愛知県内の博物館・ 資料館などを めぐ る

その場でもらえる各館オリジナルグッズ!!

ひなまつりスタンプラリー

３館賞
ブロック賞
パーフェクト賞

平成31年2月2日㈯〜3月10日㈰
参加無料!!

３４館がエントリー！

各館先着１００名様
各館先着５０名様
全館合計先着３０名様
協力/アクティオ㈱・㈱両口屋是清

記念品交換チェック欄
３館賞(ブロックをまたいでもＯＫ!)
Ａブロック賞
Ｂブロック賞
Ｃブロック賞
Ｄブロック賞
Ｅブロック賞
パーフェクト賞

〈スタンプラリーのルール〉

Ａ -１

Ａ -２

大口町歴史民俗資料館
冬の企画展「ひなまつり」
１月19日(土)〜３月10日(日)

愛西市佐屋郷土資料室
ひな祭企画「服部家の雛人形」
２月２日(土)〜３月10日(日)

町民の皆様よりご寄贈いただい
た土雛や親王飾り、御殿飾り、
屏風飾りなど、様々な雛人形を
展示しています。毎年好評のお
雛さまやお内裏さまの衣装を着
て写真撮影ができるコーナーも
あります。

愛西市佐屋郷土資料室に展示され
ている善太新田を開発した豪農服
部安久の家に伝わる雛人形につい
てクローズ・アップします。
※佐織歴史民俗資料室では企画展
「メジャーリーグへの道」を開催
しています。

●実施施設をめぐり、各施設に置いてあるスタンプをこのラリーシートの所定の位置に押して集めて下さい。施設はどこからでも自由にめぐってい
ただけます。規定の個数のスタンプを集めた方には、各施設受付で記念品を差し上げます。
●ラリーシートはお一人様１枚とさせていただきます。またスタンプの押されたラリーシートの第三者への譲渡はご遠慮下さい。
●記念品は先着順で数量限定です。各施設にて予定数に達した場合は、期間内でも配布を終了させていただきます。
●３館賞とブロック賞は施設により内容が異なります。またパーフェクト賞は後日発送となります。34館目の受付にて所定の手続きをしていただき
ます。その際にお預かりする個人情報に関しましては、記念品の発送以外には使用いたしません。
●スタンプラリーへの参加は無料ですが、重要文化財堀田家住宅・徳川美術館・尾州廻船内海船船主内田家・豊橋市二川宿本陣資料館・田原市博物
館・岡崎市美術博物館・旧糟谷邸では、それぞれ入館料が必要となりますので、お支払いの上ご入館いただき、スタンプを押してくださいますよ
うお願いいたします。
●各施設で開館日や開館時間が異なります。詳細は配布の施設案内、または各施設へお問い合わせいただくか、各施設のウェブサイトでご確認くだ
さい。
●各施設にて開催する展覧会は、施設によりそれぞれ開催期間及び内容が異なります。スタ ンプラリー実施期間中は、各施設の展覧会開催期間外で
もスタンプを設置いたしておりますので、各施設の受付へお申し出ください。

Ａ -３

Ａ -４

Ａ -５

Ａ -６

重要文化財堀田家住宅(津島市)
ひなまつり展―嫁入り道具と雛あそび―
２月２日(土)〜３月10日(日)

大治町立公民館
雛のつるし飾り展
２月２日(土)〜３月３日(日)

嫁入り道具の一つとしても欠か
せない雛人形。今回は個別の道
具にも注目をします。雛段に飾
られる道具と実際の生活で使わ
れた道具を比べてみましょう。

蟹江町歴史民俗資料館
ミニ企画「土鈴の郷土びな」
２月２日(土)〜３月10日(日)

弥富市歴史民俗資料館
ミニ展示「弥富のおひなさま」
２月２日(土)〜３月10日(日)

初節句を迎える娘の健やかな成
長と良縁を願い、一針一針縫わ
れたつるし飾りと、段飾りのひ
な人形を、ロビーいっぱいに展
示します。

日本各地に伝わるひな人形
のなかから、土鈴で造られ
たものを集めて展示します。
土鈴ならではの造形をお楽
しみください。

市民から寄贈された、なつかし
い昭和のひな人形をいくつか展
示します。期間中は「昔のくら
し展 ”きみ”の知らない昭和」
「文鳥ぶんちゃんパネル展」も
開催しています。

Ａ -７

Ｂ -８

Ｂ -９

Ｂ -１ ０

徳川美術館
尾張徳川家の雛まつり
２月９日(土)〜４月７日(日)

大府市歴史民俗資料館
第10回歴史民俗資料館ひなまつり
２月２日(土)〜３月10日(日)

知多市歴史民俗博物館

刈谷市郷土資料館
ひなまつり展
２月７日(木)〜３月10日(日)

