
ひなまつりスタンプラリー
平成31年2月2日㈯～3月10日㈰

実施施設 交通案内

開館時間　
午前９時～午後４時30分
観覧料　無料
休館日　月・火曜日
http://www.city.yatomi.lg.jp/shisetsu/1000983/1000988/1000992.html

弥富市歴史民俗資料館
交通案内
近鉄・名鉄・ＪＲ「弥富」駅下車
徒歩15分
国道１号線「前ヶ須」交差点を
車で南に1分

大口町歴史民俗資料館

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料　無料
休館日　月曜日、2月3日(日)
http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/18/rekishiminzokusiryoukan.html

蟹江町歴史民俗資料館
交通案内
JR関西本線「蟹江」駅より
徒歩10分
近鉄名古屋線「蟹江」駅より
徒歩15分
東名阪自動車道蟹江ICから
車で７分

海部郡蟹江町城一丁目214番地
TEL 0567-95-3812

徳川美術館
交通案内
JR 中央線「大曽根駅」下車
南出口より徒歩10分
市バス・名鉄バス「徳川園新出来」下車
徒歩３分

開館時間
午前10時～午後５時
観覧料　一般1,400 円、
　　　　高大生700 円、
　　　　小中生500 円
休館日　月曜日（2月11日は開館）、
　　　　  2 月12日（火）
http://www.tokugawa-art-museum.jp/

弥富市前ケ須町野方731番地
TEL 0567-65-4355

半田市立博物館
交通案内　

「知多半田駅」・「成岩駅」
下車徒歩15～20分

「半田IC」から車で5分

知多市歴史民俗博物館
交通案内　
名鉄常滑線「朝倉駅」下車、徒歩10分
西知多産業道路朝倉ICから車で２分
駐車場23台（無料）
知多市コミュニティ交通 あいあいバス

「歴史民俗博物館前」下車すぐ

大府市歴史民俗資料館

開館時間
午前９時～午後６時
（入館は午後５時30分まで）
観覧料　無料
休館日　月曜日（2月11日は開館）、2月22日（金）
http://www.city.obu.aichi.jp/

大府市桃山町五丁目 180-１
TEL 0562-48-1809

知多市緑町12-2
TEL 0562-33-1571

開館時間
午前9時～午後5時
(入館は午後4時30分 まで）
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.city.chita.lg.jp

半田市桐ヶ丘4丁目209-1
TEL 0569-23-7173

開館時間　
午前10時～午後６時
観覧料　無料
休館日　月曜日(祝日の場合は翌日)
http://www.city.handa.lg.jp/hkbutsu/bunka/geijutsu/hakubutsukan/hakubutsukan.html

尾州廻船内海船船主
内田家(南知多町)
交通案内
知多半島道路南知多 IC を下車、
国道 247 号線を約 10 分
名鉄電車内海方面に乗車、終点

「内海駅」下車、海っ子バス西海岸線に乗車、
「内田佐七家前」停留所 下車

開館時間
午前９時～午後４時

（入館は午後３時 30 分まで）
観覧料　300円(中学生以下は無料)
休館日　平日(祝日の場合は開館)

http://www.town.minamichita.lg.jp/main/syakyou/uchidake/page_top.html

知多郡南知多町大字内海字南側 39
TEL 0569-65-2880
( 南知多町社会教育課 )
( カーナビをご利用の方は住所をご入力ください )

交通案内
JR 東海道線・武豊線「大府」駅下車、
徒歩約 10 分（大倉公園内）
国道 23 号線「共和 IC」または

「有松 IC」から約 20 分
知多半島道路「大府東海 IC」から
約 15 分

開館時間
午前9時～午後4時
観覧料   無料
休館日   月曜日、2月12日（火）
http://www.city.aisai.lg.jp/

愛西市佐屋郷土資料室
交通案内
名鉄尾西線「日比野」駅下車、
徒歩15分

愛西市稲葉町米野303
TEL 0567-55-7137

重要文化財堀田家住宅(津島市)
交通案内
津島駅を西に進み津島神社へ
南鳥居東50Ｍ
堀田家には駐車場はありませんが
近くに天王川公園駐車場がございます。

刈谷市郷土資料館
交通案内

「刈谷市」名鉄三河線 駅より徒歩15分
「      妻」JR東海道本線 駅より

徒歩20分
公共施設連絡バス小垣江線

「司町４丁目」バス停から徒歩６分
車の場合は亀城公園駐車場を
ご利用ください

刈谷市城町1－25－1
TEL 0566-23-1488

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料  無料
休館日  月曜日(2月11日は開館)、2月12日(火)
http://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/bunkashiminkouryu/kyodoshiryokan/

