・・・・・・・・11/28
嶺南
·御食国若狭おばま食文化館・・・ 11/1～30

·小浜町並み保存資料館 ・・・・・・ 11/1～30
★おおい町暦会館・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·熊川宿若狭美術館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★みなとつるが山車会館 ・・・・・・ 11/13～14
·高浜町郷土資料館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★山川登美子記念館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★若狭三方縄文博物館 DOKIDOKI館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★敦賀市立博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★美浜町歴史文化館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★福井県立若狭歴史博物館 ・・・ 11/13～14
★人道の港 敦賀ムゼウム ・・・・ 11/13～14
·福井県海浜自然センター ・・・・ 11/13～14
★福井県年縞博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★若狭国吉城歴史資料館 ・・・・・ 11/20～21

中南勢
·津市白山郷土資料館 ・・・・・・・・・・・・11/13
★斎宮歴史博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★三重県総合博物館：MieMu（みえむ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★三重県立美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★松阪市指定史跡 松浦武四郎誕生地
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·国史跡谷川士清旧宅 ・・・・・・・ 11/13～14
·国登録有形文化財 旧明村役場庁舎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·津市安濃郷土資料館 ・・・・・・・ 11/13～14
·津市一身田寺内町の館 ・・・・・ 11/13～14
·津市芸濃郷土資料館 ・・・・・・・ 11/13～14
·津市香良洲歴史資料館（若桜会館） ・・ 11/13～14
·津市美杉ふるさと資料館 ・・・・ 11/13～14

·津市美里ふるさと資料館 ・・・・ 11/13～14
·明和町ふるさと会館 ・・・・・・・・ 11/13～14
伊勢志摩
·志摩市歴史民俗資料館 ・・・・・・ 11/2～30
·伊勢志摩サミット記念館「サミエール」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★尾崎咢堂記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·村山龍平記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·山田奉行所記念館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
伊賀
·俳聖殿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
★夏見廃寺展示館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★名張藤堂家邸跡 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
東紀州
★尾鷲市立天文科学館 ・・・・・・・ 11/12～14
·三重県立熊野古道センター ・・ 11/13～14

★草津市立水生植物公園みずの森
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★銅鐸博物館（野洲市歴史民俗博物館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★長等創作展示館（三橋節子美術館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
甲賀・湖東
·滋賀県平和祈念館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·東近江市能登川博物館 ・・・・・・ 11/1～28
·ガリ版伝承館 ・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★野口謙蔵記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14

★観峰館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·甲賀市信楽伝統産業会館 ・・・ 11/13～14
★滋賀県立安土城考古博物館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★多賀町立博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·東海道伝馬館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★ボーダレス・アートミュージアムＮＯ－ＭＡ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★西堀榮三郎記念探検の殿堂
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/20～21
★愛荘町立歴史文化博物館 ・・・ 11/20～23

※実施期間中にも休館日が設定されている施設がありますのでご了承ください。

※9月30日時点の情報となります。最新情報はホームページをご覧ください。

北中部
★日本の鬼の交流博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/3
★福知山市佐藤太清記念美術館 ・・・・・ 11/3
★福知山市大江町和紙伝承館 ・・・・・・・ 11/3
★福知山市夜久野町化石・郷土資料館 ・・ 11/3
★福知山城天守閣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3
·福知山市芦田均記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/3
·福知山市治水記念館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/3
·福知山市丹波生活衣館 ・・・・・・・・・・・ 11/3
·真下飛泉資料室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3
★京都府立丹後郷土資料館 ・・・・・・11/5～7
★京丹後市立郷土資料館 ・・・・・・・・・・11/13
★やくの 木と漆の館 ・・・・・・・・・・・・・・11/14
★亀岡市文化資料館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★京丹後市立丹後古代の里資料館 ・・ 11/13～14
·グンゼ博物苑・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·天然砥石館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★みずのき美術館・・・・・・・・・・・・ 11/14～15
南部
·長岡京市立中山修一記念館 ・・ 11/1～30
·長岡京市立埋蔵文化財調査センター
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
★けいはんな記念公園・・・・・・・・・・・・・・ 11/3
★城陽市歴史民俗資料館 ・・・・・・・・・・・ 11/3
·向日市文化資料館 ・・・・・・・・・・ 11/６～30

