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北
海
道

朱鞠内・笹の墓標展示館

〒074-0742
北海道雨竜郡幌加内町朱鞠
内
TEL01653-8-2017(館長・田中
氏（
TEL0164-27-2359(空知民衆
史講座・殿平氏（

ア：9：00～19：00
       5月～11月
イ：12月～4月
ウ：無料

ＪＲ函館本線深川駅または宗谷本線名
寄駅からＪＲバスで「まどか前」下車、
徒歩８分

北
海
道

北鎮記念館
http://www.nae.jgsdf.go.jp/2d/
hokuchin/index.htm

〒070-0902
北海道旭川市春光町国有無
番地
自衛隊旭川駐屯地
TEL 0166-51-6111

ア：9：00～16：00
    月曜～金曜
(土・日・祝日は要事前連絡)
ウ：無料

タクシーなら旭川駅から１５分。バスは
末広方面行北高校前下車

北
海
道

平和祈念館
http://www.town.oshamambe.lg
.jp/sections/kyoikuiinkai/cultur
e/01.htm　(長万部町・教育委員
会（

〒049-3521
北海道山越郡長万部町高砂
町
問い合わせ
長万部町民センター
TEL01377-2-5396
教育委員会体育文化係
TEL01377-2-2748

ア：9：00～17：00
イ：月曜日・火曜日
    祝日の翌日
ウ：無料

函館本線長万部駅下車

北
海
道

ノーモアヒバクシャ会館
http://www.merry21.jp/chitose
line/heiwa/heiwa.html(平和駅（

〒003-0029
北海道札幌市白石区
平和通北１７丁目６－７
TEL 011-866-9545

ア：10：00～16：00
      ＇入館15：30迄（
イ：土曜日、祝日
ウ：無料

千歳線平和駅から右側歩道橋をわたり
約３００ｍ。地下鉄白石駅下車、バス本
郷線北柏山行終点で下車、徒歩１分

福
島

戦災民俗資料館

〒963-8803
福島県郡山市横塚
                     1-20-7
吉田昭治氏宅
TEL 0249-44-5722

ウ：　無料
郡山駅から市内バス方八丁循環横塚
下車、徒歩2分

吉田昭治氏の自宅敷地
内にあるため、観覧希望
者は、事前に連絡が必要

福
島

アウシュヴィッツ平和博物館
http://www.am-j.or.jp/

〒961-0835
福島県白河市白坂
             三輪台245
TEL 048-28-2108

ア：10：00～17：00
イ：火曜日(火曜が祝日の場合その
翌日（
ウ：大人500円　小中高生300円

ＪＲ東北新幹線新白河駅から車で10分
ＪＲ東北本線白坂駅から徒歩5分　東
北自動車道白河ＩＣから車で10分

福
島

福島県立博物館
http://www.general-
museum.fks.ed.jp/

〒965-0807
福島県会津若松市
          城東町1-25
TEL 0242-28-6000

ア：9：30～17：00
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（、祝
日の翌日＇土・日曜は除く（、年末年
始、6月の燻蒸期間
ウ：企画展開催期間一般520円常設
展のみ一般260円

会津若松駅から市内バス①県立病院
前下車、徒歩5分。鶴ヶ城経由飯盛山
行県立博物館下車、徒歩3分

岩
手

特定非営利活動法人
太平洋戦史館
http://www14.plala.or.jp/sensh
ikan/

〒029-4302
岩手県奥州市衣川区
               陣場下４１
TEL 0197-52-3000
FAX 0197-52-4575
mppjapan@cameo.plala.or.jp.

来館希望者は
事前予約要

東北新幹線一ノ関駅から東北本線乗り
換え平泉下車タクシー7分
一ノ関駅下車タクシー25分
東北自動車道　平泉前沢I.Cから1.3km

宮
城

仙台市戦災復興記念館
http://www.city.sendai.jp/aoba
/sensai/basic_info/index.html

〒980-0804
宮城県仙台市青葉区
             大町2-12-1
TEL 022-263-6931
FAX 022-262-5465

ア：9：00～16：30
イ：施設点検日、12月29日～1月3
日
ウ：高校生以上100円小中学生50円
団体(20名以上（
2割引

仙台駅からタクシーで5分地下鉄南北
線「仙台駅」下車：徒歩20分、南北線
「広瀬通駅」下車：西４番出口から徒歩
10分、市営バス：電力ビルから徒歩8
分、東北公済病院・戦災復興記念館前
下車徒歩2分

茨
城

㈶茨城郷土部隊史料館

〒312-8509
茨城県ひたちなか市
              勝倉3433
陸上自衛隊施設学校防衛館
内
TEL029-274-3211＇内線253（

ア：平日
     8：30～17：00
ウ：無料

常磐線勝田駅下車、徒歩20分・バス5
分、水戸駅からバス20分、東海行・那
珂湊行＇いずれも勝田経由（施設学校
前下車。6号国道＇勝田・市毛十文字（
を東へ2.5ｋｍ

平和博物館・戦争資料館
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平和博物館・戦争資料館

茨
城

水戸市内原郷土史義勇軍資料
館旧跡満蒙開拓青少年義勇軍
訓練所

〒319-0315
茨城県水戸市内原町1497番
地の16
TEL 029-257-5505

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、年末・年始
ウ：無料

常磐線内原駅下車、南へ1.1キロ、徒
歩15分常磐自動車道水戸ICから車で5
分

茨
城

神栖市歴史民俗資料館
http://www.city.kamisu.ibaraki.
jp/05_education/_share_trsk/0
504-01.htm(神栖市（

〒314-0145
茨城県鹿島郡神栖市
            大野原4-8-5
TEL 0299-90-1234

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日
ウ：無料

JR鹿島線鹿島神宮駅より関東鉄道バ
ス銚子行40分、鹿島セントラルホテル
前より徒歩10分

茨
城

日立市郷土博物館
http://www2.ocn.ne.jp/~gan_19
99/

〒317-0055
茨城県日立市宮田町
                   5-2-22
TEL 0294-23-3231
FAX 0294-23-3230

ア：9:30～16：30
イ：毎月最終月曜日,年末年始、展
示や館内設備の点検などで臨時休
館あり
ウ：無料(特別展示有料)

