
施設・イベント名称 所在地 内容・期日等
1 青森県立美術館 青森市 【無料】１０月２９日（土）
2 青森県立郷土館 青森市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

青森県近代文学館 青森市
【特典】東北文化の日ガイドブック（携帯画像も可）を提示し
た来館者に、当館オリジナル太宰治絵はがきをプレゼント。

①
エクステンド常設展示「石坂洋次郎と
太宰治」

～１１月２３日（水・祝）

➁
日曜午後の朗読会　北畠八穂「すきま
からきたキリスト」

１１月２０日（日）

4 三内丸山遺跡縄文時遊館 青森市 【無料】通年
5 棟方志功記念館 青森市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

青森公立大学国際芸術センター青森 青森市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
秋のアーティスト・イン・レジデンス展覧
会2016「カエテミル」

１０月２２日（土）～１２月１１日（日）

7 国指定名勝　瑞楽園 弘前市
【無料】１０月２９日（土）【特典】チューリップの球根または
花の種をプレゼント

8 弘前学院外人宣教師館 弘前市 【無料】通年
9 弘前市立郷土文学館 弘前市 【無料】通年（65歳以上の弘前市民，市内の小中学生）
10 旧平山家住宅 五所川原市 【無料】通年
11 楠美家住宅 五所川原市 【無料】通年

12 五所川原文化祭 五所川原市
11月３日（木・祝）～４日（金）9:00～16:00　【会場】五所
川原市中央公民館　【問合せ】0173-35-6056

13 金木文化まつり 五所川原市
１１月５日（土）～６日（日）10:00～16:00
【会場】金木公民館　【問合せ】0173-53-3581

14 市浦ふるさとまつり 五所川原市
１０月２９日（土）9:00～16:00　【会場】市浦コミュニティセ
ンター　【問合せ】0173-62-3016

15 つがる市森田歴史民俗資料館 つがる市 【無料】１０月２９日（土）～１１月３日（木・祝）
16 つがる市縄文住居展示資料館（カル つがる市 【無料】１０月２９日（土）～１１月３日（木・祝）
17 つがる市木造亀ヶ岡考古資料室 つがる市 【無料】１０月２９日（土）～１１月３日（木・祝）
18 大山ふるさと資料館 外ヶ浜町 【無料】通年
19 外ヶ浜町民文化祭 外ヶ浜町 １０月２９日（土）～３０日（日）

中泊町博物館 中泊町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
秋の企画「よそほひ－装ひ／粧ひ－
naca コレクション（仮題）」

１０月２９日（土）～３０日（日）

八戸市美術館 八戸市 【無料】１１月３日（木・祝）

①
特別展Ⅲ　世界が絶賛した浮世絵師
「北斎展 ―師と弟子たち」

１０月１日（土）～１１月６日（日）

八戸市博物館 八戸市 【無料】１１月３日（木・祝）
① 特別展「根城のお殿様の手紙」 １０月８日（土）～１１月１３日（日）

八戸市埋蔵文化財センター　是川縄
文館

八戸市 【無料】１１月３日（木・祝）

①
平成２８年度秋季企画展「馬淵川流
域の縄文時代」

１０月８日（土）～１１月２０日（日）

② 企画展考古学講座 １１月５日（土）

24
八戸市縄文学習館（八戸市埋蔵文化
財センター是川縄文館分館）

八戸市 【無料】通年

25 八戸市史跡根城の広場 八戸市 【無料】１１月３日（木・祝）
南郷歴史民俗資料館 八戸市 【無料】１１月３日（木・祝）　【会場】八戸市南郷地区

① 展示室無料解放 【無料】１１月３日（木・祝）
➁ 館外講座「南郷一周めぐり」 １１月１０日（木）

八戸公園 八戸市 【無料】１０月１０日（月・祝）～１１月１３日（日）
① 第８回八戸公園四季写真展 １０月１０日（月・祝）～１１月１３日（日）

平成２８年度「東北文化の日」参加施設・イベント一覧

「東北文化の日」にあわせ，以下のとおり施設の無料開放や文化イベント等を行います。

※詳細は各施設・団体にお問い合わせください。なお，掲載の内容は変更になる場合がございます。

青森県の参加施設・イベント
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28 十和田市現代美術館 十和田市 【高校生以下無料】１０月２９日（土）～３０日（日）常設展の
29 十和田市馬事公苑　称徳館 十和田市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

30 寺山修司記念館 三沢市
【小中学生無料】毎週土曜日
【特典】アンケート協力者にポストカード１枚進呈（通年）

31 六戸町町民文化祭 六戸町
１０月２９日（土）～３０日（日）
【会場】六戸町文化ホール，六戸町就業改善センター
【問合せ】0176-55-5511

32 階上町民文化祭 階上町
１０月２９日（土）～３０日（日）
【会場】ハートフルプラザ・はしかみ他【問合せ】0178-88-
2698

33 第２２回佐井村郷土芸能発表会 佐井村
１１月６日（日）
【会場】津軽海峡文化会館ア
【問合せ】0175-38-4506
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施設・イベント名称 所在地 内容・期日等
岩手県立図書館 盛岡市 【無料】通年