豊能・三島
·カップヌードルミュージアム 大阪池田
(正式名称：安藤百福発明記念館 大阪池田)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·箕面市立郷土資料館 ・・・・・・・・ 11/1～30
·池田市立上方落語資料展示館
落語みゅーじあむ ・・・・・・・・・・・・・11/3～7
★公益財団法人 奥内陶芸美術館 ・・11/9～14
·大阪大学総合学術博物館 ・・・・・・・・11/13
·池田市立歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14
·茨木市立キリシタン遺物史料館 ・・ 11/13～14
·茨木市立文化財資料館 ・・・・・ 11/13～14
·茨木市立川端康成文学館 ・・・ 11/13～14
·高槻市立今城塚古代歴史館 ・・ 11/13～14
·高槻市立しろあと歴史館 ・・・・ 11/13～14
·高槻市立歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14
·吹田市立平和祈念資料館 ・・・ 11/13～14
·富士正晴記念館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·関西大学博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/14～19
北・中河内
·寝屋川市立埋蔵文化財資料館 ・・・・11/1～30
·大阪府立中央図書館 ・・・・・・・・ 11/2～30
·門真市立歴史資料館 ・・・・・・・・ 11/2～30
·枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館・・ 11/2～30
★史跡重要文化財 鴻池新田会所・・11/3・13～14

兵庫県
神戸市
·神戸市埋蔵文化財センター ・・・ 11/1～28
·神戸深江生活文化史料館 ・・・・ 11/1～28
·アシックス スポーツ ミュージアム ・・ 11/1～30
·菊正宗酒造記念館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·シルクロード絨毯ミュージアム ・・・ 11/1～30
·白鶴酒造資料館 ・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·ラインの館（神戸市認定伝統的建造物
旧ドレウェル邸） ・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
★横尾忠則現代美術館 ・・・・・・・ 11/11～12
·麻酔博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/11～12
★兵庫県立美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/12～13

★国指定重要文化財
鉄眼版一切経版木収蔵庫 ・・・・・・・・11/11
★京都府立山城郷土資料館 ・・・ 11/13～14
★宇治市植物公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/23
京都市
·川島織物文化館 ・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·KCIギャラリー（京都服飾文化研究財団）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·京エコロジーセンター（京都市環境保全
活動センター） ・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·京都産業大学ギャラリー ・・・・・ 11/1～30
·京都市歴史資料館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·古典の日記念 京都市平安京創生館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·中信美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·虎屋 京都ギャラリー ・・・・・・・・・ 11/1～30
·西陣織会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·佛教大学宗教文化ミュージアム ・・ 11/1～30
·京都dddギャラリー ・・・・・・・・・ 11/2～30
★京都府立植物園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3
★京都国際マンガミュージアム ・・・・・・ 11/5
★京都工芸繊維大学美術工芸資料館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/5～6
·オムロンコミュニケーションプラザ・・ 11/8～12
·薫習館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/11～25
·大谷大学博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/13

★京都伝統工芸館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/13
·京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/13
·京都市人権資料展示施設
「柳原銀行記念資料館」 ・・・・・・・・・・11/13
·art space co-jin ・・・・・・・・・ 11/13～14
★京都国立近代美術館 ・・・・・・・ 11/13～14
★京都市学校歴史博物館 ・・・・・ 11/13～14
★京都大学総合博物館 ・・・・・・・ 11/13～14
※事前予約制

★京都文化博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·京の食文化ミュージアム・あじわい館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·京都市景観・まちづくりセンター ・・ 11/13～14
·京都市考古資料館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·京都市市民防災センター ・・・・ 11/13～14
·京都府立京都学・歴彩館 ・・・・ 11/13～14
·ニッシャ印刷歴史館 ・・・・・・・・ 11/13～14
·新島旧邸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·ハリス理化学館同志社ギャラリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·藤森神社 宝物殿・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·八つ橋庵とししゅうやかた ・・・ 11/13～14
★京都府立堂本印象美術館 ・・・・・・・・11/14
★漢検 漢字博物館・図書館
（漢字ミュージアム） ・・・・・・・・・・・・・11/14