常磐線「日立駅」からバス10分「神峰公
園口」下車徒歩1分,常磐自動車道「日
立中央インター」から10分

茨
城

桜花公園

〒314-0014
茨城県鹿嶋市光
住友金属工業鹿島製鉄所正
門の南、約200m

年中無休
鹿島線鹿島神宮駅で下車。さらにタク
シー１５分。

茨
城

雄翔館

〒300-0301
茨城県稲敷郡阿見町
              青宿121-1
陸上自衛隊武器学校内
TEL0298-87-1171

ア：9：00～16：00
イ：年中無休
ウ：無料

常磐線土浦駅下車、JRバス江戸崎・佐
原行、関東鉄道バス阿見・中央公民館
行、どちらも武器学校前下車

栃
木

防衛資料館

〒321-0145
栃木県宇都宮市
       茂原1-5-45
陸上自衛隊宇都宮駐屯地
TEL 028-653-1551

ア：8：30～16：30
イ：年末年始
ウ：無料

宇都宮駅西口から石橋・小山行バス２
５分、自衛隊前下車

栃
木

栃木県立博物館
http://www.muse.pref.tochigi.jp
/

〒320-0865
栃木県宇都宮市
           睦町2-2
TEL 028-634-1312

ア：9：30～17：00
＇入館は16：30まで（
イ：月曜日＇祝日・振替休日の場合
は翌火曜日（、祝日の翌日、12月28
日～1月4日
ウ：大人250円高大学生120円小中
学生60円

宇都宮駅西口から桜通り経由鶴田行
バス２５分、中央公園博物館前下車

群
馬

中之条町歴史民俗資料館
http://www.town.nakanojo.gun
ma.jp/34shiryo_kan/rekisi.html

〒377-0424
群馬県吾妻郡中之条町中之
条町947-1
TEL 0279-75-1922
FAX 0279-75-6878

ア：9：00～16：00
イ：月曜日、祝日の翌日、年末年始
ウ：大人200円小中学生100円団体
＇20名以上（2割引

JR吾妻線中之条駅から徒歩１０分

群
馬

高崎市歴史民俗資料館
http://www.city.takasaki.gunm
a.jp/soshiki/rekimin/

〒370-0027
群馬県高崎市上滝町1058
TEL 027-352-1261
rekimin@city.takasaki.gunma.
jp

ア：9：00～16：00
イ：月曜日、祝日の翌日、12月28日
～1月4日
ウ：無料

ＪＲ高崎駅西口より､群馬中央バス伊
勢崎・玉村行きで約30分
・慈眼寺＇じげんじ（裏下車徒歩2分。
・関越自動車道高崎ＩＣから車で5分

群
馬

群馬県立歴史博物館
http://www.grekisi.gsn.ed.jp/

〒370-1207
群馬県高崎市綿貫町992-1
TEL 027-346-5522
FAX 027-346-5534

ア：9：30～17：00 (入館は16：30ま
で（
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（12
月29日～1月5日
ウ：大人200円高大学生100円小中
学生50円団体＇20名以上（2割引
企画展・特別展の場合は変更

高崎駅から上信バス藤岡行、岩鼻下
車、徒歩10分。群馬の森行・玉村行、
同所下車、すぐ。新町駅から上信バス
高崎・飯塚行、岩鼻下車徒歩10分

千
葉

空挺館・資料館

〒274-0077
千葉県船橋市薬円台
                     3-20-1
陸上自衛隊第一空挺団
TEL 0474-66-2141

ア：9：00～17：00
    見学は随時受付
ウ：無料

津田沼駅から北習志野駅行バス自衛
隊前下車

事前に申し込みが必要。
月１回の広報日＇丌定
期（や駐屯地の行事＇花
見や夏祭り（の時に見学
することもできる

千
葉

千葉県立中央博物館
http://www.chiba-
muse.or.jp/NATURAL/

〒260-0852
千葉県千葉市中央区
             青葉町955-2
TEL 043-265-3111

ア：9：00～16：30
イ：月曜日＇休日の場合は翌日（、年
末年始
ウ：無料＇特別展有料（

JR千葉駅から京成バス大学病院行中
央博物館下車、徒歩5分
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埼
玉

埼玉県平和資料館
http://homepage3.nifty.com/sai
tamapeacemuseum/

〒355-0065
埼玉県東松山市岩殿241-113
TEL 0493-35-4111

ア：9：00～16：30
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（
ウ：一般100円、高大学生50円、小
中学生、65歳以上、障害者＇介護者
1名含む（無料、団体＇20名以上)4割
引

東武東上線高坂駅から東武バス鳩山
ニュータウン行大東文化大学前下車徒
歩5分。関越自動車道松山ICより10分

埼
玉

埼玉県立歴史と民俗の博物館
http://www.saitama-
rekimin.spec.ed.jp/

〒330-0803
埼玉県大宮市
          高鼻町4-219
TEL 048-641-0890

ア：9：00～16：30
＇入館16：00まで（
イ：月曜日、第4金曜日
ウ：常設展大人300円小中学生無料
団体＇20名以上（大人200円

東武野田線大宮公園駅から徒歩５分

埼
玉

修武台記念館

〒350-1324
埼玉県狭山市
          稲荷山2-3
航空自衛隊入間基地
TEL 0429-53-6131

ア：9：30～17：00
＇入館16：00まで（
イ：月曜日、祝日の翌日
ウ：無料

西武線池袋線稲荷山公園駅下車すぐ 事前の予約・許可が必要

埼
玉

振武台記念館

〒178-0061
東京都練馬区
             大泉学園町
陸上自衛隊朝露駐屯地
TEL 048-460-1711

ア：9：30～17：00
(入館16：00まで（
イ：月曜日、祝日の翌日
ウ：無料

東武東上線成増駅または西武線池袋
線大泉学園駅下車、バス

事前の予約・許可が必要

埼
玉

所沢航空発祥記念館
http://tam-
web.jsf.or.jp/cont/index.htm

〒359-0042
埼玉県所沢市
          並木1丁目
TEL 04-2996-2225
FAX 04-2996-2531

ア：9：30～17：00
＇入館は16：30まで（
イ：月曜日、祝日の翌日、12月29日
～1月1日
ウ：展示館大人520＇410（円小中学
生260＇200（円
大型映像館大人630＇500（円小中
学生310＇240（円共通割引あり
(　)は20名以上団体