① 企画展「第32回啄木資料展」
１０月１日（土）～１１月２３日（水・祝）
（１０月２９日・３１日は休館）

岩手県立美術館 盛岡市 【無料】１１月３日（木・祝）
① 美術館まつり 盛岡市 １１月３日（木・祝）

3 岩手大学農学部附属農業教育資料 盛岡市 【無料】１１月１日（火），２日（水），３日（木・祝）
盛岡市遺跡の学び館 盛岡市 【無料】１１月８日（日）講演会を聴講される方のみ無料

①
講演会「縄文時代の終焉－大洞貝塚
の発掘調査－」

１１月８日（日）

原敬記念館 盛岡市 【無料】１１月３日（木・祝），４日（金）

①
第54回企画展「原敬ゆかりの地・盛
岡」・常設展文化の日無料開放

１１月３日（木・祝）

② 原敬命日記念事業「記念茶会」 １１月４日（金）

③
原敬命日記念事業「大宮さんさ踊り記
念演舞」

１１月４日（金）

盛岡子ども科学館 盛岡市 以下の無料イベントを実施（入館料は有料）
① 中高生による科学実験ショー １１月３日（木・祝）
② 太陽を見る会 １１月１２日（土），２６日（土）
③ 星の写真展 １０月３０日（日）～11月２３日（水・祝）

盛岡市先人記念館 盛岡市 【無料】１１月３日（木・祝）

①
第56回企画展「常磐津林中－花盛岡
街賑-」

１０月１日（土）～１２月４日（日）

② ボランティアによる秋の樹木めぐり １１月３日（木・祝）

岩手県公会堂 盛岡市
【高校生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）
【特典】高校生以下「来館記念シール」をプレゼント

① 公会堂文化祭2016 １１月４日（金）～６日（日）
② 文化講演会 １１月６日（日）
③ グランド・ピアノを楽しもう １０月２９日（土）～１１月２７日（日）休館日除く

もりおか歴史文化館 盛岡市 【無料】１０月３０日（日）
① テーマ展「競技・盛岡藩のわざくらべ」 ～１１月１４日（月）

②
企画展「南部鉄器 ―時代を超えた鐵
の美―」

～１１月３日（木・祝）

③ イベント「もりおか昔話」 １０月３０日（日）
④ イベント「歴文館　秋の音楽鑑賞会」 １１月３日（木・祝）

盛岡市都南歴史民俗資料館 盛岡市 【無料】通年
① 企画展「都南先人　宮崎求馬」 １０月１５日（土）～１２月１１日（日）
② 津南歴史民俗資料館移動資料展 １１月３日（木・祝）～１１月６日（日）

石川啄木記念館 盛岡市 【無料】１１月３日（木・祝）

①
企画展「啄木と北海道～新運命を開
拓せん」

９月２７日（火）～１月９日（月・祝）

② レコード鑑賞会「秋に聴きたい啄木音 １１月３日（木・祝）
③ 紙芝居「啄木の歌と生涯」 １１月３日（木・祝）

12 深沢紅子野の花美術館 盛岡市
【特典】東北文化の日会期中観覧者全員に深沢紅子の野
の花の栞プレゼント

13 八幡平市博物館 八幡平市 【無料】10月29日（土）、10月30日（日）
① 企画展「絵図で見る八幡平市の今昔」 9月13日（火）～1月15日（日）

雫石町歴史民俗資料館 雫石町 【無料】通年
① 歴史民俗資料館　常設展示 通年

15 岩手県立石神の丘美術館 岩手町 【無料】１０月３０日（日）

16 矢巾町歴史民俗資料館 矢巾町
【無料】１０月２９日（土）、１０月１０日（日）、１１月３日（木・
祝）

花巻市博物館 花巻市 以下の無料イベントを実施（入館料は有料）
① 博物館講座ー２ １０月２９日（土）

北上市立博物館 花巻市 以下の無料イベントを実施（入館料は有料）
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①
リニューアル記念特別解説会「国指定
史跡　国見山廃寺跡の謎に迫る（仮

１０月２９日（土）～３０日（日）事前申し込み制

② 北上市立博物館和賀分館 リニューアルに合わせ、和賀町に分館をオープンしました。
北上市立鬼の館 北上市 【無料】１０月２３日（日）、１１月６日（日）展示室有料

① 鬼の館芸能公演
１０月２３日（日）13:30～14:30（御免町鬼剣舞）
１１月６日（日）13:30～14:30（滑田鬼剣舞）

20 北上市立利根山光人記念美術館 北上市
【特典】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）入場者全員に
ポストカード（６枚組）プレゼント

21
岩手県立農業ふれあい公園　農業科
学博物館

北上市 【無料】通年

一関市博物館 一関市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

① 企画展「向井潤吉　みちのく民家」
【無料】９月１０日（土）、１０月１０日（月・祝）、２９日（土）、
３０日（日）、１１月３日（木・祝）

石と賢治のミュージアム 一関市 【無料】１０月２９日（土）、３０日（日）、１１月３日（木・祝）
① 劇団ポラーノ演劇鑑賞会 １１月３日（木・祝）
② 雨ニモマケズ朗読会 １１月３日（木・祝）

