2019年度「国際博物館の日」記念事業一覧 （1/3）
都道府
県

館名

北海道 浦幌町立博物館
北海道 釧路市立博物館
北海道 斜里町立知床博物館
北海道 美幌博物館

青森県 青森県立郷土館
青森県 八戸市博物館
岩手県 一関市博物館
岩手県 岩手県立博物館
岩手県 遠野市立博物館
岩手県 北上市立博物館
宮城県
宮城県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
茨城県
茨城県

カメイ美術館
加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館
鹽竃神社博物館
米沢市上杉博物館
須賀川市立博物館
古河歴史博物館・篆刻美術館・古河文学館
上高津貝塚ふるさと歴史の広場
土浦市立博物館

茨城県 徳川ミュージアム

茨城県 ミュージアムパーク茨城県自然博物館
栃木県 栃木県立美術館
群馬県 群馬県博物館連絡協議会
群馬県 館林市立資料館
埼玉県 入間市博物館
千葉県 芝山町立古墳・はにわ博物館
千葉県 千葉県立現代産業科学館
千葉県 千葉県立関宿城博物館
千葉県 千葉県立美術館
千葉県 船橋市郷土資料館
東京都 上野地区の博物館等
東京都 大田区立郷土博物館
東京都 家具の博物館

2019年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
2019.5.10現在
備考
実施期間
内容
無料開館
日頃から無料で公開している。
記念品贈呈
5月19日
「国際博物館の日」記念講座参加者全員にポストカードを贈呈す
今年の「国際博物館の日」の共通テーマにならい、地域の文化的
国際博物館の日記念博物館講座「文
5月19日
拠点として博物館の果たす役割や存在意義を考えるとともに、今
化をつなぐミュージアム」
14:00～15:30
年開館20年を迎える浦幌町立博物館の課題を示す。
記念品贈呈
5月18日
先着30名に缶バッジを贈呈する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
4月20日
すべての展示を無料で公開する。
国際博物館の日記念「お宝見せます」 4月13日～5月14日 未公開資料を展示する。
国際博物館の日記念「お宝見せます」
4月20日
展示解説を行う。
無料開館
5月18・19日（予定） すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18・19日（予定） 各日先着50名（計100名）に記念品を贈呈する。
5月18・19日（予
文化財としての建造物巡り
登録有形文化財である当館旧館部分を特別に解説する。
定）、時間未定
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日、19日 すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
普段は立ち入ることができない収蔵庫を学芸員が案内するツアー
県博バックヤードツアー
5月18日10:10～
を実施する。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員に記念品を贈呈する。
伝統的な武術刀剣研磨の技術を見学したのち、開催中の企画展
刀剣研磨実演とギャラリートーク
5月3日
「境界の刀剣」展示中の刀剣について学芸員が解説する。
記念品贈呈
5月18日
先着20名にポストカードを贈呈する。
無料開館（常設展のみ）
5月19日、20日 常設展のみ無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
イベント参加者に記念品を像呈する。
国際博物館の日 刀剣プロジェクト「燭 5月18日①11:00 まもなく5年目を迎える刀剣プロジェクト。これまでの光忠、これか
台切光忠の話をしよう」（仮）
～、②14:00～ 各 らの光忠について語る。
学芸員によるサイエンストーク「茨城県
5月18日
茨城県から算出した中生代の化石を中心に最新の研究結果を紹
の恐竜時代｝
13:30～15:00
介する。
5月19日
自然観察会「タチスミレを観察しよう」
菅生沼に生育するタチスミレなどの絶滅危惧植物を観察する。
10:00～12:00
企画展「画中のよそおい」関連企画
5月19日
出品作家解説を受け、自分が身に着けるアクセサリーなどを制作
ワークショップ「私のよそおい」
13:30～16:30
する。
期間中に加盟館園2か所に入館して所定の応募はがきにスタンプ
「国際博物館の日」キャンペーン
5月18日～6月18日 を2つスタンプを押して送付した応募者のうち抽選で100名に記念
品を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
群馬県博物館連絡協議会「国際博物
5月18日～6月18日 キャンペーンに参画する。
館の日」キャンペーン
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
スルリとすりぬけるまぼろしの壁をつく
5月19日
偏光板を利用して工作する。
ろう
パネル展「野田周辺の石仏たち｝
4月16日～6月30日 野田市周辺の特徴ある石仏たちにスポット当て紹介する。
こどもの日ワークショップ えのぐとな
美術館の庭で大きな紙に、絵筆やローラー、水風船、ときには手
5月5日
かよし ペタッ コロコロ サッ
足を使って絵の具を体全体で楽しみながら海を描く。
無料開館
日頃から無料で公開している。
ロビー展示「郷土資料館の歴史」
5月8日～7月7日 これまでに開催した展示や講座を振り返る。
13の施設で各種イベント、特別拝観や観覧料の優遇などが実施さ
上野ミュージアムウィーク
4月26日～5月19日
【注1】
れる。
無料開館
日頃から無料で公開している。
無料公開
5月18日～6月2日 すべての展示を無料で公開する。
昭島人物紹介展「面打ち 田中俊成作
5月18日～6月2日 田中俊成氏の能面作品展を無料で公開する。
品展」
事業名