西武新宿線航空公園駅から徒歩8分、
関越自動車道所沢ICより約６ｋｍ

埼
玉

上福岡歴史民俗資料館
http://www.city.fujimino.saitam
a.jp/facility/bunkasports/rekisi
.html＇ふじみ野市（

〒356-0022
埼玉県ふじみ野市
             長宮1-2-11
TEL 0492-61-6065
FAX 049-269-4817

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日＇文化の日を除く（
の翌日、月末日、12月28日～1月4
日
ウ：無料

東武東上線上福岡駅より徒歩15分

埼
玉

吉見百穴
http://www.town.yoshimi.saita
ma.jp/bunkazaipage.htm(吉見
町（

〒356-0022
埼玉県比企郡吉見町
                北吉見327
TEL 0493-54-4541

ア：8：30～17：00＇入館は16：45ま
で（
イ：なし
ウ：大人＇中学生以上（200円小人
100円団体＇20名以上（一般150円
学生・生徒100円児童・幼児50円

東武東上線東松山駅から東武バス鴻
巣免許センター行百穴入口下車徒歩７
分、関越自動車道東松山ICより１０分

埼
玉

翁抗日反戦美術館
〒348-0034
埼玉県羽生市下川崎1272
TEL 0485-61-5546

ア：丌定期　FAXで申し込むと、しば
らくして返事がくる。
ウ：無料

東武伊勢崎線羽生駅から循環バスで
上川崎集荷所下車100ｍ東

埼
玉

財団法人原爆の図　丸木美術館
http://www.aya.or.jp/~maruki
msn/

〒355-0076
埼玉県東松山市下唐子1401
TEL 0493-22-3266

ア：9：00～17：00
イ：月曜日＇祝日と夏休みは開館（
ウ：大人735円、中高校生525円、小
学生350円、団体＇20名以上（100円
割引

東武東上線森林公園駅下車、タクシー
またはレンタサイクル
関越自動車道東松山ICより5分

車椅子用昇降リフト有

東
京

東京大空襲・戦災資料センター
http://www9.ocn.ne.jp/~sensai
/

〒136-0073
東京都江東区
             北砂1-5-4
TEL 03-5857-5631
FAX 03-5683-3326

ア：12：00～16：00
イ：月～火曜日
ウ：一般300円
    中・高校生200円

バス・JR秋葉原駅電気街から葛西駅
行＇約３５分（「北砂１丁目」下車徒歩２
分　地下鉄都営新宿線住吉駅下車
＇A4出口（徒歩１８分、東京地下鉄半蔵
門線住吉駅下車＇B1出口（徒歩１５分

東
京

東京都江戸東京博物館
http://www.edo-tokyo-
museum.or.jp/

〒130-0015
東京都墨田区横網
                  1-4-1
TEL 03-3626-9974

ア：10：00～18：00
金曜のみ21：00まで
イ：月曜日,年末年始
ウ：一般500円小中高校生250円団
体＇20名以上（2割引65歳以上無料

総武線両国駅下車、徒歩３分
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東
京

復興記念館

〒130-0015
東京都墨田区横網
                 2-3-25
TEL 03-3622-1208

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、12/29～1/3
ウ：無料

総武線両国駅北口から国技館・旧安田
庩園前を経て横綱町公園へ徒歩８分

東
京

豊島区立郷土資料館
http://www.museum.toshima.to
kyo.jp/index.html

〒171-0021
東京都豊島区西池袋
                    2-37-4
TEL 03-3980-2351

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日、第3日曜日、
12/28～1/4
ウ：無料

山手線池袋駅から徒歩7分

東
京

平和博物館
http://www.peace-
museum.org/

〒105-0014
東京都港区芝１-4-9
TEL 03-3454-5859
       03-3454-9875
FAX 03-3454-9800
into@peace-museum.org

山手線・京浜東北線浜松町駅南口から
徒歩7分

94年9月以降現在も休館
中

東
京

東京都戦没者霊苑遺品展示室

〒112-0003
東京都文京区春日
                    1-14-4
TEL03-3811-5386

ア：土・日・祝日
　　　9：00～17：00
　　前記以外
　　 9：00～20：00
ウ：無料

水道橋駅下車10分。地下鉄丸の内線・
南北線・大江戸線後楽園駅下車徒歩3
分。三田線春日駅下車徒歩6分。バス
文京区役所前下車徒歩5分

東
京

靖国神社・遊就館
http://homepage3.nifty.com/to
mpei/Yuusyuukan.htm

〒102-0073
東京都千代田区
           九段北3-1-1
TEL 03-3261-8326

ア：9：00～17：00(11～2月16：30ま
で（
イ：年中無休(12/28～31除)
ウ：大人800円中高生500円小学生
300円団体(20名以上（半額

中央線市ケ谷・飯田橋駅からいずれも
徒歩７分。地下鉄九段下駅から徒歩３
分

東
京

昭和館
http://www.showakan.go.jp/

〒102-0074
東京都千代田区
           九段南1-6-1
TEL 03-3222-2577
FAX 03-3222-2575

ア：10：00～17：30
(入館は17：00（
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（、
12/8～1/4、3/31
ウ：大人＇20名以上団体扱い（
300(230（円高大学生150(110（円小
中学生80(60（円

地下鉄東西線・新宿線・半蔵門線九段
下駅前

東
京

平和祈念展示資料館
http://www.heiwa.go.jp./tenji/

〒163-0231
東京都新宿区西新宿
2-6-1新宿住友ビル31階
TEL 03-5323-8710
FAX 03-5323-8714

ア：9：30～17：30
(入館は17：00まで（
イ：月曜日＇祝日又は振替休日の場
合は翌日（年末年始＇12/28～1/4
迄（展示資料入替日など＇丌定期（
新宿住友ビル全館休館日＇2月第3
日曜日、8月第2日曜日（
ウ：無料

都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩1分
営団丸の内線「西新宿」駅より徒歩5分
JR線、小田急線、京王線「新宿」駅より
徒歩10分