24 芦東山記念館 一関市
【無料】１０月１日（土）、８日（土）、２９日（土）、３０日
（日）、１１月３日（木）

25 奥州市武家住宅資料館 奥州市 【無料】通年
めんこい美術館 奥州市 【無料】通年

① 佐々木清冶郞展 常設
② 世界のアゲハチョウ展 常設

27 奥州市埋蔵文化財調査センター 奥州市 【無料】通年（高校生以下）
28 奥州市文化会館 奥州市

歴史公園えさし藤原の郷 奥州市

① 「平安旅装束体験」
１０月１日（土）～１１月３０日（水）145ｃｍ以上の女性が対
象，希望日の１週間前まで要電話予約。別途入場料必要

② クイズ「百人一首に挑戦」
１０月３１日（日）～１１月１１日（金）期間の平日
別途入場料必要

③ 「江差鹿踊定期公演」 ～１１月１３日（金）までの毎週日曜日，別途入場料必要
④ 菊花展 １０月２９日（土）～１１月１３日（日），別途入場料必要
⑤ 紺紙金銀字写経体験 ～１２月１０日（土）までの毎月第２月曜日，別途入場料必
⑥ えさしの語りべ ～１１月１３日（日）期間中の土・日・祝，別途入場料必要

えさし郷土文化館 奥州市
【無料】１１月３日（木・祝）
【特典】１１月３日（木・祝）先着５０名に振るまい鍋

① テーマ展「民具の魅力～くらしの美～」 ～１０月１０日（土）

②
企画展「牛玉宝印～祈りと誓いの護符
～」

～１１月６日（日）

③ 作品展「パッチワーク・キルト展」① １０月６日(木)～１０月１２日(水)
④ ミュージアムナイト １０月１５日(土)
⑤ 作品展「パッチワーク・キルト展」② １１月２日(水)～１１月６日(日)
⑥ ミュージアムフェア2016 【無料】１１月３日(日)

➆
企画展「始源への回帰～胆江地方の
修験道～」

１１月２６日(土)～２月５日(日)

31 木村榮記念館 奥州市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
32 金ヶ崎要害歴史館 金ヶ崎町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
33 平泉文化遺産センター 平泉町 【無料】通年
34 宮古市北上山地民俗資料館 宮古市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

宮古市民文化会館 宮古市
① みやこ市民文化祭 【無料】１０月９日(日)～１１月２３日(水・祝)

大船渡市立博物館 大船渡市 【無料】１０月２９日（土）、３０日（日）、１１月３日（木・祝）
① 大船渡市文化財収蔵庫一日公開 １１月３日（木・祝）【民俗資料保管庫】

37 大船渡市民芸術祭　総合美術展 大船渡市 １０月２９日(土)～１０月３１日(月)
釜石市郷土資料館 釜石市 【無料】通年

① 第46回　釜石市民芸術文化祭 【無料】１１月４日(金)～１１月６日(日)
山田町中央公民館 山田町 【無料】（施設利用料は町民のみ）

① 町民芸術祭「アートフェスティバル」 【無料】１０月１５日（土）～１６日（日）
40 田野畑村民俗資料館 田野畑村 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

久慈市文化会館（アンバーホール） 久慈市 【無料】１１月４日（金）～６日（日）※茶道は茶券購入
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① 平成28年度久慈市民芸術文化祭 １１月４日（金）～６日（日）※茶道は茶券購入
普代村図書室 普代村 【無料】通年

① 普代村文化祭 【無料】１１月５日（土）～１１月６日（日）
一戸町コミュニティセンター 一戸町

①
第69回岩手芸術祭巡回美術展　一
戸会場

【無料】１１月５日（土）～１１月６日（日）

42

41

43

-5-



施設・イベント名称 所在地 内容・期日等

仙台市野草園 仙台市
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の
土・日・祝　【無料】１１月３日（木・祝）

① 野草園もみじ鑑賞会 １１月１２日（土），１１月１３日（日）
② 植物感謝祭 １１月２７日（日）

仙台市秋保大滝植物園
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の
土・日・祝　【無料】１１月３日（木・祝）

① あったか・ほっこり秋保大滝植物園ま １１月３日（木・祝）

仙台市八木山動物公園 仙台市
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の
土・日・祝　【無料】１１月３日（木・祝）１１月５日（土）

① 秋の八木山フェスタ
１１月５日（土）　【会場】八木山動物公園，八木山ベニー
ランド，八木山市民センター

仙台市天文台 仙台市
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の
土・日・祝（イベント・ナイトプラネタリウムは有料）　【無料】１
１月３日（木・祝）

① ワークショップ「自転車で月までGO！」
【中学生以下無料】１０月２９日（土）、１１月５日（土）、１２
日（土）、１９日（土）、２６日（土）

② 天体観望会
【中学生以下無料】１０月２９日（土）、１１月５日（土）、１２
日（土）、１９日（土）、２６日（土）

③ 東北文化の日「昼間の天体観望会」 １１月３日（木・祝）

仙台市歴史民俗資料館 仙台市
【無料】１０月２２日（土），１１月３日（木・祝）　【中学生以
下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の土・日・祝

