
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日時  9/3（土）～11/27（日） 

9:00～17:00（16:45最終入館） 
問合せ  久能山東照宮  

☎054-237-2437 

アクセス   

JR静岡駅北口バス 11番のりば 

日本平線「日本平ロープウェイ」下車  

ロープウェイにて 5分 

 

 

新指定 

梶原氏ゆかりの地 

（１） ツナグ-生活と心- 2022 

10/22(土) ・23(日)  10:00～17:00  

①トークショー『有松絞のヒミツ！』 （無料・当日受付） 

22(土) 13:30～、23(日) 10:30～ 

②トークショー『大井川めんぱの世界！』 （無料・当日受付）  

22(土) 10:30～、23(日) 13:30～ 

③和裁/藁細工ワークショップ 

（1回 3,000円・要申込・各回定員４人程度※先着順） 
両日共通 10:00～12:00、13:30～15:30 

申込  (1)ツナグワークショップ順次受付  

☎ 080-3657-3153 

 

（２）かえるとこ ワークショップ（申込不要）&マルシェ 

10/30(日)・11/27（日） 

10:00～15:00 

 

（３）探書会 古本や古書の販売、本にまつわるトークショー 

   11/5（土）・6（日） 

10:00～16:30 
 

アクセス  JR静岡駅北口バス 9番のりば 

美和団地行「美和団地前」下車 徒歩４分  

 

 

高源寺（清水区高橋２丁目 7-4） 
高源寺本堂（市指定文化財）、梶原関係資料等を公開します 
（拝観無料） 

 

徳川氏ゆかりの地 

文化財特別公開とは？ 
文化庁が定めた「文化財保護強調週間」（11 月１日～11 月７日）に合わせて、
通常公開を行っていない市内の文化財について期間限定での公開を行い、文化財
により親しんでいただく機会を提供するものです。 
※貴重な文化財が多く公開されています。ご案内くださる所有者様の指示に従い、文化財を傷つけな

いよう安全に拝観・見学してください。公共交通機関をご利用ください。 

※天候により公開内容が変更・中止になる場合があります。市 HPにて最新情報をご確認ください。 

 

 

臨済寺（葵区大岩町 7-1） 
通常非公開の臨済寺庭園（国指定名勝）等を特別公開 

します（拝観無料） 

 

今川氏・徳川氏ゆかりの地 

 

 
そのほかの公開文化財は裏面へ 

 日時  11/３（祝） 当日 9:50から整理券を配布します 

午前の部 10：00～12:00 

午後の部 13:00～15:00 
 対象  小学４年生以上でハシゴの昇降可能な方 

 定員  １５分毎５人の制限で午前４０人、午後４０人 

 

問合せ  静岡市文化財課  

☎054-221-1066 

アクセス   

JR清水駅西口バス３番のりば 

三保車庫行 

「三保本町」下車 徒歩 20分  

 

 

 

清
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 日時  10/15（土）～12/20（火） 

9:00～16:00 
葬儀・法事の際には本堂内の見学ができません。 

問合せ  高源寺 ☎ 054-366-2410 

アクセス   

JR清水駅西口バス４番のりば 

秋葉前・高橋経由 静鉄車庫行 

「高橋」下車 徒歩４分  

 

 

 

高源寺本堂 

柴屋寺（駿河区丸子 3316） 
柴屋寺庭園（国指定名勝）等を公開します 
（大人 300円、小・中学生 200円） 

  日時  11/3（祝）～11/8（火）  

10:00～16:00 
問合せ  柴屋寺 ☎054-259-3686 

アクセス   

JR静岡駅北口バス 7番のりば 

中部国道線岡部営業所・藤枝駅行 

「吐月峰駿府匠宿入口」下車 徒歩 10分  

 

 

清見寺（清水区興津清見寺町418-1） 
宝物館を特別公開します 
（大人 300円、中・高生 200円、小学生 100円） 
 
 日時  10/16（日） 

10:00～15:00 
問合せ  清見寺 ☎054-369-0028 

 

