津和野の歴史・文化を学べる施設の無料キャンペーン
～

歴史と文化の町 津和野町で楽しい笑顔の思い出つくり ～

津和野町は山口県との県境にある山間の現在人口が約 7，000 人の小さい町です。
文豪『森鷗外』や哲学の父『西周』など多くの偉人を輩出しております。
また約 150 年前の津和野の様子を描いた図『津和野百景図』は、その大半の景色や伝統芸能が実際に今もご覧頂け
るなどが評価され文化庁の『日本遺産』の認定を受けている歴史の深い町でもあります。
この津和野町の城下町エリアは、JR 津和野駅から道の駅なごみの里までで約 3 キロ。美術館なども歩いて行動出来
る範囲にあるため、地図を片手に班別学習などにも最適な町です。
この機会に津和野町の施設無料キャンペーンを活用して頂き、津和野町の『歴史と文化』に触れ『楽しい笑顔の思い
出』をつくってみては如何でしょうか？

【施設の入館料免除対象】
津和野町に、修学旅行・社会科見学・遠足・ゼミ旅行・ゼミ合宿などでご来町される生徒・引率者の方
※津和野町内でお買い物等のお時間をとって頂く学校様に限ります。
※津和野町内店舗（飲食店・お土産店等）へ来町されることを公表させて頂ける学校様に限ります。

【対象施設】
津和野町営の美術館・資料館など文化施設
※裏面の対象施設一覧をご覧ください。

【無料期間】
令和 3 年 7 月 1 日（木） ～ 令和 4 年 3 月 31 日（木）まで

【申請方法】
別紙申請書を記入の上『（一社）津和野町観光協会』に、学校又は旅行会社より申請をしてください。
申請時に必ず行程表を添付してください。※学校・旅行会社以外からの申請受付は致しません。

【施設利用当日】
各施設への入館時に『学校名と人数』を伝えて下さい。
班別行動の学生さんは、各施設の受付で『学校名と班の人数』を伝えて下さい。
※特に行程表、しおりなどの掲示は不要です。

【施設入館時におけるお願い】
・ご来町の際には 3 つの密の防止のため、入場制限を行う場合がありますのでご協力をお願いします。
・施設内へ入られる際は、マスク・手指消毒など感染症防止の対応をご協力お願いします。
・国内の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、国又は県の方針に従い施設の臨時休館をする
場合もございます。

【津和野町施設無料キャンペーン申請・お問合せ】
（一社）津和野町観光協会

担当：松村・金子

TEL：０８５６－７２－１７７１
メール：tsuwanok@tsuwano-kanko.net

FAX：０８５６－７２－１１９１

【入館料無料対象施設一覧】
施 設 名
安野光雅
美術館

電話番号

開館時間

休館日

（0856）

9：00～17：00

木曜日

72-4155

（最終入館 16：45）

12/29～12/31

備

料 金（団体料金）

考

一般 800 円(650 円)

安野光雅の多彩な作品を常設展示。

中高生 400 円(250 円)

四季折々の星空を映し出すプラネタリウム

小学生 250 円(120 円)

設置。「昔の木造教室」を再現。

一般 300 円（200 円）

桑原史成写真

（0856）

美術館

72-3171

9：00～17：00

4・7・10・1 月

津和野出身の報道写真家
中高生 150 円(120 円)

（最終入館 16：45）

の第３木曜日

桑原史成氏の作品を中心に展示。
小学生 100 円(80 円)
一般 250 円(150 円)

津和野今昔館

（0856）

12～2 月
9：00～17：00

72-3288

時代の変遷と共に埋もれようとしている
中高生 150 円(100 円)

3～11 月の平日

機器や道具類を展示。
小学生 80 円(60 円)
西周を中心に各種資料等展示。鎌倉末期
一般 400 円(300 円)

津和野町郷土館

（0856）

火曜日
8：30～17：00

72-0300

の郷土・歴史資料・美術品や、国内に 9 門
中高生 300 円(180 円)
のみが残存する約 400 年前の大砲「フラ

12/30～1/4

小学生 150 円(80 円)
ンキ砲」2 門など。
津和野城址へのリフト。

津和野町

9：00～16：30
（0856）

一般・中高生
リフト降り場から城跡までは徒歩 20 分、

12～2 月の平日
700 円(600 円)

（下り最終運行

城跡観光リフト

72-0376

往復 40 分程度。歩きやすい履物でお越し

1/1～1/3 運行
小学生 500 円(400 円)

16：20）

ください。山頂付近トイレ・休憩所あり。
西周、森鷗外など幾多の俊才を輩出した

津和野藩校
養老館

(0856)
72-0300

9：00～17：00

一般・小中高生

文武両道の学校。儒学を主として漢学・医

100 円

学・礼学・数学・兵学、のちに武術場も設け

12/30～1/4

※郷土館
られた。
一般 600 円(500 円)
月曜日

森鷗外記念館

（0856）

9：00～17：00

72-3210

（最終入館 16：45）

幼少期を津和野で過ごした明治の文豪・
中高生 400 円(250 円)
森鴎外。旧宅に隣接した記念館では遺品

※祝日の場合は翌日

小学生 250 円(120 円)
12/29～12/31

や直筆原稿などを見ることができる。
旧宅のみ 100 円

旧畑迫病院

（0856）

一般 200 円(150 円)

明治２５年設立の私立病院を改装した資

中高生 150 円(100 円)

料館。医療器具等が展示され、カフェも併

小学生 100 円(無料)

設。堀庭園との共通入場券あり。

一般 500 円(400 円)

「中国(地方)の銅山王」と呼ばれた堀氏の

※祝日の場合は翌日

中高生 300 円(250 円)

豪華な建物と庭園のある長者屋敷。

11 月は無休

小学生 200 円(150 円)

平成 17 年に国の名勝に指定された。

火・水曜日

一般 500 円

1985 年に全国初の公開天文台をしてオー

小中高生 400 円

プン。昼間は内部の見学可能。

一般 500 円

天文台と同じ敷地に建つ科学館。星と森

小中高生 200 円

の科学のテーマは『夕焼けはなぜ赤い』

月曜日
9：00～16：30

72-0338

12/30～1/4

月曜日

堀庭園

日原天文台

星と森の科学館

（0856）
9：00～16：00
72-0010

（0856）

13：30～17：00

74-1646

19：00～22：00

（0856）

13：30～21：00

火・水曜日

74-1646

(解説 17：00 まで)

1/1

1/1

文化庁により日本遺産に認定された「津和

津和野町

（0856）

日本遺産センター

72-1901

月曜日
9：00～17：00

野今昔～百景図を歩く～」のストーリーを、
無料

※祝日の場合は翌日

映像やパネル展示などで解説。センター内
ガイドあり。