※事前予約制

★八尾市立歴史民俗資料館 ・・・・・・11/6～7
·大東市立歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14
★東大阪市立郷土博物館 ・・・・・ 11/13～14
·東大阪市立埋蔵文化財センター
「発掘ふれあい館」 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★八尾市立しおんじやま古墳学習館 ・・ 11/13～14
·八尾市立埋蔵文化財調査センター・・ 11/13～14
·淀川資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★安中新田会所跡 旧植田家住宅 ・・ 11/20～21
★市立枚方宿鍵屋資料館 ・・・・・ 11/20～21
大阪市
·大阪市公文書館 ・・・・・・・・・・・・・・11/1～8
·大阪府立上方演芸資料館（ワッハ上方）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·ミズノスポートロジーギャラリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·大同生命大阪本社ビル ・・・・・・ 11/2～30
·大阪科学技術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★大阪企業家ミュージアム ・・・・ 11/13～14
★大阪国際平和センター（ピースおおさか）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★国立国際美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★適塾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★道頓堀ミュージアム並木座・・・ 11/13～14
·造幣博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·加賀屋新田会所跡・加賀屋緑地 ・・ 11/14～15
★咲くやこの花館 ・・・・・・・・・・・・ 11/20～21
堺市
·舳松人権歴史館 ・・・・・・・・・・・・ 11/1～30

★大仙公園日本庭園 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3
★堺 アルフォンス・ミュシャ館 ・・・・・・・・ 11/5
★小谷城郷土館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★堺市博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★堺市立みはら歴史博物館・・・・ 11/13～14
★堺市立町家歴史館山口家住宅・・ 11/13～14
★堺市立町家歴史館 清学院・・・ 11/13～14
·堺市立平和と人権資料館・・・・ 11/13～14
★さかい利晶の杜・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★自転車博物館サイクルセンター・・ 11/13～14
南河内
★大阪府立近つ飛鳥博物館 ・・・ 11/13～14
·河内長野市立ふるさと歴史学習館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★重要文化財 旧杉山家住宅 ・・ 11/13～14
★太子町立竹内街道歴史資料館 ・・ 11/13～14
泉州
·貝塚市歴史展示館
（ふるさと 知っとこ！館） ・・・・・ 11/1～29
·泉佐野市立歴史館いずみさの・・・ 11/1～30
★泉佐野ふるさと町屋館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/3・11/6・11/20
★きしわだ自然資料館 ・・・・・・・・ 11/13～14
★大阪府立弥生文化博物館 ・・・ 11/13～14
·泉大津市立池上曽根弥生学習館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·貝塚市郷土資料展示室 ・・・・・ 11/13～29

★風見鶏の館（国指定重要文化財
旧トーマス住宅） ・・・・・・・・・・・・・・・・11/13
·「昔の酒蔵」沢の鶴資料館 ・・・ 11/13～14
★神戸らんぷミュージアム・・・・・ 11/13～14
★孫文記念館（移情閣） ・・・・・・・ 11/13～14
★バンドー神戸青少年科学館・・・ 11/13～14
★阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター ・・・・・・・・・・・11/17
★BBプラザ美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/20
阪神南・阪神北
·あまらぶアートラボ A-Lab・・・ 11/1～30
·新宮 晋 風のミュージアム
（兵庫県立有馬富士公園） ・・・・ 11/1～30
·尼崎信用金庫 世界の貯金箱博物館・・ 11/2～28