無料開館
郵便局臨時出張所開設
東京都 切手の博物館

東京都 古賀政男音楽博物館
東京都 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館

東京都 国立科学博物館

ギャラリートーク
「国際博物館の日」記念事業 切手原
画の公開
無料開館
無料開館
記念品贈呈
無料開館（常設展のみ）
上野の山で動物めぐり～ツノのある動
物～
上野学園大学ミュージアムコンサート

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

品川区立品川歴史館
杉野学園衣裳博物館
台東区立朝倉彫塑館
たばこと塩の博物館
多摩美術大学美術館
東京家政大学博物館
東京国立近代美術館本館

東京都 東京国立博物館

無料開館
記念品贈呈
無料開館
無料開館
無料開館
記念品贈呈
無料開館（常設展のみ）
無料開館（常設展のみ）
国際博物館の日記念ガイダンス「トー
ハクにようこそ」
国際博物館の日記念ツアー

東京都 東京富士美術館
東京都 日本カメラ博物館

記念品贈呈
入館料減免
記念品贈呈
無料開館

東京都 日本銀行貨幣博物館

記念品贈呈
お金の拓本体験コーナー

東京都 松岡美術館
東京都 三井記念美術館

無料開館
記念品贈呈
無料開館
無料開館
記念品贈呈
記念品贈呈
無料開館（外国人･大高生のみ）

東京都 森美術館
東京都 郵政博物館
静岡県 裾野市立富士山資料館

東京都 刀剣博物館
東京都 パナソニック汐留美術館
東京都 平和祈念展示資料館

静岡県 浜松市楽器博物館
静岡県 三島市郷土資料館

5月18日
5月18日
10:30～17:00
5月18日
15:00～15:30
5月17日～19日
5月18日
5月14日～18日
5月18日
5月12日
9:00～12:30
5月19日 ①13:00
～、②15:00～
（各回30分）
5月18日
5月18日
5月18日
5月6日
5月18日
5月18日
5月18日
5月18日
5月18日
５月１２日
9：00～12：30
5月18日
5月18日
5月18日
5月17日
9:30～11:30
5月17日
9:30～11:30
5月18日
5月18日
5月18日

すべての展示を無料で公開する。
記念小型印（イラスト入り消印）を使用する。
主任学芸員が展示解説を行う。
日本の普通切手2円「エゾユキウサギ」の原画を公開する。
すべての展示を無料で公開する。
日頃から無料で公開している。
来館者全員にポストカードを贈呈する。
常設展のみ無料で公開する。
上野動物園、東京国立博物館との連携イベントを開催する。
【注1】
上野学園大学の学生によるコンサートを開催する。
すべての展示を無料で公開する。
来館者全員にポストカードを贈呈する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
先着50名にポストカードを贈呈する。
常設展を無料で公開する。
常設展を無料で公開する。
トーハクをさらに楽しめるよう、博物館の仕事の裏側と今日のおす
すめ作品を紹介する。
【注１】
動物がもつ「ツノ」をテーマに、上野動物園、国立科学博物館、東
京国立博物館の専門家と３つの施設をめぐりながら、各施設をつ
ないで見る新しい楽しみ方を発見する。
来館者全員に記念品を贈呈する。
入館料300円を200円に割引する。
先着5名にジグソーパズル、来館者全員にリジナルバッジを贈呈
日頃から無料で公開している。
アンケート回答者先着50名に記念品を贈呈する。
昔のお金の拓本を作成できる体験コーナーを設置する。

