
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾州廻船内海船船主 内田家 

「雛の彩り」 

2月４日(土)～３月１２日(日) 

(土・日・祝日に開館) 

明治～平成の雛飾りを展示。 

３月４日・５日には伊勢物語が 

色鮮やかに描かれた内田家の 

屏風を限定公開します。 

瀬戸蔵 
「第２２回陶のまち瀬戸のお雛めぐり」 

１月２８日(土)～３月５日(日) 
「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 800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。 

 

岩崎城歴史記念館 

特別展「おひなさま」 

１月２８日(土)～３月１９日(日) 

春を代表する行事の雛祭り。 

それを象徴する段飾りや親王 

飾り、御殿飾りなど様々な雛 

人形を展示します。 

 

日進市旧市川家住宅 

「旧市川家住宅のひなまつり」 

１月２６日(木)～３月５日(日) 

国登録有形文化財である古民 

家の趣きある空間に、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をご覧ください。 

徳川美術館 

「尾張徳川家の雛まつり」 

２月４日(土)～４月２日(日) 

尾張徳川家伝来の雛人形・ 

雛道具を中心に、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。 

大府市歴史民俗資料館 

ミニ企画展 

「第１４回歴史民俗資料館ひなまつり」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

季節の伝統行事である「ひなま 

つり」にあわせて、市民から寄贈 

された親王飾りや御殿飾りなどを 

展示します。 

 

知多市歴史民俗博物館 

収蔵品展 

「桃の節句 ひなまつり展」 

１月２１日(土)～３月５日(日) 

親王飾りや御殿飾りなど、主に 

知多地方の家庭で飾られた 

江戸時代から平成時代までの 

ひな人形を展示します。 

 

重要文化財堀田家住宅(津島市) 

「ひなまつり展」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

地域に残る御殿飾り雛をはじめ 

とする雛人形を紹介します。古 

布を使ったかわいい「ちりめん 

細工」もひなまつりを彩ります。 

蟹江町歴史民俗資料館 

企画展 

「昭和の段飾り雛」 

２月７日(火)～３月５日(日) 

昭和初期、昭和 30年、昭和 50 

年の段飾りを公開します。豪華な 

御殿飾りや、屏風飾りなど、それ 

ぞれの時代の特徴をご覧ください。 

弥富市歴史民俗資料館 

「金魚に会えるひなまつり」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

江戸時代の風習にちなみ、ひ 

な壇に金魚を飾ります。他にも 

戦前のひな人形から金魚のつ 

るし雛までおひなさまが大集合。 

半田市立博物館 

ミニ展示「ひなまつり展」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

御殿飾りの雛人形をはじめ、 

７段飾りの雛人形や桐塑 

人形・乙川人形の内裏雛 

などを展示します。 

 

大口町歴史民俗資料館 

冬の企画展  
「ひなまつり」 

１月２８日(土)～３月１２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、様々なひな人形 

を展示しています。 
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愛知県内の博物館・資料館などをめぐる 

ひなまつりスタンプ・シールラリー 
令和５年 2月４日(土)～3月５日(日) 

3２館がエントリー！ 参加無料！！ 

 

        

 

 

 

       

          

 

 

3館賞     各館先着100名様 

    各館先着50名様 

＊６館賞、ダブル６館賞、トリプル６館賞はそれぞれの館で

は同じ記念品です。ぜひ異なる施設でお受け取りくださ

い。 

協力：アクティオ

株式会社 

 

 

 

 

 

記念品交換チェック欄 

３館賞(３館以上達成) 

６館賞(６館以上達成) 

ダブル６館賞(１２館以上達成) 

トリプル６館賞(１８館以上達成) 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

愛西市佐織歴史民俗資料室 

「愛西市の 
 冬の行事・まつり」 

２月１日(水)～３月１２日(日) 

愛西市内で１～３月に行われ 

る行事・まつりについて紹介 

します。 

 

 ２  

６館賞 

ダブル６館賞  

トリプル６館賞 

＊蟹江町歴史民俗資料館のみ２月７日からのスタートです。 

 ご注意ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧糟谷邸(西尾市) 

「旧糟谷邸のひなまつり」 

２月４日(土)～３月５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。 

岡崎むかし館 

「むかし館のひな飾り」 

１月３１日(火)～３月５日(日) 

岡崎市図書館交流プラザ 

りぶらの 1階の歴史資料 

展示室「岡崎むかし館」では、 

季節展示としてひな飾りを 

展示します。 

みよし市立歴史民俗資料館 

「第４１回ひな人形展 
～ひな人形の移り変わり～」 

１月２１日(土)～３月１９日(日) 