東
京

第５福竜丸展示館
http://www.d5f.org/

〒136-0081
東京都江東区夢の島
３‐２　夢の島公園内
TEL 03-3521-8494
fukuryumaru@msa.biglobe.ne.
jp

ア：9：30～16：00
イ：月曜日＇祝日の場合翌日（
ウ：無料

京葉線・地下鉄有楽町線「新木場」駅

神
奈
川

創価学会戸田平和記念館
〒231-0023
神奈川県横浜市中区
               山下町7-1
TEL 045-662-2671

ア:11:00～19：00
イ：月曜日
ウ：無料

JR石川町駅から徒歩15分。桜木町駅

車、２６線なら山下公園前下車

神
奈
川

かながわ平和祈念館
http://www.pref.kanagawa.jp/o
sirase/seikatuengo/engoka/kin
enkan/heiwakinenkan.html

〒233-0007
神奈川県横浜市港南区大久
保1-8-10
TEL 045-842-4243

ア：9：00～17：00
イ：木曜日
ウ：無料

京浜急行上大岡駅、市営地下鉄上大
岡駅より徒歩10分

神
奈
川

地球市民かながわプラザ国際平
和展示室
http://www.k-i-
a.or.jp/plaza/heiwa/index.html

〒247-0007
神奈川県横浜市栄区
         小菅ヶ谷1-2-1
TEL 045-896-2121

ア：9：00～17：00
イ：月曜日、年末年始
ウ：大人500円、高校生・65歳以上
300円、小中学生100円

JR根岸線本郷台駅左すぐ、地下に有
料駐車場あり
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平和博物館・戦争資料館

神
奈
川

川崎市平和館
http://www.city.kawasaki.jp/2
5/25heiwa/home/heiwa.htm

〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月
住吉町1957番地1
TEL 044-433-0171

ア：9：00～17：00
イ：月曜日＇祝日の場合翌日（第3火
曜,12/29～1/3迄
ウ：無料

東急東横線元住吉駅下車、徒歩10分
東急東横線・南武線武蔵小杉駅下車、
徒歩8分

長
野

旧制高等学校記念館
http://www.localinfo.nagano-
idc.com/theme/1998/10s/mus
e.html

〒390-0812
長野県松本市県3-1-1
TEL 0263-35-626

ア：9：00～17：00
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（、
12/29～1/3
ウ：大人310円　小中学生150円
団体割引あり

松本バスターミナルから北市内線東回
り松南高校前下車、徒歩2分。中央自
動車道松本ICから車で20分

長
野

戦没画学生慰霊美術館無言館
http://www.city.ueda.nagano.jp
/kankoka/ko/mugon-
access.htm＇上田市（

〒386-1213
長野県上田市古安曽字山王
山3462
TEL 0268-37-1650

ア：9：00～17：00＇7月～9月は18：
00まで（
イ：　年中無休
ウ：　随意制
＇500～1000円（

JR上田駅下車、車で20分　上田駅より
上田交通別所線塩田町駅下車、徒歩
20分

長
野

長野県立歴史館
http://www.npmh.net/

〒387-0007
長野県更埴市屋代字
              清水260-6
科野の里歴史公園内
TEL 026-274-2000
FAX 026-274-3996

ア：9：00～17：00
イ：月曜日、祝日の翌日、年末年
始、臨時休館あり
ウ：大人300円高大学生150円、小
中学生70円　団体割引＇20名以上（
あり

信越本線屋代駅から徒歩25分。長野
電鉄河東線東屋代駅から徒歩20分。
長野自動車道更埴インターから車で5
分

長
野

松本市歴史の里
http://www.city.matsumoto.na
gano.jp/tiiki/bunka/rekisinosat
o/info/index.html(松本市（

〒390-0852
長野県松本市島立2196-1
TEL 0263-47-4515
FAX 0263-48-0813

ア：9：00～17：00
イ：12/29～1/3
ウ：大人700円高校生400円小中学
生300円団体(20名以上（2割引

松本駅から車で5分。中央自動車道松
本ICから3分

 裁判所【県宝　旧長野地
方裁判所松本支部庁舎】

長
野

聖航空資料館

〒399-7700
長野県東筑摩郡麻績村聖高
原
TEL0263-67-2210

ア：9：00～17：00
イ：火曜日、12月中旬～4月上旬迄
ウ：大人310円小中学生155円幼児
50円団体割引あり

篠ノ井線聖高原駅からバス20分聖湖
下車

静
岡

静岡平和資料センター
http://homepage2.nifty.com/shi
zuoka-heiwa/main.html

〒420-0838
静岡県静岡市相生町
6-20中央ビル2F
TEL 054-247-9641

ア：10：00～16：30
イ：月～木曜日、年末年始
ウ：無料

静岡駅から徒歩15分。静鉄電車新静
岡駅から徒歩7分。静鉄電車日吉町駅
から徒歩1分

学校その他の団体見学
は開館日以外・要予約

静
岡

東郷記念館

〒414-0023
静岡県伊東市渚町
                3番8号
TEL 0557-37-2061

特に定められていない
ウ：　無料

伊東駅下車、タクシー5分、徒歩15分 要事前連絡

静
岡

浜松復興記念館
http://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/lifeindex/enjoy/cultur
e_art/hukkoukinen/hukkoukine
nkan.html(浜松市（

〒430-0937
静岡県浜松市利町
                  304-2
TEL 053-455-0815

ア：9：30～17：00
イ：月曜日
ウ：無料

浜松駅から徒歩10分。遠鉄バス西循
環または掛塚・さなる台線の教育文化
会館下車、徒歩2分

岐
阜

東白川村平和祈念館
http://www.vill.higashishirakaw
a.gifu.jp/＇東白川村（

〒509-1302
岐阜県加茂郡東白川村神土

ア：毎週日曜日
　13：00～15：00
10人以上の希望があれば一般開館
時間以外でも見学できる。
問い合わせは村役場住民課05747-
8-3111
ウ：無料