① れきみん秋祭り2016
１０月２２日（土），１１月３日（木・祝）　【会場】榴岡公園お
よび歴史民俗資料館

仙台市富沢遺跡保存館（地底の森
ミュージアム）

仙台市
【無料】１１月３日（木・祝）　【中学生以下無料】１０月２９日
（土）～１１月２７日（日）の土・日・祝

①
企画展「東北大学連携事業「東北から
アジア/世界」」

１０月２９日（土）～１１月２７日（日）

② 「石器を使ってみよう」
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）ま
での日・祝

仙台市縄文の森広場
【無料】１１月３日（木・祝）　【中学生以下無料】１０月２９日
（土）～１１月２７日（日）の土・日・祝

①
ミニ企画展「縄文人の精神生活ー土
偶の世界ー」

１０月２９日（土）～１１月２７日（日）

仙台市博物館 仙台市
【無料】１１月３日（木・祝）　【中学生以下無料】１０月２９日
（土）～１１月２７日（日）の土・日・祝

①
企画展「戦国の伊達・政宗の城・仙台
の町－斎藤報恩会寄贈の名品」

１１月１１日（金）～１１月２７日（日）

プレイミュージアムイベント　水墨画に
挑戦

１０月２９日（土）～３０日（日）

②
プレイミュージアムイベント　和紙に親し
もう

１１月１１日（金）～２７日（日）

9 スリーエム仙台市科学館 仙台市
【無料】１１月３日（木・祝）（常設展のみ）　【中学生以下無
料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の土・日・祝

10 仙台文学館
【中学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の
土・日・祝（常設展のみ）　【無料】１１月３日（木・祝）（常設
展のみ）

11 仙台市水道記念館 仙台市
【無料】（通年）
【特典】水道水ボトルドウォーター「ごくり◇きらり せんだい」
を１本プレゼント

宮城県美術館 仙台市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）（常設展のみ）
① 特集"具体"1954-1972 ９月７日（水）～１２月２５日（日）
② 絵本原画「山中春雄」 ９月７日（水）～１２月２５日（日）

カメイ美術館 仙台市
【割引】１０月２９日（土），３０日（日）　【６５歳以上，高校生
以下無料】通年
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①
特別展「佐藤光郎painting warks -ア
ンサーとして・アンドゥとして-」

１０月６日（木）～１１月２７日（日）

②
こけし特別展　「今晃ファン倶楽部20
年の歩み」（仮称）

１０月２５日（火）～１月２２日（日）

東北大学史料館 仙台市
【無料】通年　【特典】１０月２９日（土）、３０日（日）来館者
に展示図録「歴史のなかの東北大学」を無償配布（お1人
様各1冊まで）

① 「秋の特別土日開館」 １０月１日（土）～３０日（日）
福島美術館 仙台市 【高校生以下、障がい者（付添1名）無料】通年

①
秋季展「旅する絵画～画家は旅の達
人！～」

９月１４日(水)～１１月２３日(水・祝)
（一部展示替有）

②
水彩画家・古山 拓「子規と歩いた宮
城」水彩原画展

９月１４日(水)～１１月２３日(水・祝)

③ ふる～い本にふれてみよう！～旅と本 １０月２９日（土）～３０日（日）
仙台市太白山自然観察の森　自然観
察センター

【無料】通年

① レンジャーと歩くガイドウォーク １０月３０日、１１月６日、１３日、２０日、２７日いずれも（日）
② 森で遊ぼう！小さな野草教室 １１月１２日(土)

③
自然観察会「鈎取山ネイチャーウォー
キング」

１１月１９日(土)

17 東北電力グリーンプラザ 仙台市 【無料】通年
18 東北学院大学博物館 仙台市 【無料】１０月２９日（土）

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館 仙台市 【無料】１０月２９日（土）

①
特別展「アイヌの工藝－衣装・木工・ア
イヌ絵－」

９月２６日（月）～２月１７日（金）

中本誠司現代美術館 仙台市 【無料】１０月２９日（土）、１１月２７日（日）

①
後藤　洋一ガラス造形展2016～天か
ら降りてきた模様～

１０月３０日（日）～１１月６日（日）

② 空はうつろい刻たゆたう １１月２０日（日）～１１月２７日（日）
東京エレクトロンホール宮城 仙台市

① みやぎアートファミリアの日 【無料】１０月３０日（日）
塩竃市杉村惇美術館 塩竃市 【高校生・大学生無料】１１月１９日（土）

① 特別企画展 １１月１９日（土）～１月２２日（日）
菅野美術館 塩竃市 【中学生以下無料】通年

① イタリア彫刻展 ９月３日（土）～１１月６日（日）
24 東北歴史博物館 多賀城市 【無料】１１月３日（木・祝）（常設展のみ）

多賀城市埋蔵文化財調査センター多
賀城史遊館（多賀城市埋蔵文化財調
査センター体験館）

多賀城市
【無料】通年　【特典】１１月１日（火）、３日（木）、５日（土）
全入館者無料体験デー（勾玉づくり）、オリジナルグッズプ
レゼント

①
多賀城跡附寺跡特別史跡指定50周
年記念「多賀城跡の保存と研究-150
年の軌跡-」

１０月1日（土）～１２月１８日（日）

②
記念講演会・鼎談「多賀城祉の調査と
保存のあゆみ」

１１月１日（火）

多賀城市中央公民館（多賀城市文化
センター内）

多賀城市

① 第３５回多賀城市民音楽祭 【無料】１０月１２日（水）
ふるさと展示室 岩沼市 【無料】通年

①
企画展「石碑のある風景～その４ 中
央地区～」

１０月１８日（火）～１２月２８日（水）

奥松島縄文村歴史資料館 東松島市 【無料】１１月３日（木・祝）
① ギャラリートーク １１月２３日（水・祝）

七ヶ浜町歴史資料館 七ヶ浜町 【無料】通年
① 企画展「七ヶ浜のうみ・ひと・まち展」 １１月３日（木・祝）～１２月２５日（日）

山元町中央公民館・勤労青少年ホー 山元町
① 第４０回 町民文化祭 １１月５日（土）～１１月６日（日）

JAXA　角田宇宙センター 角田市 【無料】通年
① 一般公開 ９月４日（日）
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蔵王町伝統産業会館（みやぎ蔵王こ
けし館）