5月18日
5月18日
5月18日

すべての展示を無料で公開する。
先着100名にミュージアムグッズ（しおり）を贈呈する。
すべての展示を無料で公開する。
日頃から無料で公開している。
来館者全員にオリジナルノベルティグッズを贈呈する。
来館者全員にポストカード贈呈する。
すべての展示を無料で公開する（外国人･大高生のみ）。

入館料減免

5月18日

一般の入館料を1,800円から1,700円に割り引きする。

記念品贈呈
記念品贈呈
記念品贈呈
レクチャーコンサートNo.193「上方風流
寄席囃子～落語と鳴り物の幸せな時
間～」
記念品贈呈

5月18日
5月18日
5月18日

来館者全員に記念品を贈呈する。
缶バッジコーナー体験者に缶バッジを贈呈する。
来館者全員に特製図録を贈呈する。

5月4日 14:00～
5月18日

落語のお囃子で使う楽器や曲を解説し、落語を実演する。
来館者全員にポストカードを贈呈する。

森ｱｰﾂｾﾝﾀ
ｷﾞｬﾗﾘｰ、ス
カイデッキは
別料金
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都道府
県

館名

愛知県 あま市七宝焼アートヴィレッジ
愛知県 豊橋市自然史博物館
愛知県 豊橋市地下資源館
愛知県 豊橋市美術博物館
岐阜県 こども陶器博物館
岐阜県 光ミュージアム
神奈川県 神奈川県立近代美術館

神奈川県 相模原市立博物館

神奈川県 明治大学平和教育登戸研究所資料館

神奈川県 山口蓬春記念館

新潟県 新潟県立歴史博物館

新潟県 新潟市歴史博物館
新潟県 北方文化博物館
富山県 百河豚美術館
富山県 富山県［立山博物館］
富山県
石川県
福井県
福井県
福井県
福井県
長野県
三重県

氷見市立博物館
金沢市立安江金箔工芸館
四季を彩る人形館
高浜町郷土資料館
福井県立恐竜博物館
ふくい藤田美術館
日本浮世絵博物館
亀山市歴史博物館

三重県 斎宮歴史博物館
三重県 四日市市立博物館
滋賀県 彦根城博物館
滋賀県 栗東歴史民俗博物館
京都府 大谷大学博物館
京都府 川島織物セルコン織物文化館
京都府
京都府
京都府
京都府