アクセス JR清水駅西口バス１番のりば 

三保山の手線但沼車庫行「清見寺前」下車  

徒歩 2分 

 

 

 

久能山東照宮（駿河区根古屋 390） 
徳川家康関係資料（国指定重要文化財）等を展示します
（社殿拝観・博物館見学共通 大人 800円、小・中学生 300円） 
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足
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清見寺 

 日時  10/15（土） 

10:00～15:00 
問合せ  臨済寺 

☎054-245-2740 

アクセス   

JR静岡駅北口バス 16番 

のりば中原池ヶ谷線唐瀬営業所行 

「臨済寺」下車 徒歩 5分   

臨
済
寺
庭
園 

柴
屋
寺 

鈴木家住宅（葵区中ノ郷 249） 
鈴木家住宅（国登録有形文化財）の内部を特別公開します

（入場無料）公開当日は各種イベント開催 

 

鈴
木
家
住
宅 

 

令和４年９月３日（土）～12 月 31 日（土） 

今川氏ゆかりの地 

徳川氏ゆかりの地 

 

清水灯台（清水区三保） 
通常非公開の清水灯台（国指定重要文化財）の内部等を

特別公開します（見学無料・定員 80人※先着順） 

 

 

 

 

最新情報は 

コチラ！ 

 



 
建穂寺観音堂（葵区建穂 2-12-6） 
木造不動明王立像（県指定文化財）等の 

仏像を特別公開します（拝観無料） 

 

 

 日時  12/10（土） 

10：00～11：30(9:30から受付) 

 場所  静岡県産業経済会館３階第１会議室 

（葵区追手町 44-1） 

申込   10/1（土）より受付 
いずれかの方法でお申込ください。 

① FAX 054-253-0721 

(浅間通り商店街事務所) 
代表者氏名、住所、電話番号、 

同行者氏名および人数を記入 

② スマホ 右のQRコードを 
読み込んでお申込ください。 

パソコン 
https://forms.gle/11qxsVahZ9y3Ed9t9 

③ ☎ 054-245-0722(安本酒醤油店 10:00～20:00) 
アクセス  JR静岡駅北口下車徒歩 15分 

  

 

 

 

 

江浄寺（清水区江尻東 3-6-6） 
木造阿弥陀如来坐像(市指定文化財)を特別公開します 
（拝観無料・御朱印限定 100枚※1枚 300円） 

 

 

徳川氏ゆかりの地 

 

 日時  11/27（日） 

13：00～16：00 
問合せ  江浄寺  

☎054-366-5563 

アクセス   

JR清水駅西口下車 徒歩 10分  

 

 

特別講座「知っていますか？中町 秋葉山常夜燈の

こと―保存と修復に向けてー」 
松田香代子先生（静岡県民俗学会理事）を講師に迎え、中町

秋葉山常夜燈（市指定文化財）について学ぶ講座を開催し

ます（参加費 500円・要申込・定員 30人※先着順） 

 

 日時  12/1（木）～12/31（土） 

8:30～16:30 
問合せ  龍華寺 

☎ 054-334-2858 

アクセス JR清水駅西口バス２番のりば 

梅陰寺経由忠霊塔行「龍華寺」下車 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの感染対策にご協力ください。 
・感染が疑われる場合は、来場をお控えください。 

・新型コロナウイルスの感染状況により、公開内容が変更・中止に 

なる場合があります。静岡市文化財課ホームページをご確認の上、

お越しください。 

・来場時のマスクの着用をお願いいたします。 

・見学の際は会話を控え、周りの方との間隔を空けてください。 

・検温を実施する場合があります。ご協力ください。 

問合せ先 静岡市観光交流文化局 文化財課 TEL 054-221-1066 静岡市文化財特別公開    🔍検索  

木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
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中町秋葉山常夜燈 