蔵王町 【無料】１１月２３日（水・祝）

① 第28回全国伝統こけしろくろまつり ９月１０日（土）～１１日（日）
33 エール蔵王　島川記念館 蔵王町 【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）
34 村田町歴史みらい館 村田町 【無料】通年
35 しばたの郷土館　資料展示館　思源 柴田町 【無料】通年
36 七ヶ宿町水と歴史の館 七ヶ宿町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
37 吉野作造記念館 大崎市 【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）
38 色麻町農業伝習館　資料展示室 色麻町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
39 芹沢長介記念　東北陶磁文化館 加美町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
40 宗左近記念　縄文芸術館 加美町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
41 墨雪　墨絵美術館 加美町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
42 加美町ふるさと陶芸館（切込焼記念 加美町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

町屋ミュージアム廻船問屋菅勘資料 登米市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
① 企画展　為書き・墨書展 ９月１７日（土）～１１月３０日（水）

44
Satoru Sato Art Museum（サトル・サト
ウ・アート・ミュージアム）

登米市 【無料】通年

登米市歴史博物館 登米市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
企画展「八景－語り継がれる地域の
風景－」

９月１７日（土）～１０月３０日（日）

②
企画展「博物館と遊ぼう！－なつかし
のおもちゃ大集合－」

１１月２６日（土）～２月５日（日）

46 登米市髙倉勝子美術館　桜小路 登米市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
宮城県慶長使節船ミュージアム（サ
ン・ファン館）

石巻市

① 慶長使節出帆記念・サン・ファン館無 【無料】１０月２８日（金）
リアス・アーク美術館 気仙沼市 【無料】１１月３日（木・祝）

① 新！方舟祭2016 ９月２９日（木）～１１月６日（日）

49 平成28年度市民文化祭（気仙沼市） 気仙沼市
１０月８日（土）～１１月６日（日）
0226-22-6600（気仙沼市教育委員会生涯学習課内）
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施設・イベント名称 所在地 内容・期日等
秋田県立美術館 秋田市 【無料】１１月３日（木・祝）

①
特別展「さすらいの画家　斎藤真一～
赫に秘めた想い～」

９月８日（木）～１１月６日（日）

② 企画展「藤田嗣治　無限に深い線」 １１月９日（水）～２月５日（日）
③ あきたの美術２０１６ １０月２９日（土）～１１月６日（日）
④ 秋田県立美術館　県民作品展 １０月８日（土）～１６日（日）

秋田県立博物館 秋田市 【無料】通年（常設展のみ）

①
企画展「四季のたのしみ　くらしのいろ
どり」

11月19日(土)～4月2日（日）

秋田県総合生活文化会館アトリオン 秋田市 【無料】通年

①
秋田県青少年音楽コンクール第20回
記念大会

ピアノ部門　１０月１５日（土）１６日（日）
弦楽器、声楽部門　１１月１９日（土）
管・打楽器部門　１１月２０日（日）

秋田県生涯学習センター 秋田市 【無料】通年
① あきたスマートカレッジ　発掘！考古ゼ １１月１１日（金）、１８日（金）、２５日（金）

②
あきたスマートカレッジ　特別企画
「北海道・東北　文学のつながり」

１１月２４日（木）

5
あきた文化交流発信センター　ふれ
あーるＡＫＩＴＡ

秋田市 【無料】通年

6 Akita Music Festival 2016 秋田市 ９月３日（土）、９月４日（日）
踊る。秋田 2016 秋田市 ６月２日～１１月６日

①
踊る。秋田 2016　アートマネジメント
講座　『レジデンス制作拠点の意味と

９月２４日（土）

②
踊る。秋田 2016　ダンス講座　『さす
らいの舞姫　～崔承喜～』

１０月２２日（土）

③ 踊る。秋田 2016　『舞踏ポスター展』 １０月３１日（月）～１１月６日（日）
秋田県児童会館みらいあ 秋田市 【無料】通年

① みらいあハロウィンパーティ― １０月３０日（日）
② みらいあ文化フェスティバル １１月３日（祝・木）

秋田市立千秋美術館 秋田市 【高校生以下無料】通年

①
企画展「生誕１５０年記念　寺崎廣業
展」

前期９月１６日（金）～１０月１０日（月・祝）
後期１０月１２日（水）～１１月６日（日）※１０月１１日（火）
は展示替えにより休館

②
企画展「生誕１５０年記念　寺崎廣業
展」講演会

９月１８日（土）

10 秋田城跡歴史資料館 秋田市
【高校生以下無料】通年
【特典】先着２００名特製ポストカードプレゼント

11
秋田大学大学院国際資源学研究科
附属鉱業博物館

秋田市
【無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）「東北文化の
日」ガイドブック持参者

秋田市大森山動物園～あきぎんオモ
リンの森～

秋田市
【高校生以下無料】通年
【割引】１１月２７日（日）通常料金より２００円引き

① 大森山Arts&Zoo ９月１７日（土）～１９日（月・祝）

13
東北地区各流合同仕舞・舞囃子の集
い・秋田大会

秋田市 ９月４日（日）

14 鹿角市先人顕彰館 鹿角市 【無料】１１月３日（木・祝）
15 大湯ストーンサークル館 鹿角市 【無料】１１月３日（木・祝）
16 新・秋田の行事inおおだて２０１６ 大館市 １０月２９日（土）、３０日（日）