·尼信会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/2～30
·川西市文化財資料館 ・・・・・・・・ 11/2～30
·西宮市立郷土資料館 ・・・・・・・・ 11/2～30
★芦屋市谷崎潤一郎記念館 ・・・・・・・・・ 11/3
★芦屋市立美術博物館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/3
★滴翠美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3・23
·川西市歴史民俗資料館 ・・・・・・ 11/3～28
·宝塚市立小浜宿資料館 ・・・・・・ 11/3～28
·宝塚市立歴史民俗資料館 旧和田家住宅
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/3～28
★川西市郷土館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/7
★株式会社エーデルワイスミュージアム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/12～13

※実施期間中にも休館日が設定されている施設がありますのでご了承ください。

※ご見学にはご予約が必要となります。事前にご予約お願いします。

※9月30日時点の情報となります。最新情報はホームページをご覧ください。

★は通常有料の施設です。

兵庫県の続き

今年度の関西文化の日は1月にも
「関西文化の日プラス」
として実施！1月

とは…

施設名称および実施期間

★は通常有料の施設です。

地元の魅力再発見！ ～今年の関西文化の日は地元のミュージアムへ～

福井県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・徳島県・京都市・大阪市・堺市・神戸市の施設が参加

こちらに記載の情報は9月30日時点の情報となります。
最新の情報は必ずホームページをご覧ください。
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兵庫県

「関西文化の日」開催施設の詳細は、
WEB よりご覧ください！

右記、読み取りで

兵庫県

につながります。

兵庫県

関西文化.com

関西文化.comでは、関西文化の日の情報のほか、
関西の美術館•博物館などで催されるイベント情報
も収集できます。ぜひご活用ください。

·福井県ふるさと文学館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
·熊川宿若狭美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22～23
★美浜町歴史文化館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22～23
·朝日町歴史博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
★尾鷲市立天文科学館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/7～9
·三重県立熊野古道センター ・・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
·山田奉行所記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
·栗東歴史民俗博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·甲賀市信楽伝統産業会館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1/9～10
★大津市歴史博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/10
★大津絵美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
★愛荘町立歴史文化博物館 ・・・・・・・・・・・・・・ 1/22～23
·京都市洛西竹林公園 竹の資料館 ・・・・・・・・ 1/4～31
·川島織物文化館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～7
·古典の日記念 京都市平安京創生館 ・・・・・・ 1/5～31
★京都大学総合博物館 ※事前予約制 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
·京都市人権資料展示施設「ツラッティ千本」・・ 1/10～15
·オムロンコミュニケーションプラザ ・・・・・・・ 1/11～14
·京都市人権資料展示施設「柳原銀行記念資料館」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/11～16
★宇治市植物公園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15
·大谷大学博物館 ※事前予約制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22
★京丹後市立郷土資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22
★京丹後市立丹後古代の里資料館 ・・・・・・・・・・・・・ 1/22
★京都市学校歴史博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/30
★京都府立堂本印象美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/30
★京都府立丹後郷土資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/30
★京都府立山城郷土資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/30
·大阪府立上方演芸資料館（ワッハ上方）・・ 1/４～1/30
★大阪市立東洋陶磁美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5
·大同生命大阪本社ビル ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～28
·大阪府立中央図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館 ・・・・・・・ 1/5～30
·貝塚市歴史展示館（ふるさと 知っとこ！館）・・ 1/5～31
★国立国際美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
★堺市博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8～10
·貝塚市郷土資料展示室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8～30
★堺市立みはら歴史博物館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/9
★大阪市立自然史博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/9～10
·堺市立平和と人権資料館 ・・・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
★大阪歴史博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/17
★道頓堀ミュージアム並木座 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/20
·泉大津市立池上曽根弥生学習館 ・・・・・・・・ 1/22～23
·大阪大学総合学術博物館 ・・・・・・・・・・・・・・ 1/24～29
·新宮 晋 風のミュージアム（兵庫県立有馬富士公園）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/1～16
★兵庫県立考古博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2
※有料エリアにおける常設展の観覧料金相当分