京都国立近代美術館
京都国立博物館
鞍馬山霊宝殿
野村美術館

京都府 博物館さがの人形の家

2019年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
2019.5.10現在
実施期間
内容
入館料減免
5月18日、19日 展示観覧料を団体料金に割り引きする。
記念品贈呈
5月18日、19日 七宝焼体験参加者にオリジナルクリアしおりを贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
4月20日～
新収蔵資料紹介展
平成30年度に博物館に新しく収蔵された資料について紹介する。
5月26日
記念品贈呈
5月17日～19日1 科学ポスターを贈呈する。
無料開館（常設展のみ）
日頃から無料で公開している。
記念品贈呈
5月18日
先着100名に記念品を贈呈する。
5月18日
リレートーク
考古・歴史・美術の学芸員による常設展開設を実施する。
11:00～12:00
無料開館
5月18日
ずべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
先着30名にポストカードを贈呈する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日
日頃から無料で公開している。
5月さがみはら宇宙の日･国際博物館
博物館来館意欲の刺激とプラネタリウム観覧の機会の充実を図
の日記念事業「プラネタリウムこども無
5月18日
るため、こどもの観覧料を無料とする。
料デー」
5月18日 ①10:30～
5月さがみはら宇宙の日･国際博物館
天文台（天体観察室）の望遠鏡で昼間の天体観察を行う。荒天時
11:30、②13:30～
の日記念事業「昼間の星の観察会」
は天体観察室の見学を行う。
14:30
無料開館
日頃から無料で公開している。
講演会「登戸研究所書院が語った帝銀
5月4日
帝銀事件と旧日本軍、GHQとの繋がりを検証する。
事件とその検証」
13:30～15:30
4月27日10:30～、
5月3日①10;30～、
「帝銀事件と登戸研究所」展解説会
②13:30～、
予約制。各回定員20名。
4日10:30～、
11日13:30～
5月25日
映画「帝銀事件死刑囚」無料上映
11時より会場前で整理券を配布する。
13:00～15:00
記念品贈呈
5月18日
来館者全員にポストカード贈呈する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
かつて、博物館学者･伊藤寿朗は博物館の第三世代論を打ち立
て、博物館のあるべき姿を描いた。では、今、博物館はその第三
国際博物館の日記念講座「これからの
5月18日
世代となっているのか、さらに第四世代とは何か、これからの博物
博物館を考える」
13:30～15:00
館が求められるものは何か。それを社会的包摂、負の遺産など、
現代社会における課題をもとに考える。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
5月18日
神楽舞の実演
①11:00～、
新潟市無形文化財である郷土芸能を実演する。
②13:00～
記念品贈呈
5月17日～19日 来館者全員にポストカード贈呈する。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員にハーブティーをサービスする。
4月13日～6月13日
春の立山曼荼羅特別公開展「立山曼
（閉館：4月30日～5 立山曼荼羅と関連資料から「芦山弁寺長官」について紹介する。
荼羅と芦山弁寺長官」
月6日）
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
先着50名に記念品を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員にポストカードを贈呈する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
春季企画展「めでたい！のいろいろ」に関わる展示解説と講座を
春季企画展展示解説・おたのしみ講座
5月18日13:30～
開催する。
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。
開館時間の延長（プラネタリウムのみ）
5月18日
プラネタリウムの閉館時間を19:30に延長する。
5月18日
大人の社会科 風呂敷
風呂敷の包み方の教室を開催する。
10:00～12:00
記念品贈呈
5月18日
先着200名に記念品を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
国際博物館の日記念事業「『栗東市の
左義長からみる地域社会』刊行記念シ
5月18日
龍谷大学と協力して実施した小正月の伝統行事「左義長」の調査
ンポジウム－域学連携プロジェクトで
14:00～16:00
成果の刊行を記念したシンポジウムを開催する。
伝統を未来へ－」
記念品贈呈
5月16日～18日 各日先着10名にミニ便箋を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
5月18日
休館日に特別開館し、尚かつ、通常予約が必要なところを不要と
特別開館
10:00～16:30
する。
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
先着200名にトラりんオリジナルグッズを贈呈する。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員に散華（5枚組）を贈呈する。
記念品贈呈
5月8日～19日
先着30名にポストカード贈呈する。
事業名

無料開館（京都府民対象）

5月中旬～下旬

府民デー、青少年デーを設けて参加申込者に無料公開する。

無料開館

日頃から無料で公開している。
5月3日～6日
かつての国鉄向日駅と駅前町並み模型にNゲージの鉄道模型を
①10:00～12:00、 連結して運転し、あわせて向日市と鉄道の関わりを写真や資料で
②13:00～15:00 紹介する。
館でのさまざまな市民活動グループを紹介し、あわせて常設展示
向日市文化資料館ボランティア養成講
5月18日
の案内や模型づくりの活動を紹介、古代衣裳着用体験などを行う
座
14:00～15:30
講座を開設する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員に記念品を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
記念品贈呈
5月18日
来館者全員にミュージアムグッズを贈呈する。
5月18日
平素は施錠している史跡高井田横穴公園の横穴十数基を特別公
史跡高井田横穴特別公開
10:00～15:00
開する。
春季企画展「安宿郡の古墳と寺院」
3月30日～6月16日 柏原市南部の安宿郡の7～8世紀の古墳と寺院を紹介する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
講演会「高札から読み解く近世社会」参加者全員にボールペンま
記念品贈呈
5月11日
たは一筆箋を贈呈する。
記念品贈呈
5月18日
先着100名にオリジナルメモ帳を贈呈する。
無料開館
日頃から無料で公開している。
記念品贈呈
5月18日
先着100名にオリジナル3色ボールペンを贈呈する。
無料開館
5月22日
すべての展示を無料で公開する。
日本独自の工芸として発展してきた木竹工芸の伝統を継承しつ
第17回伝統工芸木竹展(第1回神戸
5月18日～
つ、今日の生活に即した作品を全国に公募し、厳選した入選作90
展）
6月9日
点余を展示する。
5月1日～19日の
記念品贈呈
来館者全員にポストカードを進呈する。
土日祝日
鉄道模型走行イベント