瀬戸蔵
交通案内
名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」下車、
徒歩５分
東海環状自動車道「せと赤津IC」
から約10分 
東海環状自動車道「せと品野IC」
から約15分 
名古屋瀬戸道路「長久手IC」から
約15分

瀬戸市蔵所町1-1
TEL 0561-85-2730

開館時間
午前9時～午後９時30分
観覧料  無料（ひなミッド観覧）
休館日  期間中は無し
http://www.seto-marutto.info/

愛知県内の博物館・資料館などをめぐる

交通案内　
国道41号線新宮2丁目北交差点
を西へ1km
名鉄犬山線柏森駅から
大口町コミュニティバス

「健康文化センター」下車
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交通案内
名鉄バス・名古屋市バス「大治役場前」
下車、北へ徒歩5分
名古屋第二環状自動車道「大治北」

「甚目寺南」ICから約５分

大治町立公民館 海部郡大治町大字馬島字
大門西10番地
TEL 052-443-2671

開館時間
午前９時～午後９時
(日・祝は午後5時まで、

観覧料　無料
休館日　月曜日、２月12日(火)
http://www.town.oharu.aichi.jp/

開館時間
午前10時～午後4時

観覧料　無料
休館日　月曜日(２月11日は開館)
http://www.city.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=413

阿久比町勤労福祉センター 阿久比町椋岡字丸山14-1
TEL 0569-48-6644

交通案内
名鉄河和線「阿久比町」駅下車、
徒歩15分
知多半島道路「阿久比IC」から、
車で7分

丹羽郡大口町伝右1-35　
健康文化センター3階
TEL 0587-94-0055

津島市南門前町1-2-1
TEL 0567-55-9421

（津島市教育委員会社会教育課
 月～金曜日のみ）

開館時間
午前10時～午後３時
観覧料  大人300円(200円)

小・中学生100円(50円)
           ※()内は15名以上の団体
休館日  月曜日(火～金曜日観覧希望の場合は
 　　　 ３日前までに５名以上で申込みください
 　　　 土・日曜日・祝日は予約不要 )
http://www.city.tsushima.lg.jp/shokai/bunka/bunkazai/jyuuryoubunnkazai.html

名古屋市東区徳川町1017
TEL 052-935-6262

開館時間　
午前9時～午後5時
観覧料　無料
休館日　月・火曜日
http://www.town.oguchi.aichi.jp/2682.htm

大治町立公民館

（入館は午後３時30分まで）

(愛西市生涯学習課)

最終日は午後3時まで）

※2月23日(土)～3月3日(日)は開館

名鉄尾西線「佐屋」駅下車、
徒歩20分

鉄道　名鉄河和線

車　知多半島道路
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旧松本家長屋門(豊田市)
交通案内　
名鉄バス「寺部中町」下車徒歩5分

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、
            2月22 （金）日 、3月22 （金）日
http://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kyoiku/bunka/gyomu/1/

知立市歴史民俗資料館
交通案内
名鉄「知立」駅から徒歩７分
名古屋方面から国道 23 号線

（知立バイパス）上重原 IC から
約５分

知立市南新地二丁目３-３
TEL 0566-83-1133

豊田市寺部町2-39-15
TEL 0565-32-6561

開館時間
午前10時～午後5時
観覧料　無料
休館日　月曜日～金曜日
http://www.city.toyota.aichi.jp/s/shisetsu/bunka/bunkasonohoka/1013462.html

みよし市立歴史民俗資料館
交通案内　

「赤池」地下鉄鶴舞線 駅下車、名鉄バス
豊田市行 「三好」き 下車、徒歩3分

「豊名鉄三河線 田市」駅下車、名鉄バス
赤池駅行 「三好」き 下車、徒歩3分
名鉄豊田線「黒笹」また 「三好は ヶ丘」駅下車、
さんさんバス く（交流路線 ろまつくん）