★兵庫県立考古博物館加西分館「古代鏡展示館」 ・・ 1/2
※別途 兵庫県立フラワーセンター入園料が必要

兵庫県

★加古川流域滝野歴史民俗資料館 ・・・・・・・・・・・ 1/4～6

の特定日（施設ごとに設定）
に入館料を無料※とし、関西の文化に気軽に
接していただく機会を提供する取組です。※原則として常設展の入館料が無料
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·あまらぶアートラボ A-Lab・・・・・・・・・・・・・・ 1/4～31
·兵庫県立大学天文科学センター西はりま天文台・・ 1/４～31
★香美町立村岡民俗資料館まほろば・・・・・・・・・・・・・ 1/5
·宝塚市立小浜宿資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·宝塚市立歴史民俗資料館 旧和田家住宅 ・・ 1/5～30
·川西市文化財資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·姫路市埋蔵文化財センター ・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·尼崎信用金庫 世界の貯金箱博物館 ・・・・・・ 1/6～30
·尼信会館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/6～30
·菊正宗酒造記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/6～31
★兵庫陶芸美術館 ※有料エリアにおける常設展の観覧料金相当分 ・・ 1/7
★横尾忠則現代美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/7
★丹波市立俳人細見綾子生家 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
·「昔の酒蔵」沢の鶴資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1/8～9
·神戸深江生活文化史料館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1/８～30
★公益財団法人堀江オルゴール博物館・・・・・・・・・・・ 1/9
★あかりの鹿児資料館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/10
★あさご芸術の森美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/10
★芦屋市立美術博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15
★芦屋市谷崎潤一郎記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15
★丹波竜化石工房ちーたんの館・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15
★たつの市立龍野歴史文化資料館 ・・・・・・・・ 1/22～23
★たつの市立室津海駅館 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22～23
★たつの市立室津民俗館 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/22～23
★丹波市立植野記念美術館 ・・・・・・・・・・・・・・ 1/29～30
★兵庫県立美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/30
·奈良町にぎわいの家 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/4
·柿博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～30
·馬見丘陵公園館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/5～31
·明日香民俗資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
·明日香村埋蔵文化財展示室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8
·南都明日香ふれあいセンター犬養万葉記念館 ・・・ 1/8
·御所市文化財事務所 展示室・・ 1/4～14・17～28・31
★奈良市杉岡華邨書道美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/10
★唐古・鍵考古学ミュージアム ・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
·奈良市史料保存館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/15～16
·三光丸クスリ資料館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １/15～16
★歴史に憩う橿原市博物館 ・・・・・・・・・・・・・・ １/15～16
★入江泰吉旧居 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/16
★市立五條文化博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/23
·河合町中央公民館 文化財展示室 ・・・・・・・ １/29～30
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参加施設やスケジュールなど詳しい情報はホームページをご覧ください。
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お 問 い合 わ せ

               

関西文化の日

関西文化の日事務局 ℡ 06-4964-8844（平 日 1 0：0 0 ～ 1 7：0 0）

★丹波市立植野記念美術館 ・・・・・・11/6～7
★丹波竜化石工房ちーたんの館・・・・・11/13
★あさご芸術の森美術館・・・・・・ 11/13～14
·いずし古代学習館 ・・・・・・・・・・ 11/13～14
★香美町立村岡民俗資料館まほろば
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★丹波市立春日歴史民俗資料館・・ 11/13～14
★丹波市立柏原歴史民俗資料館・
田ステ女記念館・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·丹波布伝承館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★兵庫陶芸美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14

中播磨・西播磨
·上郡町郷土資料館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·兵庫県立大学天文科学センター
西はりま天文台 ・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30

·姫路市埋蔵文化財センター ・・・ 11/2～30
·たつの市立埋蔵文化財センター ・・ 11/5～26
★たつの市立室津海駅館 ・・・・・ 11/13～14
★たつの市立室津民俗館 ・・・・・ 11/13～14
★たつの市立龍野歴史文化資料館・・ 11/13～14
★公益財団法人霞城館・矢野勘治記念館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★宍粟市歴史資料館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★赤穂市立民俗資料館 ・・・・・・・ 11/13～14
★赤穂市立歴史博物館 ・・・・・・・ 11/13～14
★姫路市立書写の里・美術工芸館・・ 11/13～14
★姫路市立美術館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★姫路文学館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·太子町立歴史資料館 ・・・・・・・ 11/13～14
·福崎町立神崎郡歴史民俗資料館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·福崎町立柳田國男・松岡家記念館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★赤穂市立美術工芸館 田淵記念館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/14～15
★姫路市立水族館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/23
但馬・丹波
★丹波市立俳人細見綾子生家 ・・・・・・・ 11/3