高山線白川口下車、バス加子母行・大
明神行、東白川村役場前下車

岐
阜

岐阜市平和資料室
http://www.ip.mirai.ne.jp/~hear
tful/

〒500-8856
岐阜県岐阜市橋本町
                  1-10-23
ハートフルスクエアーG
TEL 058-268-1050

ア：9：00～21：00
イ：月曜日、祝日翌日　12/29～1/3
ウ：無料

JR東海道線岐阜駅下車　改札口から
そのまま直進１分

愛
知

三河史料館
〒442-0061
愛知県豊川市穂ノ原1-1
TEL 0533-86-3151

ア：8：00～16：00
イ：年中無休
ウ：無料

飯田線豊川駅または名鉄線豊川稲荷
駅下車、豊鉄バス試験場前下車、徒歩
4分

事前に連絡が必要
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愛
知

瀬戸市歴史民俗資料館

〒489-0069
愛知県瀬戸市
    東松山町1
TEL 0561-82-0687

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日
ウ：大人100円　中学生以下無料

名鉄瀬戸線新瀬戸駅・愛知環状鉄道
瀬戸市駅より、北東へ徒歩5分

瀬戸蔵ミュージアムへの
移転展示のため現在休
館中

愛
知

半田市立博物館
http://www.city.handa.aichi.jp/
hkbutsu/

〒475-0928
愛知県半田市桐ヶ丘209番地
の1
TEL 0569-23-7173
FAX 0569-23-7174
(図書館と共通（

ア：10：00～18：00
イ：月曜日、毎月第2火曜日＇祝日の
場合は開館、翌日休館（年末年始
ウ：無料

知多半田駅下車、タクシー5分名鉄河
和線知多半田駅から徒歩20分
名鉄河和線成岩駅から徒歩15分
JR武豊線半田駅から徒歩30分
知多半島道路半田インターから車で5
分
知多半島道路半田中央インターから車
で10分

愛
知

名古屋市博物館
http://www.museum.city.nagoy
a.jp/

〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂
通1-27-1
TEL 052-853-2655
FAX 052-853-3636

ア：9：30～17：00
イ：月曜日＇休日の場合は直後の平
日（
第4火曜日＇休日を除く（
年末年始＇12/29～1/3（
ウ：一般300円高大学生200円小中
学生無料高齢者100円

地下鉄桜通線桜山駅下車、徒歩5分
休館日連絡
総務課： 052-853-2657
学芸課： 052-853-2658

愛
知

愛知平和記念館

〒460-0001
愛知県名古屋市中区
           三の丸1-7-2
TEL052-231-6504

ア：10：00～16：00
イ：土曜日・日曜日
ウ：無料

名古屋駅から市バスなごや城ループ
バス護国神社下車すぐ。地下鉄桜通
線丸の内下車、4番出口から北へ10分

愛
知

横井庄一記念館
http://if.aft.to/yokoi28/

愛知県名古屋市中川区冨田
町千音寺稲屋4175
TEL052-431-3600

ア：10：00～16：30
　　　　　日曜日のみ
ウ：無料

市バス・名鉄バス千音寺下車徒歩15
分

石
川

石川県立歴史博物館
http://www.pref.ishikawa.jp/m
use/rekihaku/

〒920-0963
石川県金沢市
         出羽町3-1
TEL 0762-62-3236

ア：9：00～17：00
＇入館は16：30まで（
イ：年末年始、資料の展示替え・整
理の期間
ウ：一般250円大学生200円小中高
生無料

金沢駅からバス小立野行出羽町国立
病院前下車、徒歩5分

福
井

平和文化資料館「ゆきのした」
http://www.yukinoshita.net/ind
ex.html

〒910-0302
福井県坂井郡丸岡町
             里丸岡1-23
TEL 0776-66-1564

ア：毎月第３日曜日＇臨時公開あり（
10：00～14：00
資料利用・研究アドバイス・展材づく
りが为
ウ：　無料

北陸自動車道の丸岡ICより車で５分

ゆきのした文化協会
〒910-0851
福井県福井市米松2-11-
13
0776-52-2169
(14：00～18：00)

三
重

津市香良洲歴史資料館
http://www.info.city.tsu.mie.jp/
modules/bunkaka/article.php?a
rticleid=135(津市（

〒514-0313
三重県津市香良洲町6320
TEL 059-292-2118

ア：9：00～17：00
(入館は16：00まで（
イ：毎週月曜日＇但、祝・休日の場合
は翌日（、12/28から1/4迄
ウ：200円＇市民は無料（

紀勢本線・近鉄名古屋線津駅下車、香
良洲行三重交通バス香良洲神社前下
車、西北へ徒歩5分

三
重

三重県護国神社遺品資料室
http://www.mie-
gokoku.or.jp/goannai.html

〒514-0006
三重県津市広明町387
TEL 059-226-2559
FAX 059-225-5993

ア：9：00～16：00
ウ：無料

近鉄名古屋線・紀勢本線津駅西口下
車、徒歩約5分

事前連絡が必要

三
重

資料館

〒514-1118
三重県久居市新町975
陸上自衛隊久居駐屯地
TEL059-255-3133＇内線229（

ア：9：00～17：00
イ：土曜日・日曜日、祝日
ウ：無料

近鉄名古屋線久居駅東口下車、南東
へ徒歩5分

広報室に事前連絡が必
要＇申請届け出は１か月
前（
広報担当者が案内する

三
重

陸上自衛隊航空学校資料館

〒519-0501
三重県度会郡小俣町
           明野5593-11
陸上自衛隊明野駐屯地
TEL 0596-37-0111

ア：9：00～17：00
イ：土曜日・日曜日、祝日
ウ：無料

近鉄山田線明野駅下車、西北へ徒歩
12分

広報室に事前連絡が必
要。広報担当者が案内
する
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三
重

四日市市立博物館
http://www.city.yokkaichi.mie.j
p/museum/index.html

〒510-0075
三重県四日市市
       安島1-3-16
TEL 059-355-2700
FAX 059-355-2704

ア：9：30～17：00(入館は16：30ま
で（
イ：月曜日＇祝日の場合はその翌
日（年末年始、臨時休館日あり
ウ：一般210円高大生160円小中学
生100円＇常設展のみの場合（
団体＇20名以上（・リピーター2割引、
障害者5割引

ＪＲ四日市駅下車西へ徒歩25分
近鉄四日市駅下車西へ徒歩5分

和
歌
山

和歌山県立近代美術館
http://www.bijyutu.wakayama-
c.ed.jp/index.htm

〒640-8137
和歌山県和歌山市
          吹上1-4-14
TEL 073-436-8690
FAX 073-436-1337

ア：9：30～17：00(入館16：00まで（
イ：月曜日、祝日の翌日
ウ：一般310円高大学生210円小中
学生100円

JR和歌山駅から和歌浦方面行き「県庁
前」下車、徒歩2分
南海和歌山市駅から9番のりば「県庁
前」下車、徒歩2分

駐車場有
　　＇有料（

和
歌
山

西村記念館
http://www.city.shingu.wakaya
ma.jp/cgi-bin/odb-
get.exe?WIT_template=AC0200
00&WIT_oid=icityv2::Contents:1
614(新宮市)