京都府 向日市文化資料館

大阪府 和泉市久保惣記念美術館
大阪府 大阪音楽大学音楽メディアセンター楽器資料館
大阪府 柏原市立歴史資料館

大阪府 関西大学博物館
大阪府 国立民族学博物館
兵庫県 伊丹市立博物館
兵庫県 神戸市立森林植物園
兵庫県 竹中大工道具館
兵庫県 丹波古陶館

無料開館
兵庫県 西宮市立郷土資料館
兵庫県 姫路文学館

文化財ウォーク

5月19日

無料開館（常設展のみ）
記念品贈呈

5月18日
5月18日

日頃から無料で公開している。
西宮市北部「山口」の史跡・天然記念物ほかの文化財をめぐる
ウォークイベントを実施する。
常設展を無料で公開する。
クイズラリー参加者に記念品を贈呈する。

備考

2019年度「国際博物館の日」記念事業一覧 （3/3）
都道府
館名
県
奈良県 水平社博物館
奈良県 天理大学附属天理参考館
奈良県 奈良国立博物館
奈良県 歴史に憩う橿原市博物館
和歌山県 熊野古道なかへち美術館
和歌山県 高野山霊宝館
和歌山県 田辺市立美術館
和歌山県 和歌山県立自然博物館
和歌山県 和歌山県立近代美術館

鳥取県 鳥取市歴史博物館

島根県 島根県立古代出雲歴史博物館

2019年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
2019.5.10現在
実施期間
内容
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日
先着順（人数未定）に記念品を贈呈する。
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。
開館時間の延長
5月18日
閉館時間を20:00に延長する。
無料開館
5月15日～21日 すべての展示を無料で公開する。
アーティストトーク
5月18日
作家本人が自作について語る。
無料開館
5月15日
すべての展示を無料で公開する。
高野山を開創した弘法大師空海ほど多くの伝承が残る人物は稀
4月20日～
であり、また、高野山にも多くの伝承が残る。空海に関わる伝承と
春期企画展「高野山と不思議な話」
7月15日
高野山に伝わる不思議な話とそれにまつわる文化財を中心に紹
介する。
展示解説会
5月25日
学芸員が展示作品について解説する。
5月26日10:00～
昆虫標本を作ってみよう
15:00、6月9日13:00 昆虫を採集し、標本の作製方法を学ぶ。
～14:00
記念品贈呈
5月6日
イベント参加者全員に缶バッジ等を贈呈する。
5月6日13:00～ 隣接する美術館と博物館のバックヤード見学を通じて仕事を学
たんけん近代美術館･博物館
15:00
ぶ。
無料開館
5月18日、19日 すべての展示を無料で公開する。
5月12日
おうちだにワークショップ
①10:00～12:00、 オリジナルグリーティングカードを作る体験講座を開催する。
②13:00～15:00
5月18日、19日 未就学児から高校生を主な対象とし、博物館への親しみと関心を
おもてなしイベント
各9:00～15:00 深めるイベントを開催する。
記念品贈呈
5月18日
バックヤードツアー参加者に、ボールペン・缶バッジを贈呈する。
5月18日
バックヤードツアー（はくぶつかんのウ
ふだん見ることができない“はくぶつかん”を探険し、はくぶつかん
①10:00～、
ラ側探険の旅）
の仕事を調査する。
②14:00～
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。無料で公開する。
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
事業名