北部
·橿原市藤原京資料室 ・・・・・・・・ 11/1～30
·天理市黒塚古墳展示館 ・・・・・・ 11/1～30
·馬見丘陵公園館 ・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
★桜井市立埋蔵文化財センター・・11/3・13～14
★奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/3・13～14
★奈良県立美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/7
★高松塚壁画館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/12
·明日香村埋蔵文化財展示室 ・・・・・・11/13
·明日香民俗資料館 ・・・・・・・・・・・・・・11/13
·斑鳩町文化財活用センター ・・ 11/13～14

·生駒市高山竹林園 ・・・・・・・・・ 11/13～14
★宇陀市歴史文化館「薬の館」 ・・・ 11/13～14
★おおくぼまちづくり館 ・・・・・・・ 11/13～14
★香芝市二上山博物館 ・・・・・・・ 11/13～14
★橿原神宮 宝物館 ・・・・・・・・・・ 11/13～14
★葛城市相撲館「けはや座」 ・・・ 11/13～14
★葛城市歴史博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·河合町中央公民館 文化財展示室
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★公益財団法人柳沢文庫 ・・・・・ 11/13～14
★唐古・鍵考古学ミュージアム・・ 11/13～14
·三光丸クスリ資料館 ・・・・・・・・ 11/13～14
★奈良県立民俗博物館 ・・・・・・・ 11/13～14
★奈良市杉岡華邨書道美術館 ・・・ 11/13～14

·奈良市史料保存館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·奈良町にぎわいの家・・・・・・・・ 11/13～14
·箱本館「紺屋」 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★歴史に憩う橿原市博物館・・・・ 11/13～14
★入江泰吉旧居 ・・・・・・・・・・・・・ 11/20～21
★奈良国立博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/20～21
★入江泰吉記念奈良市写真美術館 ・・ 11/20～21
·南都明日香ふれあいセンター
犬養万葉記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/21
★大和文華館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/24～25
南部
·柿博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/2～30
★五條市賀名生の里歴史民俗資料館・・ 11/13～14
★市立五條文化博物館 ・・・・・・・ 11/20～21

和歌山市•紀北
·岩出市民俗資料館 ・・・・・・・・・・ 11/1～30
·海南市歴史民俗資料館 ・・・・・ 11/10～14
★旧中筋家住宅 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★和歌山県立 紀伊風土記の丘・・・ 11/13～14
★和歌山県立近代美術館 ・・・・・ 11/13～14
★和歌山県立自然博物館 ・・・・・ 11/13～14
★和歌山県立博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·NPO法人わかやまスポーツ伝承館・・ 11/13～14
·ねごろ歴史資料館・・・・・・・・・・ 11/13～14
·紀の川市歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14

·旧和歌山県議会議事堂 ・・・・・ 11/13～14
·万葉館（和歌公園＜片男波公園＞）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·和歌山市平井歴史資料室 ・・・ 11/13～14
★湊御殿（奥御殿） ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·和歌山大学紀伊半島価値共創基幹
紀州経済史文化史研究所 ・・・ 11/16～30
★和歌山市立博物館 ・・・・・・・・・ 11/20～21
·和歌山県植物公園 緑花センター・・ 11/20～21
紀中
·道成寺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
·みなべ町うめ振興館 ・・・・・・・・ 11/13～14
·甚風呂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14