龍華寺庭園 

 日時  11/3（祝）  

10:00～15:00 
問合せ  静岡市文化財課  

☎054-221-1066 

アクセス   

JR静岡駅北口バス 3番のりば藁科線 

谷津ターミナル行「服織小学校入口」下車 徒歩 8分  

 

 

 

 

静岡県埋蔵文化財センター 
（清水区蒲原 5300-5） 

仁田館遺跡出土こけら経（県指定文化

財）を特別公開します（入場無料） 

 日時  11/25（金）～12/15（木） 

9：00～16：30土日祝日は休館 

ただし第３土曜日は開館 
問合せ  静岡県埋蔵文化財センター  

☎054-385-5500 
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仁田館遺跡出土こけら経 

 

清水寺（葵区音羽町 27-8） 
清水寺観音堂（県指定文化財）の内部、二十八部衆等を 

特別公開します（拝観無料） 

  日時  11/19（土）  

午前の部  9:00～12:00 

午後の部 13:00～16:00 

10:00、15:00にご住職による解説あり。 

※12:00～13:00見学不可 

問合せ  清水寺 ☎054-246-9333 

アクセス 静岡鉄道音羽町駅より徒歩 3分  

 

 

二十八部衆（一部） 

 

アクセス JR新蒲原駅より徒歩 30分、国道１号線蒲原東 ICより車で３分 

 

龍華寺（清水区村松 2085） 
龍華寺庭園（市指定文化財）等を特別公開
（大人 400円、子ども 200円） 

 

徳川氏ゆかりの地 

 

徳川氏ゆかりの地 

 

1 登呂博物館秋季企画展「祀りとまつり展」 令和4年9月17日（土）～11月6日(日) 9:00-16:30
静岡市立登呂博物館（静岡市駿河
区登呂五丁目１０－５）

観覧料　一般300円、高・大学
生200円、小・中学生50円

2 赤米収穫体験 10月の土曜・日曜・祝日
10:00-15:00
（受付は14：30まで）

静岡市立登呂博物館（静岡市駿河
区登呂五丁目１０－５）

詳細はホームページに記載

3
登呂博物館秋季企画展関連イベント「祭殿
見学会」

令和4年10月8日（土） 10:00-15:30
静岡市立登呂博物館（静岡市駿河
区登呂五丁目１０－５）

詳細はホームページに記載

4 登呂博物館ナイトミュージアム2022 令和4年10月15日（土） 18:00-20:00
静岡市立登呂博物館（静岡市駿河
区登呂五丁目１０－５）

遺跡内の住居などをライトアッ
プします

5
みほしるべ企画展「柳原良平が描くみなとま
ち清水」

令和4年10月22日（土）～12月11日
(日)

9:00-16:30
静岡市三保松原文化創造センター
「みほしるべ」（静岡市清水区三保
1338－45）

入館無料・年中無休

6 令和４年度　静岡市文化財展 令和４年11月５日（土）～23日（水）
月～金曜日9:30-19:00
土・日・国民の祝日9:30-17:00
休館日　第2月曜日

静岡市立中央図書館　展示スペー
ス
（静岡市葵区大岩本町29番１号）

詳細はホームページに記載

7 令和４年度　静岡市文化財展 令和４年11月10日（木）～23日（水）
10:00-19:00
休館日 水曜日

JR静岡駅北口地下広場 詳細はホームページに記載

特記事項・注意事項文化財課企画イベント 開催期間 開催時間等
開催場所
（所在地）

 

 

登呂遺跡 特別史跡指定 70周年！ 

三保松原 三保松原名勝指定 100周年！ 
  

静岡市歴史文化ミニ番組「静岡市歴史めぐりまち噺し」（SBSTV 毎週日曜日ひる 12 時 54 分放送）にて文化財を紹介中！
番組 HP  http://www.at-s.com/e/rekibana/ 

 

http://#