〒647－0081
和歌山県新宮市新宮7657番
地
TEL 0735-22-6570

ア：10：00～12：00
　  13：00～16：30
イ：月曜日・木曜日
　　祝日、年末年始
ウ：100円

紀勢線新宮駅から徒歩4分

和
歌
山

寺中美術館
〒649-6338
和歌山県和歌山市府中1504

ア：申し込みにより随時。貸アトリエ
などの設備あり
ウ：一般500円学生200円

阪和線紀伊駅下車、徒歩15分。
南海本線和歌山市駅より和歌山バス
で紀伊小学校前下車徒歩10分

見学申込先
和歌山市吹上4-2-54
立石画廊
立石靖子氏
073-436-4768

和
歌
山

平和祈念資料館

〒641-0051
和歌山県和歌山市
      西高松1-10-23
和歌山県平和会館内

ア：9：00～16：00
イ：月曜日
ウ：　無料

和歌山駅または和歌山市駅より和歌
山バスで車庨前下車、徒歩10分

和
歌
山

石垣記念館
http://www.town.taiji.wakayam
a.jp/(太地町（

〒649-5171
和歌山県東牟婁郡太地町太
地常渡2902-79
TEL 0735-59-3223

ア：9：30～17：00
イ：木曜日＇祝日の場合は翌日休
館（
ウ：大人300円、小中高生100円
＇10名以上3割引（

紀勢線太地駅より町営循環バス6分、
桟橋前下車すぐ

喫茶コーナー・会議室の
設備あり。
集会場・貸アトリエとして
も使用可

大
阪

吹田市平和祈念資料室
http://www.city.suita.osaka.jp/
kobo/jinken/page/000338.sht
ml

〒564-0072
大阪府吹田市出口町
4-1吹田市民会館6F
TEL 06-6387-2593

ア：9：30～17：00
イ：月曜日、国民の祝日の翌日、＇月
曜の場合は翌日（、12月28日～1月
4日
ウ：無料

JRまたは阪急千里線吹田駅下車、徒
歩7分

大
阪

堺市平和と人権資料館＇フェニッ
クス・ミュージアム（
http://www.city.sakai.osaka.jp
/city/info/_jinken/index.html

〒599-8273
大阪府堺市深井清水町426番
教育文化センター内
TEL 072-270-8150
FAX 072-270-8159

ア：9：30～17：00
イ：曜日、祝日＇祝日が月曜の場合
は、その翌日も休館（、年末年始

泉北高速鉄道深井駅下車、駅の北西
600ｍ、徒歩約10分

大
阪

大阪国際平和センター
      ＇ピースおおさか（
 http://mic.e-
osaka.ne.jp/peace/

〒540-0002
大阪府大阪市中央区
大阪城2番1号
TEL 06-6947-7208
FAX 06-6943-6080

ア：9：30～17：00
イ：月曜日、国民の祝日の翌日、年
末年始、毎月月末＇祝日の翌日及び
月末が日曜の場合はその翌々日の
火曜（
ウ：大人250円、高校生150円、団体
＇20名以上（割引有、小中学生と65
歳以上・障害者は無料

大阪環状線・地下鉄「森ノ宮」下車、西
へ500ｍ

京
都

平和資料事業センター
http://homepage2.nifty.com/ki
kanshi-keiji/heiwa.html

〒602-8026
京都府京都市上京区
新町丸太町上ル春帯町350
機関紙会館内
TEL 075-231-3048
FAX 075-211-6474

ア：9：00～17：00
イ：日曜日

地下鉄丸太町下車、西へ5分。市バス
府庁前下車、北へすぐ

資料貸出しの料金等は
要相談
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交通 備考

平和博物館・戦争資料館

京
都

「山宣」資料室
〒611-0000
京都府宇治市塔川20　料理旅
館「花やしき」土蔵内

非公開
見学の場合は事前に「同志社山宣
会」へ申し込む

JR・京阪宇治駅より徒歩約10分

同志社山宣会
〒602-8332京都府京都
市上京区烏丸今出川上
ル
同志社中学校内小田切
様気付075-251-4353
夜間：小田切氏宅
075-622-6889

京
都

舞鶴引揚記念館
http://www.maizuru-
bunkajigyoudan.or.jp/hikiage_ho
mepage/next.html

〒625-0133
京都府舞鶴市字平引揚記念
公園内
TEL0773-68-0836
FAX0773-68-0370
hikiage@mxc.nkansai.ne.jp

ア：9：00～17：30(入館は17：00)
イ：12/29～1/3
ウ：一般個人300円＇20人以上の団
体一般200円（
学生個人150円ー小学生～大学
生ー＇20人以上の団体学生100円（
赤煉瓦博物館との共通券一般個人
400円学生個人200円入館料減免
身体障害者等5割減額

京都から京都縦貫自動車道、国道9
号、国道27号で100km 大阪から中国
自動車道、舞鶴自動車道、国道27号
で130km敦賀から国道27号で80km
無料駐車場＇普通車・大型バス（完備
京都からJR山陰線、舞鶴線で約1時間
25分＇特急（大阪から京都経由で約2時
間 敦賀からJR小浜線で約2時間 東舞
鶴下車、タクシー10分。バス：小橋行
か野原行で引揚記念館前下車