「中部小学校」下車、徒歩３分
「東名三好」東名高速道路 ICから車で10分

豊橋市二川宿本陣資料館
交通案内
JR東海道本線「二川」駅下車、
北口より東へ1km
国道1号線「二川町西向山」
交差点を北へ500m
東名高速道路「浜松西」IC・

「豊川」ICから車で約45分
開館時間　
午前9時～午後5時
(入館は午後4時30分 まで）
観覧料　一般400 円、
　　　　小中高生100 円
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.futagawa-honjin.jp/

幸田町郷土資料館

開館時間：
午前10時～午後5時
観覧料　無料
休館日　月曜日
http://www.town.kota.lg.jp

交通案内　
「三JR東海道本線 ヶ根駅」下車、

東口徒歩10分
東名高速道路「岡崎」ICから
車で約30分

田原市渥美郷土資料館田原市博物館

開館時間
午前9時～午後5時
(入館は午後4時30分 まで）
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.taharamuseum.gr.jp

豊田市民芸館

開館時間　
午前9時～午後5時
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）
http://www.mingeikan.toyota.aichi.jp/

交通案内　
名鉄三河線平戸橋駅より徒歩１５分
名鉄三河線猿投駅よりタクシー7分
猿投グリーンロード枝下ＩＣで降り
右折１０分
東海環状自動車道豊田勘八ＩCより
１０分

開館時間
午前９時～午後４時
観覧料　無料

・休館日　月 ・火 （祝日の場合は開館）水曜日
http://www.city.nisshin.lg.jp/shisetsu/shisetsukyoiku/ichikawake.html

日進市旧市川家住宅

岡崎市旧本多忠次邸
交通案内

「岡崎」東名高速道路 IC
から車で約５分
名鉄「東岡崎」駅②番バスのりば
から東公園口方面行きに乗車、

「東公園口」下車、徒歩３分

西尾市資料館
交通案内
名鉄西尾線「西尾駅」下車徒歩15分
国道23号線安城西尾インター又は
西尾東インターから車で 15分

日進市野方町東島 384 番地
TEL 0561－73－4190

（日進市役所生涯学習課）
豊田市平戸橋町波岩86-100
TEL 0565-45-4039

みよし市三好町陣取山44-1
TEL  0561-34-5000 額田郡幸田町大字深溝字清水36-1

TEL 0564-62-6682

豊橋市二川町字中町65番地
TEL 0532-41-8580

田原市田原町巴江11-1
TEL 0531-22-1720

交通案内　
JR・ 「豊橋」名鉄 駅から豊橋鉄道

「三河渥美線乗車 田原」駅下車、
徒歩１５分（田原城跡内）

開館時間
午前9時～午後5時
(入館は午後4時30分 まで）
観覧料　一般210 円
　　　　小中学生以下無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.taharamuseum.gr.jp

交通案内　
JR・ 「豊橋」名鉄 駅から豊橋鉄道

「三河渥美線乗車 田原」駅下車、
豊鉄バス伊良 「福江」湖本線乗車
バス停下車、徒歩15分

（田原市役所渥美支所敷地内）

田原市古田町岡ノ越6番地4
TEL 0531-33-1127

岡崎市欠町字足延 40 番地１
（東公園内）
TEL 0564-23-5015

西尾市錦城町 229
TEL 0563-56-6191

蒲郡市博物館
交通案内
ＪＲ・ 「蒲郡」名鉄 駅から
徒歩１０分

開館時間
午前10時～午後５時

（入館は４時30分まで）
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月19 （火）日
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/museum/

蒲郡市栄町10-22
TEL 0533-68-1881

岡崎市美術博物館
交通案内
名鉄「東岡崎」駅よりバス

「中央総合公園」行き乗車、
「美術博物館」下車、徒歩３分
東名高速道路「岡崎」ICから
車で10分

岡崎市高隆寺町字峠1 
岡崎中央総合公園内
TEL 0564-28-5000

開館時間
午前10時～午後５時
観覧料   一般300円、

小中学生150円
休館日   月曜日(２月11日は開館)、
　　　　２月12日(火)
http://www.city.okazaki.lg.jp/museum/

岡崎むかし館
(岡崎市図書館交流プラザりぶら1階）
交通案内
名鉄「東岡崎駅」より名鉄バス
日名町行 「図書館交流き プラザ」
下車すぐ
愛環「中岡崎駅」より徒歩11分、
駐車場 （2時間り まで無料）