備考

岡山県 瀬戸内市立美術館
岡山県 奈義町現代美術館
岡山県 備前長船刀剣博物館
夢二郷土美術館 本館・別館、夢二生家記念館・
岡山県
記念品贈呈
5月18日
本館・分館各先着30名にポストカードを贈呈する。
少年山荘
山口県 下関市立考古博物館
記念品贈呈
5月14日～19日 来館者全員に記念品を贈呈する。
国際博物館の日記念ワークショップ「ス 5月18日、19日
山口県 下関市立美術館
石に色を塗ってオリジナルな置物をつくる。
トーンペインティング」
各14:00～16:00
記念品贈呈
5月18日
来館者全員に特製缶バッジを贈呈する。
テーマ展「目撃！地球氏40億年」（仮
地球誕生から生物化石が登場する前までの40億年間の歴史を大
4月16日～6月30日
称）
陸の岩石標本でたどる。
教育普及講座 歴史探訪「古地図を片
山口県 山口県立山口博物館
5月11日
江戸時代の古地図を片手に歴史の道を歩く。
手に街を歩こう－肥中街道･山口－」
教育普及講座 埴輪を作ろう！
5月18日
素焼き調粘土を使って古代の埴輪づくりを体験する。
教育普及講座 歴史講座「没後250年
5月25日
没後250年を記念し、有馬喜惣太の生涯と事績を紹介する。
萩藩郡方地理図師 有馬喜惣太」
無料開館
日頃から無料で公開している。
松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料 記念品贈呈
5月18日
来館者全員に記念品を贈呈する。
徳島県
館
松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居を上演し、来場者
阿波人形浄瑠璃芝居定期公演
5月18日
に記念品を贈呈する。
愛媛県 今治市内の博物館等
「アイアイ今治ミュージアムDAY」
5月12日
市内の博物館等14館を無料で公開する。
【注2】
初代デザイナーによるキャラクター誕生時のラフスケッチやデザイ
4月20日～
愛媛県 愛媛県歴史文化博物館
特別展「マイメロディ♡キキ&ララ☆展」
ン画をはじめ、歴代デザイナーたちが手がけたイラスト原画や懐
6月16日
かしいグッズを一挙に公開する。
無料開館
5月3日
歴民の日にすべての展示を無料で公開する。
木製の民具や木を加工する道具を展示し、あわせて樹木に対す
高知県 高知県立歴史民俗資料館
企画展「土佐･木の民具ものがたり」
4月26日～6月30日 る信仰も紹介して、木とともにあった高知県の人々の暮らしを垣間
見る。
福岡県 福岡市内の博物館等
福岡ミュージアムウィーク
5月18日～26日 市内の博物館等19施設で入館料の優遇、各種イベント等を実施 【注3】
福岡県 北九州市立美術館（本館）
記念品贈呈
5月18日
先着300名に記念品を贈呈する。
福岡県 九州国立博物館
無料開館（常設展のみ）
5月18日
常設展を無料で公開する。
佐賀県 中冨記念くすり博物館
記念品贈呈
5月18日
高校生以上の来館者全員にポストカードを贈呈する。
熊本県 玉名市立歴史博物館こころピア
無料開館
5月18日
すべての展示を無料で公開する。
大分県 大分香りの博物館
記念品贈呈
5月18日、19日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
大分県 久留島武彦記念館
記念品贈呈
4月27日～5月31日 先着1,000名にお菓子を贈呈する。
宮崎県 都城市立美術館
記念品贈呈
5月中
期間中先着100名にクリアファイルなど記念品を贈呈する。
国際博物館の日記念事業「地層が語
霧島連山は日本ジオパークの認定を受けており、5月10日の地質
鹿児島県 上野原縄文の森
る鹿児島の歴史」～見る・聞く・触る ジ 5月10日～19日 の日にちなんで、鹿児島の歴史を地層剥ぎ取り資料や写真パネ
オの日～
ル等で紹介する。
4月26日～
洋画や日本画、薩摩焼に描かれた「武者絵」や鎧などの「武具」と
黎明館企画展「武者姿とさつまの刀」
10月27日
刀や拵や鐔などを併せて展示し武士の姿を紹介する。
「こどもの日」にあわせ、小学生を対象に館内展示の案内や昔の
鹿児島県 鹿児島県歴史資料センター黎明館
こどもの日・黎明館キッズフェスタ
5月5日
遊び体験などの活動を行う。
鹿児島県の文化財の中で、唯一、国宝に指定されている太刀を
国宝 太刀：銘「国宗」特別展示
4月26日～5月12日
期間限定で展示する。
5月18日
沖縄県 浦添市美術館
無料開館（常設展のみ）
常設展を無料で公開する。

【注1】上野ミュージアムウィーク2019
実施期間：4月26日～5月19日
詳細については上野ミュージアムウィークの公式ホームページをご覧ください。
http://www.ueno-mw.com/
【注2】アイアイ今治ミュージアムDAY
実施日：5月12日
参加施設：河野美術館、今治城、玉川近代美術館、大西藤生山歴史資料館、吉海郷土文化センター、村上水軍博物館、村上三島記念館、大三島美術館、ところミュージアム大三島、
伊東豊雄建築ミュージアム、岩田健母と子のミュージアム、朝倉ふるさと美術古墳館、波方歴史民俗資料館、伯方ふるさと歴史公園資料館
【注３】福岡ミュージアムウィーク2019
実施期間： 5月18日～26日
詳細については福岡ミュージアム情報（美術館・博物館等）Fukuoka Museum Infoをご覧ください。
http://f-museum.city.fukuoka.lg.jp/museumweek