京
都

海軍記念館

〒625-8510
京都府舞鶴市余部下1109
海上自衛隊舞鶴地方総監部
内
TEL 0773-62-2250

ア：9：00～16：00
原則として土・日曜・祝日のみ一般
公開
ウ：無料

バス日立造船前下車
団体の見学は2週間前に
予約が必要

京
都

舞鶴館

〒625-0087
京都府舞鶴市余部下1180日
立造船KK
TEL 0773-62-8700＇内線で総
務課へ（

見学は事前の連絡が必要
イ：土曜日・日曜日
ウ：無料

東舞鶴駅よりバス、日立造船前下車

京
都

舞鶴市立赤れんが博物館
http://www.city.maizuru.kyoto.
jp/＇舞鶴市（

〒625-0036
京都府舞鶴市浜2011
TEL 0773-66-1095
FAX 0773-64-5123

ア：9：00～17：00＇入場は16：30（
イ：月曜日、祝日の翌日、年末年始
など12月29日～1月3日
ウ：一般300円学生150円

東舞鶴駅下車、徒歩で15分

京
都

乃木神社記念館

〒612-8028
京都府京都市伏見区
桃山町板倉周防
TEL 075-601-5472

ア：9：00～16：00
ウ：無料

近鉄桃山御陵前駅・京阪桃山駅南口
下車、徒歩10分

京
都

彰史館

〒611-0011
京都府宇治市五ヶ庄黄檗自衛
隊＇陸上自衛隊関西地区補給
所（内
TEL0774-31-8121内線314

事前連絡で許可が必要
イ：　土曜日・日曜日
ウ：　無料

京阪電車宇治線黄檗駅前

京
都

丹波新大谷丹波マンガン記念館

〒601-0533
京都府北桑田郡京北町下中
小字西大谷45
TEL 0771-54-0046、0852

ア：10：30～17：00
イ：月曜日、12月15日～3月30日
ウ：800円30名以上700円

京都駅からJRバス京鶴線下中下車、
徒歩約15分

京
都

史料館

〒620-0000
京都府福知山市天田堀無番
地
陸上自衛隊福知山駐屯地内
TEL0773-22-4141内線広報係

ア：9：00～16：00
イ：土曜日・日曜日
ウ：無料

市内循環バス自衛隊前下車 見学は事前連絡が必要
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交通 備考

平和博物館・戦争資料館

京
都

立命館大学国際平和ミュージア
ム
http://www.ritsumei.ac.jp/mng
/er/wp-museum/

〒603-8346
京都府京都市北区
等持院北町56-1
TEL075-465-8151

ア：9：30～16：30
イ：月曜日、祝日の翌日、年末年始
など
資料費大人300円、中高生250円小
学生150円団体(20名以上（50円引

京都駅から市バス＇52（で立命館大学
前下車徒歩0分。市バス＇50（(特205（
で立命館大学前下車、徒歩5分。京阪
三条より市バス(15)(51)(特51（で立命
館大学前下車、徒歩5分。阪急の四条
大宮や西院からも立命館大学行があ
る

ボランティアガイドとバス
駐車は要事前連絡

滋
賀

大津市歴史博物館
http://www.rekihaku.otsu.shiga
.jp/

〒520-0037
滋賀県大津市
御陵町2-2
TEL 077-521-2100

ア：9：00～17：00(入館は16：30ま
で（
イ：月曜日、祝祭日の翌日＇土・日曜
の場合は開館（、12月27日～1月5
日
ウ：一般210円高大学生150円小中
学生100円

大津駅から京阪バス・江若バス10分別
所下車。西大津駅から徒歩15分。京阪
電鉄石坂線別所駅から徒歩5分

兵
庨

戦没した船と海員の資料館
http://www.jsu.or.jp/siryo/ind
ex.html

〒650-0024
兵庨県神戸市中央区
海岸通3-6-1
全日本海員組合
関西地方支部2階
TEL 078-331-7588
siryokan@senbotsusen-jsu.jp

ア：10：00～17：00＇月～金曜日（
イ：土曜日、日曜日　事前連絡あれ
ば団体は可
ウ：無料　戦没船写真提供＇有料（

JR・阪神電鉄元町駅徒歩10分

兵
庨

聖イエス会アンネのバラの教会
アンネ・フランク資料館
http://www005.upp.so-
net.ne.jp/anne-fmh/

〒662-0017
兵庨県西宮市甲陽園
西山町4-7
TEL 0798-74-5911

ア：　土曜日
　13：00～17：00　団体は土曜以外
でも可
ウ：　無料

阪急電鉄、甲陽園駅下車、北西へ徒
歩10分

個人・団体ともに予約必
要

兵
庨

戦没学徒記念　若人の広場

〒656-0543
兵庨県三原郡南淡町
阿万塩屋町2658-7
TEL　なし

淡路交通福良バスターミナルからタク
シーで南東10分

現在、展示室は閉館中

兵
庨

姫路市平和資料館
http://www.city.himeji.hyogo.jp
/heiwasiryo/index.html

〒670-0971
兵庨県姫路市西延末475番地
TEL0792-91-2525

ア：9：30～17：00
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（12
月28日～1月5日
ウ：一般200円、小中学生50円　団
体＇20名以上)2割引多目的展示室
で催される企画展は無料

山陽電鉄手柄駅下車、西へ徒歩10分

兵
庨

斎藤隆夫記念館　静思堂

〒668-0254
兵庨県豊岡市出石町
中村宮ノ下
TEL 0796-52-5643
＇連絡先　伊福部神社0796-
52-3837（

ア：9：00～17：00
イ：火曜日、祝日、慰霊の日12月27
日～1月6日
ウ：各自の志

全但バス出石下車、南西へ徒歩20分

兵
庨

西宮市平和資料館

〒662-0944
兵庨県西宮市川添町15-26
西宮教育文化センター１階
TEL 0798-33-2086

ア：10：00～17：00
イ：月曜日、12月29日～1月4日、臨
時休館日
ウ：無料

阪神電鉄香櫨園駅下車、南へ徒歩5分

兵
庨

神戸市立兵庨図書館
戦災記念資料室
http://www.city.kobe.jp/cityoff
ice/57/070/hyogo.html

〒652-0897
兵庨県神戸市兵庨区
駅南通5-1-1
TEL 078-682-9501
Fax 078-682-9502

ア：10：00～18：00
イ：月曜日、祝日、第３木曜日、12月
28日～1月4日
ウ：無料

JR兵庨駅下車、南すぐ 震災後現地に

岡
山

備前市歴史民俗資料館
http://www.city.okayama.okay
ama.jp/museum/link/okayama
ken/1/bizenrekishi.htm