江戸時代から平成時代に 

かけてのひな人形を展示 

紹介します。 

 

知立市歴史民俗資料館 

「はやりのおひなさま展」 

２月４日(土)～３月２６日(日) 

源氏枠飾り、御殿飾り等の当館 

所蔵の雛人形とともに、様々な 

雛人形を紹介するパネル展示 

で雛人形の流行をたどります。 

豊橋市 商家「駒屋」 

「商家駒屋の福よせ雛」 

１月２８日(土)～３月２６日(日) 

みんなに笑顔や福を運ぶ「福 

よせ雛」を展示します。雛人 

形たちが商家「駒屋」の中で、 

新たな生活を送っています。 

西尾市岩瀬文庫 

「文庫のミニミニひなまつり」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

岩瀬文庫休憩室で、現代作 

家による小さなお雛様のミニ 

展示を行います。お雛様を眺 

めながら一休みしませんか？ 

 

一色学びの館(西尾市) 

「小さなひなまつり」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

ロビーにておひなさまのミニ 

展示を行います。ほっこりと 

したかわいらしいお人形 

たちをお楽しみください。 

 

奥殿陣屋(岡崎市) 
「奥殿陣屋 ひな人形展」 

２月３日(金)～３月３日(金) 

書院という建物の中で、昭和 

２０年代以降のひな壇飾り、 

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。 

 

田原市博物館 

「ひな人形と初凧展」 

２月１１日(土・祝) 

～４月９日(日) 

市内の旧家に伝わったひな 

人形や田原凧保存会作成の 

初凧を展示します。 

幸田町郷土資料館 

郷土資料館季節展示 

「おひなさま」 

１月２１日(土)～３月１２日(日) 

江戸時代から現代までの 

多種多様なひな人形たちが、 

お出迎えします。幸田町内 

ひなめぐりも開催します。 

刈谷市郷土資料館 

「ひなまつり展」 

２月４日(土)～３月２６日(日) 

昭和の暮らしに合わせて雛人形 

を飾ります。土日祝日は、はた 

織り体験(小学生以上・有料)が 

できるほか、昔の遊び等を体験 

できるイベントも開催しています。 

 

安城市歴史博物館 

「歴博福よせ雛」 

２月４日(土)～３月１９日(日) 

特別展「家康と一向一揆」に 

ちなんだ福よせ雛を開催。 

一向宗の坊主衆と家康方の 

武士を雛が演じ、三河一向 

一揆の様子を紹介します。 

田原市渥美郷土資料館 

「ひな祭り展」 

２月１日(水)～３月１９日(日) 

御殿飾りひな人形、段飾り 

ひな人形など時代時代の 

変わりゆくひな人形のうつり 

かわりを展示します。 

 

蒲郡市博物館 

ミニ展示「ひなまつり」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

畳を敷いて御殿飾り・七段飾り 

のおひなさまを展示。おひな 

さま風着付け体験コーナーも 

開催(事前申込不要) 

豊田市民芸館 

「土人形のおひなさま」 
２月４日(土)～４月９日(日) 

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 

田市でも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。 

 

旧松本家長屋門(豊田市) 

「ひいなの春～旧松本家 

長屋門のひなまつり～」 

２月４日(土)～３月５日(日) 

市民から寄贈されたひな 

人形や節句飾りを展示 

します。 

豊橋市二川宿本陣資料館 

「二川宿本陣のひなまつり」 

１月２８日(土)～３月１２日(日) 

各時代のひな人形や雛飾り、 

つるし飾りなどを展示します。 

「おひなさまと武者人形 柴田 

コレクション」も同時開催。 

岡崎市旧本多忠次邸 

季節展示 

「春～桃の節句を祝う～」 

2月７日(火)～３月１２日(日) 

岡崎藩主の末裔によって建てら 

れた昭和初期の洋館に、昭和の 

雛人形と市内の工房で製作され 

たガラス作品を展示します。 

西尾市資料館 

「おひなさまと土人形 
～祈りのかたち～」 

２月１８日(土)～３月５日(日) 

ひな人形の起源や変遷の 

紹介と、節句人形とともに 

飾られることが多い土人形 

にも焦点を当てた展示です。 

 １４  

 １８  

 ２２  

 ２６  

 ３０  

 １５  

 １６   １７  

 １９  

 ２０  

 ２１  

 ２３  

 ２４   ２５  

 ２７   ２８  

 ２９  

 ３１  

 ３２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊各施設で開館日や開館時間が異なります。開館日、開館

時間、アクセスなどは別紙の施設案内をご確認ください。

またひなまつりスタンプシール・ラリーTwitter アカウント

(@hina_rally)もございます。ラリー情報はそちらでも発信

しています。 

 