御三家筆頭の名にふさわしい豪華
な尾張徳川家に伝わる雛人形や雛
道具を一堂に展示します。さらに
明治・大正・昭和の大雛段飾りも
圧巻です。大名家ならではの、豪
華で気品のある雛の世界を紹介し
ます。

江戸時代の親王飾りから現代
までのひな人形・ひな飾りを
展示します。同時開催として
「奥山河 美しき日々Ⅱ 森
上倍名写真展」を展示します。

ひなまつり展
おひなさまと子どもの遊び

１月19日(土)〜３月３日(日)

大切にひきつがれてきた江戸
時代の親王飾りや、豪華絢爛
な昭和時代の御殿飾りなどの
おひなさまを展示します。ま
た、あわせて女の子の遊び道
具を紹介します。

昭和の暮らしに合わせて雛人
形を飾ります。昔の遊び体験
のほか土・日・祝は、はた織
り体験（小学生以上・有料）
ができます。

Ｂ -１ １

Ｂ -１ ２

Ｂ -１ ３

Ｃ -１ ４

阿久比町勤労福祉センタ ー
お雛さまと吊るし飾り展
２月23日(土)〜３月３日(日)

半田市立博物館
ひなまつり展
３月２日(土)〜３月31日(日)

尾州廻船内海船船主
内田家(南知多町)

瀬戸蔵
第18回陶のまち瀬戸のお雛めぐり
２月２日(土)〜３月３日(日)

２月２２日（金）までは１階ロ
ビーにて吊るし飾りの展示。２
月２３日（土）〜３月３日（日）
の間は多目的ホールで約１５０
台の吊るし飾りと御殿飾りの展示
をお楽しみ下さい。

７段飾りの雛人形と桐塑人
形・乙川人形の内裏雛など
を展示します。期間中は館
蔵品展「番付は語る」にお
いて、郷土にまつわる見立
番付を紹介しています。

企画展「桃の節句」
２月２日(土)〜３月24日(日)
公開日は上記期間の土・日曜
日と祝日、２月２３日（土）
〜３月３日（日）は毎日公開
します。今回が初公開の雛飾
りを含めた明治から昭和頃ま
での様々なおひなさまをお楽
しみください。

「陶のまち 瀬戸のお雛めぐり」の
メイン会場である瀬戸蔵では、約
1,000体の陶磁器やガラスの創作雛
を展示した高さ4ｍの巨大ひな壇
「ひなミッド」が登場。周辺の商
店街などでもお雛さまが飾られ、
瀬戸の街中が華やかに彩られます。

Ｃ -１ ７

Ｃ -１ ５

Ｃ -１ ６

岩崎城歴史記念館
特別展「おひなさま」
１月26日(土)〜３月17日(日)

日進市旧市川家住宅
「旧市川家住宅のひなまつり」
１月31日(木)〜３月17日(日)

豊田市民芸館

旧松本家長屋門(豊田市)

「土人形のおひなさま」
２月２日(土)〜４月14日(日)

様々な願いを込めて飾られる
ひな人形。一足先に春の訪れ
を告げる人形たちを是非ご覧
下さい。

古民家の趣き有る空間に、雛人
形・つるし雛などを展示します。
かわいらしいお雛様飾りの前で、
マイカメラでの記念撮影はいか
がでしょうか。

土人形は粘土を成形し、焼成、
彩色した人形です。碧南市な
どの三河南部で作られた土人
形は行商により豊田市で販売
されていました。館蔵品の土
人形を中心とした節句飾りを
ご覧ください。

ひいなの春
〜旧松本家長屋門のひなまつり〜
２月16日(土)〜３月10日(日)

Ｃ -１ ９

Ｃ -２ ０

Ｄ -２ １

喜楽亭(豊田市)
ひいなの春〜喜楽亭のひなまつり〜
２月14日(水)〜３月８日(木)

みよし 市立歴史民俗資料館
第37回ひな人形展
〜昭和から平成にかけてのひな人形たち〜
２月１日(金)〜３月３日(日)

喜楽亭は、大正末期から昭和初期
にかけて建てられた料理旅館です。
国の登録文化財になっている趣き
ある建物には、ひな人形がよく映え
ます。四季折々の顔を見せる日本
庭園と併せてお楽しみください。

開館以来開催し、３７回目を迎える
今回のひな人形展では、昭和から平
成にかけてのひな人形を展示紹介す
る。これらのひな人形を通じて、そ
れぞれの人形が飾られた時代を感じ
てもらう契機を提供する。

Ｄ -２ ３

幸田町郷土資料館
季節展示「おひなさま」
１月26日(土)〜３月10日(日)

Ｃ -１ ８

旧松本家長屋門は、平成21年に
市有形文化財に指定された江戸
時代末期の建物です。寺部の武家
屋敷の遺構の一つであるこの長屋
門に、市民から寄贈されたひな人
形などを展示します。
Ｄ -２ ２