17
『平安時代の北秋蝦夷社会』－元慶
の乱・十和田噴火の影響＝

大館市 １０月２９日（土）

伊勢堂岱縄文館 北秋田市 【高校生以下無料】通年
① 第16回北秋田市縄文まつり 北秋田市 ９月１０日（土）

19 由利本荘市亀田城佐藤八十八美術 由利本荘市 【学生無料】通年【無料】１0月29日（土）～30日（日）
20 第２０回秋田馬子唄全国大会 由利本荘市 ９月１０日（土）
21 にかほ市象潟郷土資料館 にかほ市 １０月２９日（土）～３１日（月）
22 フェライト子ども科学館 にかほ市 【無料】１０月２９日（土）～３１日（月）

4

7

8

9

1

2

3

12

18

秋田県の参加施設・イベント

-9-



23 仁賀保勤労青少年ホーム にかほ市
【無料】１０月１５日（土）、２２日（土）、２３日（日）、１０月２
９日（土）～３０日（日）

白瀬南極探検記念館 にかほ市 【無料】１０月２９日（土）～３１日（月）

①
企画展「南極隕石と白瀬イズムの継承
者たち」

４月１日（水）～１１月３０日（日）

25 大村美術館 仙北市 【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）
美郷町学友館 美郷町 【無料】通年※図書館利用者

① 秋田美術作家協会美郷町展 【高校生以下無料】９月３日（土）～１０月１０日（月・祝）

秋田県立近代美術館 横手市
【特典】１０月1日（土）～１１月３０日（水）「東北文化の日」
ガイドブック持参者へオリジナルポストカードプレゼント
【中学生以下無料】９月１７日（土）～１１月２７日（日）

① 橘小夢とその時代展 ９月１７日（土）～１１月２７日(日)
横手市ふれあいセンターかまくら館 横手市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

① かまくら室　無料開放 １０月２９日（土）～３０日（日）

29
第１１回横手市民ステージ祭・平成２
８年度横手市交流美術展

横手市 １１月２６日（土）、１１月２７日（日）

30 石坂洋次郎文学記念館 横手市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
31 湯沢市郷土学習資料展示施設 湯沢市 【無料】通年
32 雄勝郡会議事堂記念館 湯沢市 【無料】通年

33
国登録有形文化財　山内家住宅一般
公開

湯沢市 【一般公開】10月2日（日）

28

26

27

24
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施設・イベント名称 所在地 内容・期日等

山形県立博物館 山形市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）、１１月３日（木・祝）

①
プライム企画展「よみがえる古の大寺
院『寶幢寺』至宝展」

９月２４日（土）～１２月４日（日）

②
科学体験教室「ミクロの世界をのぞい
てみよう！」

１０月２９日（土）

③ 科学体験教室「高校科学の広場」 １０月３０日（日）
④ 科学体験教室 １１月３日（木・祝）

2 山形県立博物館教育資料館 山形市
【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）、１１月３日（木・祝）、
１１月１２日（土）

山形県郷土館（文翔館） 山形市 【無料】通年

①
文翔館復原の記録展「石積と擬石
とーそして百年前の県庁舎ふたたび

10月７日（金）～１１月５日（土）

② 文翔館ペン・彩色画展 １１月１２日（土）～１２月１１日（日）
山形市郷土館（旧済生本館） 山形市 【無料】通年

①
企画展「三層楼のあゆみと今－旧済
生本館重要文化財指定５０周年記念
絵画・写真展」

９月１７日（土）～１１月２３日（水・祝）

② 旧済生館本館見学会 １１月１１日（金）
山形市野草園 山形市 【高校生以下無料】通年

①
第２３回野草園の魅力を探る写真コン
テスト入賞作品展

１０月８日（土）～１１月２３日（水・祝）

② 東北おし葉標本展 １１月１日（火）～１１月１３日（日）
③ 東北植物研究会大会 １１月１２日（土）～１１月１３日（日）

山形美術館 山形市 【中学生以下無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
企画展「統一山形誕生140年 絵画と
写真に見る山形の近代」

１０月１４日（金）〜３０日（日）

②
企画展「場所と記憶　永岡大輔×千
葉奈穂子」

１０月１４日（金）～３０日（日）

山寺芭蕉記念館 山形市
【無料】１１月３日（木・祝）
【高校生以下無料】通年

① 企画展「芭蕉と江戸文化」 ９月２９日～11月１４日
8 上山市立上山城 上山市 【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）、１１月３日（木・祝）

公益財団法人　斎藤茂吉記念館 上山市
【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）入館者全員
【割引】１０月１日（土）～３月３１日（金）特別展チラシ持参
者のみ

① 特別展示「茂吉と戦争」 １０月１日（土）～３月３１日（金）
10 天童市美術館 天童市 【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）
11 広重美術館 天童市 【大学生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２８日（月）