·男山焼会館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·御坊市歴史民俗資料館 ・・・・・ 11/20～21
·日高川町立中津郷土文化保存伝習館 ・・11/21
紀南
★新宮市立佐藤春夫記念館 ・・・ 11/13～14
★新宮市立歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14
·世界遺産熊野本宮館 ・・・・・・・ 11/13～14
★熊野古道なかへち美術館・・・・・・・・・11/14
★田辺市立美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/14
★旧西村家住宅（西村伊作記念館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★南方熊楠記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/21
·南方熊楠顕彰館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/27

東部
·氷ノ山自然ふれあい館 響の森・・ 11/1～28
·城下町とっとり交流館（高砂屋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30
★わらべ館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/13
★国指定重要文化財 仁風閣・・・ 11/13～14
★鳥取県立博物館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14

★鳥取市因幡万葉歴史館 ・・・・・ 11/13～14
★鳥取市歴史博物館 ・・・・・・・・・ 11/13～14
·あおや郷土館・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·青谷上寺地遺跡展示館 ・・・・・ 11/13～14
·鳥取県立山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館・・・・・・・・・・ 11/13～14
★鳥取民藝美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/14
中部
★倉吉博物館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/12～13

★三朝バイオリン美術館 ・・・・・・・・・・・11/13
★鳥取二十世紀梨記念館 なしっこ館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/28
西部
★南部町 祐生出会いの館 ・・・・・ 11/6～30
★米子市美術館 ・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
·境みなと・オアシス ・・・・・・・・・ 11/13～14
·米子市立山陰歴史館 ・・・・・・・ 11/13～14

東部
·徳島県立文書館 ・・・・・・・・・・・・ 11/2～30
·徳島県立二十一世紀館 ・・・・・・・・・・・ 11/3
★徳島県立文学書道館 ・・・・・・・・ 11/3～21
★徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 ・・11/3〜21・23

★徳島県立近代美術館 ・・・・・11/3〜21・23
★徳島県立博物館 ・・・・・・・・・11/3〜21・23
·あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）
阿波木偶資料館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
南部
★阿南市立阿波公方・民俗資料館 ・・・・ 11/3
★相生森林美術館 ・・・・・・・・・・・・・・・・11/13

·川口ダム自然エネルギーミュージアム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
西部
·東福寺美術館 ・・・・・・・・・・・・・・ 11/1～30

★アガペ大鶴美術館・・・・・・・・・・ 11/13～14
·尼崎市立歴史博物館田能資料館 ・・ 11/13～14
★虚子記念文学館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★笹倉鉄平ちいさな絵画館 ・・・・ 11/13～14
★近松記念館 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★兵庫県立人と自然の博物館・・ 11/13～14
★尼崎市総合文化センター
白髪一雄記念室 ・・・・・・・・・・・ 11/27～28
★尼崎市総合文化センター 美術ホール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/27～28
東播磨・北播磨
·播磨町郷土資料館 ・・・・・・・・・・ 11/1～21
·三木市立金物資料館 ・・・・・・・・ 11/1～30
·高砂市歴史民俗資料室 ・・・・・・ 11/8～12
★あかりの鹿児資料館 ・・・・・・・・ 11/13～14
★小野市立好古館 ・・・・・・・・・・・ 11/13～14
★加古川流域滝野歴史民俗資料館 ・・ 11/13～14
★兵庫県立考古博物館 ・・・・・・・ 11/13～14
※有料エリアにおける常設展の観覧料金相当分

※実施期間中にも休館日が設定されている施設がありますのでご了承ください。

※有料エリアにおける常設展の観覧料金相当分

★養父市立大庄屋記念館 ・・・・・ 11/13～14
·養父市立上垣守国養蚕記念館・・ 11/13～14
·養父市立青谿書院記念館 ・・・ 11/13～14
★丹波市立氷上回廊水分れ
フィールドミュージアム ・・・・・・ 11/14～15
淡路
★アート山大石可久也美術館 ・・・・・・・・ 11/3
★洲本市立淡路文化史料館 ・・・ 11/13～14
★淡路市北淡歴史民俗資料館 ・・・ 11/13～14
★淡路ファームパーク イングランドの丘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/29～30

※9月30日時点の情報となります。最新情報はホームページをご覧ください。