開館時間
午前９時～午後５時

観覧料　無料
休館日　月曜日
http://www.cul-toyota.or.jp/sisetuda/sanbun_kirakutei.html

喜楽亭(豊田市) 豊田市小坂本町 1-25
( 豊田市産業文化センター内 )
TEL 0565-33-1531

交通案内
「新豊田」愛環 駅から徒歩３分
「豊田市」名鉄 駅から

徒歩８分

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料　無料
休館日　月曜日(２月11日は開館)、２月12日(火)
http://komaya.futagawa.org/

「駒屋」豊橋市 商家 豊橋市二川町字新橋町 21
TEL 0532-41-6065

交通案内
JR 「二川」東海道線 駅下車、
北口より東へ 1.3km
( 徒歩約 17 分 )

開館時間
午前９時～午後７時
(りぶらは午後９時まで)
観覧料   無料
休館日   水曜日
http://www.city.okazaki.lg.jp/libra/803/p014017.html

岡崎市康生通西4-71
（岡崎市図書館交流プラザりぶら内）
TEL 0564-23-3167

開館時間
午前９時30分～午後４時30分
観覧料　無料
休館日　月曜日(２月11日は開館)、
　　　　２月12日(火)
https://okazaki-kanko.jp/okutono-jinya

奥殿陣屋(岡崎市) 岡崎市奥殿町雑谷下 10 番地
TEL 0564-45-7230

交通案内
JR「岡崎」駅から
名鉄バス奥殿陣屋行き乗車
名鉄「東岡崎」駅から
名鉄バス奥殿陣屋行き乗車

「岡崎」東名高速道路 IC から車で 25 分
「豊田東」東海環状自動車道 IC から

車で 10 分

安城市歴史博物館 安城市安城町城堀 30 番地
TEL 0566-77-6655

交通案内
「南安城」名鉄西尾線 駅より東へ

徒歩10分
「安城」JR東海道本線 駅より

あんくるバス(1番系統安祥線)
川島行き10分

交通案内
県道 58 号 ( 旧飯田街道 )「浅田」交差点を
東へ約 900m
県道 58 「浅間下」号 交差点を西へ約 1km
市役所から徒歩約 10 分
地下鉄「赤池」駅から名鉄バス日進中央線に
乗車し「野方」バス停下車徒歩 1 分
カーナビをご利用の際は、住所 ( 日進市
野方町東島 384 番地 ) を入力してください

開館時間　
午前9時～午後4時30分
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/shiryoukan/

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料　無料
休館日　月曜日(２月11日は開館)
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/9,3130,94,530,html

●

開館時間
午前９時～午後５時

（入館は午後４時30分まで）
観覧料　無料
休館日　月曜 （2日 月11日は開館）、2月12 （火）日
http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1109/1162/p011774.html　

開館時間
午前９時～午後５時
観覧料　○ 「江戸の愉しみ」企画展
　　　　　（2/2～3/24） 無料
　　　　○ ：常設展 200 円(中学生以下無料)
休館日　月曜日(２月11日は開館)
https://ansyobunka.jp/

岩崎城歴史記念館

開館時間
午前9時～午後5時
観覧料　無料
休館日　月曜日(祝日の場合は開館)
http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwasakijo/

日進市岩崎町市場67
TEL 0561-73-8825   

交通案内　
「赤池」地下鉄 駅から名鉄バス日進中央線で
「岩崎御岳口」約１５分 下車、徒歩５分

「星ヶ丘」地下鉄 駅から名鉄バス
「トヨタ博物館前」「五色園行」・ で約２０分
「岩崎御岳口」下車、徒歩５分

「長久手古戦場」リニモ 駅から名鉄バス
日進中央線で約１５分

「岩崎御岳口」下車、徒歩５分

旧糟谷邸(西尾市)
交通案内
名鉄西尾線・蒲郡線「吉良吉田」駅下車

国道23号岡崎バイパス
西尾東インターから約20分

西尾市吉良町荻原大道通18-1
TEL 0563-32-4646

開館時間
午前９時～午後５時

観覧料　300円
休館日　月曜日(２月11日は開館)
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/8,14913,94,530,html

あ

(豊田市郷土資料館)

徒歩25分

(入館は午後4時30分 まで）

(入館は午後4時30分まで)
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