天童市西沼田遺跡公園 天童市 【無料】１１月３日（木・祝）
① 西沼田いにしえの夕べ １１月３日（木・祝）

寒河江市美術館 寒河江市 【無料】通年

①
秋の芸術祭　２０人展～郷間正観と２
０人の仲間たち～

１０月１日（土）～１１日（火）

② 寒河江市総合文化祭 １０月２７日（木）～１１月３日（木）
古澤酒造資料館 寒河江市 【無料】通年

① 福田古道人遺墨展 １０月１日（土）～１月３１日（火）
大江町立歴史民俗資料館 大江町 【無料】１０月２８日（金）～３０日（日）

①
大江町文化祭協賛事業　通常展示入
場無料

１０月２８日（金）～３０日（日）

16 芭蕉、清風歴史資料館 尾花沢市 【無料】１１月３日（木・祝）
大石田町立歴史民俗資料館 大石田町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
特別展８７　小平 博之「白き山と最上
川」写真展

１０月８日（土）～１１月６日（日）

13

14
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18 新庄ふるさと歴史センター 新庄市 【無料】１１月３日（木・祝）
19 雪の里情報館 新庄市 【無料】通年

真室川町中央公民館 真室川町

① 町民芸術祭 真室川町
【無料１０月２日（日）※作品展示は９月３０日（金）～１０月
１０日（月）

② 番楽フェスティバル 真室川町 【無料１０月１８日（日）
③ ふるさと子ども伝承祭 真室川町 【無料１１月２７日（日）

21 伝国の杜　米沢市上杉博物館 米沢市 【無料】１１月３日（木・祝）

22
文教の杜ながい（長沼孝三彫塑館・丸
大扇屋・小桜館）

長井市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

23 まほろば・童話の里　浜田広介記念館 高畠町
【特典】１１月１日（火）～１１月１３日（日）喫茶コーナー
コーヒーorジュース50円引き

24
山形県立うきたむ風土記の丘考古資
料館

高畠町 【無料】１１月３日（木・祝）

25 一般財団法人　掬粋巧芸館 川西町 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

致道博物館 鶴岡市
【小中学生無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）の土・
日・祝

①
SAMURAIの美　出羽庄内藩酒井家ゆ
かりの名品

１０月１日（土）～３０日（日）

② 庄内女流陶芸家の現在 １１月２日（水）～２９日（火）

鶴岡アートフォーラム 鶴岡市
【中学生以下無料】１１月１６日（水）～２１日（月）
【無料】１０月１日（土）～１２月２８日（水）

①
県内巡回展・鶴岡会場「第71回県総
合美術展覧会・第58回県こども絵画
展覧会」

１１月１６日（水）～２１日（月）

②
常設展示コーナー「鶴岡市所蔵作品
冬の展示」

１０月１日（土）～１２月２８日（水）

28 東田川文化記念館 鶴岡市 【無料】通年
29 国指定史跡　旧鐙屋 酒田市 【無料】１１月３日（木・祝）

公益財団法人　酒田市美術館 酒田市 【無料】１０月３０日（日）～１１月５日（土）
① 第60回酒田市民美術展 １０月３０日（日）～１１月５日（土）

31 酒田市立資料館 酒田市 【無料】１１月３日（木・祝）

32 本間美術館 酒田市
【特典】１１月３日（木・祝）先着200名に当館オリジナル
グッズ（古布包ストラップ）をプレゼント

土門挙記念館 酒田市 【特典】１０月３０日（日）入館者に土門拳ポストカードプレゼ
① ミュージアムコンサート　箏のしらべ １０月２９日（土）16:00～16:40

公益財団法人　清河八郎記念館 庄内町
【割引】１０月２９日（土）～３０日（日）
【高校生以下無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

① 小学生による清河八郎の塗り絵展 １０月８日～１１月３０日
庄内町亀ノ尾の里資料館 庄内町 【無料】通年

① ＜秋の展示＞稲刈り・ひけし作業 ９月１０日（土）～１１月１３日（日）
② 和合の里秋まつり演芸フェスティバル １１月６日（日）

庄内町内藤秀因水彩画記念館 庄内町 【無料】９月３日（土）～１１月２０日（日）

①
特別展「ちっこしむがしのごど　樋渡浩
作品展」

９月３日（土）～１１月２０日（日）

② 収蔵品展「秋、みつけた！」 ９月３日（土）～11月２０日（日）
庄内町文化創造館（響ホール）

①
内藤秀因記念第18回水彩画公募展
入賞入選作品展

【無料】１１月９日（水）～１９日（土）

35
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施設・イベント名 所在地 内容・期日等
原郷のこけし群　西田記念館 福島市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
企画展　　世界をかけめぐるこけし 「メ
キシこけし」展

８月２日（火）～１１月３０日（水）

2 福島市古関裕而記念館 福島市 【無料】通年
3 安達ヶ原ふるさと村　先人館 二本松市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