蒲郡市博物館
「ひな人形展」

２月２日(土)〜３月10日(日)

内裏・御殿・屏風ひな人形、
土人形など、資料館で大事
にされてきた人形たちをお
披露目します。

御殿飾りのひな人形など、
昔のおひなさまを展示しま
す。お雛様着付け体験コー
ナーもございます（事前申
込不要）。

Ｄ -２ ４

Ｄ -２ ５

Ｄ -２ ６

豊橋市二川宿本陣資料館
「二川宿本陣まつり ひなまつり」
１月26日(土)〜３月10日(日)

豊橋市 商家「駒屋」
「駒屋のひなまつり」
１月26日(土)〜４月７日(日)

田原市博物館

田原市渥美郷土資料館
企画展「第33回ひな祭り展」

江戸情緒あふれる大名の宿「本
陣」の中に、二川宿の旧家に伝
来する雛人形をはじめ、御殿飾
りや段飾り、天神さまやつるし
飾りなど数多く展示します。

みんなに笑顔や福を運ぶ
「福よせ雛」を展示しま
す。ユニークなお雛様が
勢揃い！お気に入りを見
つけてね。

Ｅ -２ ７

平常展「ひな人形と初凧展
－女の子の節句・男の子の節句－」
２月９日(土)〜３月24日(日)

２月１日(金)〜３月17日(日)

子どもの成長を祝う祭りである
桃（上巳）の節句に飾るひな人
形と端午の節句の頃に大空を舞
う田原凧保存会制作の初凧を展
示します。

江戸時代から現代までのひな
人形の移り変わりを展示。今
年は市内の方々が制作したハ
スの花飾りを中心に押絵びな、
初凧なども展示します。

Ｅ -２ ８

Ｅ -２ ９

Ｅ -３ ０

知立市歴史民俗資料館

岡崎市美術博物館

岡崎むかし 館

ちょっと昔のおひなさま

収蔵品展「暮らしのうつりかわり」

岡崎市旧本多忠次邸
季節展示「春〜桃の節句を祝う〜」

１月26日(土)〜３月24日(日)

２月13日(水)〜３月10日(日)

むかし館のひな飾り
２月２日(土)〜３月15日(金)

明治初頭から昭和30年代まで、
親王飾りや源氏枠飾り、御殿飾
りや屏風飾りなど、地元で親し
まれたさまざまなおひなさまを、
にぎやかに展示します。

市民の皆さまから寄贈いただいた
屏風段飾りや御殿飾りひな人形、
素朴な愛らしさの土人形を展示し
ます。子どもの誕生を祝い、その
健やかな成長を見守りながら大切
に飾られてきたお節句のお人形た
ちをお楽しみ下さい。

旧本多忠次邸は旧岡崎藩主本多家
の子孫、本多忠次氏が昭和７年に
建てた邸宅です。和洋折衷の邸内
に岡崎市に寄贈されたお雛様や季
節の花を飾って皆様をお迎えしま
す。昭和の洋館で一緒に桃の節句
を祝いましょう。

岡崎市図書館交流プラザりぶらの
1階にある歴史資料展示室「岡崎
むかし館」では、季節展示として、
くらしの中で愛でられた郷土玩具
やひな飾りをコーナー展示します。
※記念品交換は、中央図書館１階
レファレンスライブラリーで行い
ます。

Ｅ -３ １

Ｅ -３ ２

Ｅ -３ ３

Ｅ -３ ４

奧殿陣屋(岡崎市)
「奥殿陣屋 ひな人形展」

西尾市資料館
「ひなまつり 2019」

旧糟谷邸(西尾市)
「旧糟谷邸のひなまつり」

安城市歴史博物館
「歴博福よせ雛」

２月２日(土)〜３月10日(日)

２月２日(土)〜３月24日(日)

県内屈指の規模を誇る豪農の
屋敷に昭和初年の豪華な御殿
飾りと土人形を展示します。
三河を代表する小説家・尾﨑
士郎の記念館もあわせてご覧
いただけます。

企画展「江戸の愉しみ－安城
の相撲・芝居－」にちなんだ
福よせ雛の興行開幕！歌舞伎
「里見八犬伝」の舞台、相撲
興行の様子を雛たちが再現し
ます。

２月２日(土)〜３月31日(日)

２月１日(金)〜３月３日(日)

２月９日(土)〜３月24日(日)

書院という建物の中で、昭和２０
年代頃のひな檀飾り、吊るしびな
や明治時代のひな人形などの展示
を行っています。書院では、お抹
茶や抹茶スイーツ、お土産も楽し
めます。お食事処、金鳳亭では五
目釜めしを日本庭園を見ながら頂
けます。

江戸時代終わり頃から
昭和時代にかけてのひ
な人形を展示します。