伊達市梁川美術館 伊達市
【高校生以下無料】１０月２９日（土）～１１月２７日（日）
【小学生以下無料】１１月１１日（金）～１２月４日（日）

①
伊達市合併10周年記念特別展
「浮世絵　－蚕が紡ぐ伊達の華　街道
が彩る草津の華－」

１０月２９日（土）～１１月２７日（日）

① 野坂徹夫作品展～水の祈り～ １１月１１日（金）～１２月４日（日）
伊達市保原歴史文化資料館 伊達市 【無料】１０月１日（土）～１１月３日（木・祝）

① 秋の文化財まつり １１月３日（木・祝）

本宮市白沢ふれあい文化ホール 郡山市 【無料】通年

①
　～故郷への想いを込めて～　早川雅
信展

１０月２日（日）～３０日（日）

あだたらふるさとホール（大玉村歴史
民俗資料館）

郡山市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

① ふるさとホール体験講座 １０月２９日（土）～３０日（日）
② ふるさと歴史講演会 １１月３日（木）

郡山市ふれあい科学館 郡山市 【無料】通年（宇宙劇場・展示ゾーン有料）
① 開館15周年記念イベント １０月１日（土）～２日（日）

郡山市開成館 郡山市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

① 平成28年度郡山市開成館企画展
１０月１日（土）～１１月３日（木）※入館無料は１０月２９日
と３０日のみ

こおりやま文学の森資料館（郡山市文
学資料館・郡山市久米正雄記念館）

郡山市
【中学生以下・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方・文学
資料館観覧券をお持ちの方無料】１０月８日（土）～１１月
２７日（日）

① 文学講演会（整理券要） 郡山市
１１月６日（日）
【会場】ミューカルがくと館（郡山市開成1-1-1）

郡山市歴史資料館 郡山市 【無料】通年

①
企画展「民衆の叫び～江戸時代の史
料を読む～」

１０月７日（金）～３月３０日（木）

12 須賀川市歴史民俗資料館 須賀川市 【無料】通年
須賀川市立博物館 須賀川市 【無料】１１月３日（木・祝）１１月１２日（土）

①
企画展「亜欧堂田善　江戸時代の銅
版画と油彩画」

須賀川市 １０月２１日（金）～１１月２７日（日）

14 CCGA　現代グラフィックアートセンター 須賀川市
【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）
【特典】１０月２９日（土）～３０日（日）先着１０名にポスト
カードをプレゼント

15 田村市　星の村天文台 田村市
【特典】１０月２９日（土）～３０日（日）天文台見学及びプラ
ネタリウム見学をしたお客様天文台オリジナルポストカード
をプレゼント。

石川町立歴史民俗資料館 石川町 【無料】通年

①
企画展「石川の大地教育の母～三森
たか子先生93歳の生涯」

８月２日（火）～１１月６日（日）

三春町歴史民俗資料館 三春町 【無料】１０月２９日（土）
① 秋季特別展「らっこコレクションの時代」 １０月８日（土）～１１月２３日（水・祝）

18 三春郷土人形館 三春町 【無料】１０月２９日（土）
福島県文化財センター・白河館（まほ
ろん）

三春町 【無料】通年

① 指定文化財展「城跡の考古学」 １０月１５日（土）～１２月１８日（日）
① 講演会・シンポジウム「城跡を掘るⅠ」 １０月２９日（土）～３０日（日）

白河市歴史民俗資料館 白河市 【無料】通年
20
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① 平常展示「白河の歴史と文化」 通年

白河集古苑 白河市
【高校生以下無料】土曜日
【無料】１１月３日（木・祝）

①
特別企画展「松平家と松浦家」－蓁姫
の婚礼調度と松浦家の名宝－」

９月１０日（土）～１１月６日（日）

22 中山義秀記念文学館 白河市 【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）、１１月３日（木・祝）

会津若松市歴史資料センター　まな
べこ

会津若松市
【無料】通年
【特典】１０月２９日（土）～１１月６日（日）（オリジナルキャ
ラクターまなべこちゃん缶バッチをプレゼント）

① 不思議発見！城下町を歩く １１月１３日（日）
24 あいづまちなかアートプロジェクト２０１６ 会津若松市 １０月８日（土）～１１月６日（日）

福島県立博物館 会津若松市 【無料】１１月３日（木・祝）
① けんぱく暗闇探検隊 １１月５日（土）

26
社会福祉法人安積愛育園　はじまりの
美術館

猪苗代町
【高校生以下・障害のある方とその付添１名無料】企画展
会期中（～11月7日（月）/11月23日（水・祝）～２７日）

27 南相馬市博物館 南相馬市 【無料】１１月３日（木・祝）
いわき市考古資料館 いわき市 【無料】通年

①
第２回企画展 近世いわきの藩展Ⅲ
「磐城平藩－井上・
安藤時代－」

９月２１日（水）～１１月１４日（月）

② 古代まつり １１月３日（木・祝）

③
ミニ企画展「リベンジ！湯長谷藩展」
後編

９月２１日（水）～１２月３１日（土）

29 いわき市立美術館 いわき市 【無料】１１月３日（木・祝）常設展のみ
環境水族館アクアマリンふくしま いわき市 【未就学児無料】通年

① 小名浜国際環境芸術祭 ９月１７日（土）～１１月２０日（日）
② 企画展「金魚銀座」 ５月２１日（土）～１１月３０日（水）

③
企画展「動物画家・薮内正幸展～日
本の野生動物」

～２月２８日（火）

いわき市立草野心平記念文学館 いわき市 【無料】通年（文学プラザ、えほんのひろば）
① 来館者による詩作

23

21

20

28

31

30

25
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施設・イベント名 所在地 内容・期日等

天理大学附属天理参考館
奈良県
天理市

【無料】１０月２９日（土）～３０日（日）

①
企画展　「東北地方の玩具たち－東
日本大震災を忘れない－」

１０月８日（土）～１１月２７日（日）

②
第78回企画展関連イベント「伝統こけ
し工人によるこけし製作実演

１０月２９日(土)、１１月１９日（土）

関西の参加施設・イベント

1
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