〒705-0022
岡山県備前市東片上385
TEL 0869-64-4428

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日の翌日
ウ：無料

赤穂線備前片上駅下車、徒歩5分
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平和博物館・戦争資料館

岡
山

戦時生活資料収集民草

〒716-0061
岡山県高梁市落合町
阿部2533-25
石部誠氏宅
TEL 0866-22-8220

JR高梁駅から成羽町方面バス15分、
井谷にて下車、徒歩10分

展示はしていない
収集資料の貸出は原則
として無料

岡
山

日植＇海軍（記念館

〒708-0876
岡山県津山市
高尾590-1
TEL 0868-28-0251

ア：8：45～17：30
イ：年中無休
ウ：無料

津山線佐良山駅から徒歩5分、53号線
沿いにある

岡
山

片山潜記念館

〒709-3606
岡山県久米郡久米南町羽出
木
TEL0867-28-3441
　＇桜井太郎氏（
TEL0867-28-2157
　＇河原要氏（

向かいの桜井太郎氏に頼んで鍵を
開けてもらう。他に河原要氏
ウ：　無料

津山線弓削駅より4.8km

岡
山

柴田平和祈念館

〒719-2341
岡山県高梁市
成羽町吹屋
TEL 0866-29-2727

ア：10：00～16：00
イ：月曜日､12月から翌年3月中まで
ウ：無料

備中高梁駅からバスで50分、1日3便
運行

岡
山

倉敷市玉島歴史民族海洋資料
館

〒713-8122
岡山県倉敷市
玉島中央町3-14-1
TEL 086-522-7523

ア：9：00～16：30
イ：月曜日、祝日、年末年始
ウ：無料

新倉敷駅からバスで黒崎・沙美・寄島
方面行＇玉島中央町経由（玉商グラウ
ンド前下車、南へすぐ

広
島

大久野島每ガス資料館
http://www.city.takehara.hiros
hima.jp/(竹原市（

〒729-2311
広島県竹原市忠海町
大久野島
TEL 08462-6-3036

ア：9：30～17：00
イ：月曜日＇祝日の場合は翌日（、12
月28日～1月4日
ウ：100円団体(20名以上（80円高校
生以下

JR呉線忠海駅から徒歩5分、忠海港か
ら船15分。山陽自動車道河内ICから忠
海港まで車で約40分。広島空港から忠
海港まで車で約45分

修学旅行向け｢モデルス
ケジュール｣あり事前予
約にて資料館館長のお
話依頼可能

広
島

福山市人権平和資料館
http://www.city.fukuyama.hiro
shima.jp/jinkenheiwashiryoukan
/

〒720-0061
広島県福山市
丸之内1-1-1
TEL 0849-24-6850

ア：9:30～17：00(入館16:30迄)
イ：月曜日(祝日､振替休日の場合翌
日)年末年始(12/28～1/3)
臨時休館日
ウ：個人100円(団体20名以上80円)
高校生迄無料

ＪＲ福山駅北口から600m

広
島

教育参考館

〒737-2122
広島県安芸郡江田島町中央
海上自衛隊第１術科学校内
TEL 0823-42-1211

ア：10：30、13：00、15：00の3回。
日・祝・土10：00、11：00、13：00、
15：00の4回。いずれも入館受付は
30分前に
イ：12/23～1/5
ウ：無料

呉港からフェリーで＇30分間隐（30分、
小用港へ、そこから歩いて20分＇バス
もある（

広
島

呉市海事歴史科学館
http://www.4.ocn.ne.jp/~kures
hip/

〒737-0822
広島県呉市築地町
３番２号
TEL 0823-25-3017
FAX 0823-23-7400

ア：9：00～17：00(入館16：30迄)
イ：12/29～1/3
ウ：無料

ＪＲ呉線川原石駅下車、徒歩8分

広
島

広島平和記念資料館
http://www.pcf.city.hiroshima.j
p/

〒730-0811
広島県広島市中区
中島町1-2
TEL 082-241-4004
FAX 082-542-7941
hpcf@pcf.city.hiroshima.jp

ア：3～11月8:30～18:00
　＇8月は19：00閉館（
　12～2月8:30～17:00
(入館は閉館30分前迄に)
イ：12/29～1/1
ウ：大人＇大学生以上（50円＇30人以
上の団体40円（小・中・高生30円
＇20人以上の団体無料（
8/6～9小中高生無料

広島駅南口から、広島バス吉島行で平
和記念公園下車。市内電車紙屋町経
由宇品行で中電前下車。己斐行・江波
行・宮島行で原爆ドーム前下車
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平和博物館・戦争資料館

広
島

ホロコースト記念館
http://www.urban.ne.jp/home/
hecjpn/

〒720-0004
広島県福山市御幸町
中津原866
TEL 0849-55-8001
hecipn@urban.ne.jp

ア：火・水・金・土曜日　　10：30～
16：30
イ：日・月・木曜日、祝日、8/13～
16、12/27～1/5
ウ：無料

ＪＲ福山駅から福塩線横尾駅下車徒歩
7分、中国バス6番乗り場＇府中行（横
尾下車、徒歩8分。福山駅からタクシー
で15分

香
川

高松市市民文化センター平和記
念室
http://www.city.takamatsu.kag
awa.jp/1794.html

〒760-0068
香川県高松市松島町
1-15-1
高松市民文化センター内
TEL 087-833-7722

ア：9：00～18：00
イ：12/29～1/2
ウ：大人50円子ども30円団体(30名
以上（大人40円子ども20名以上無
料

高松築港(ＪＲ高松駅前)より瓦町(乗り
換え)県立体育館前行バス文化セン
ター前下車。琴電高松築港より瓦町
(乗換)志度線今橋駅下車徒歩2分

ホール利用は6か月前よ
り受付
平和文化センター082-
241-5246

徳
島

鳴門市ドイツ館
http://www.city.naruto.tokushi
ma.jp/germanhouse/

〒779-0225
徳島県鳴門市大麻町檜字東
山田55-2
TEL 088-689-0099
FAX 088-689-0909
deutsches_haus_in_naruto@ya
hoo.co.jp

ア：9：30～16：30
イ：月曜日＇祝日の場合開館（祝日
の翌日＇日曜が祝日の場合開館（年
末年始(12/28～31、1/4～6)
ウ：大人300円小中学生100円団体
＇20名以上（2割引

ＪＲ高徳線板東駅下車、徒歩15分

高
知

平和資料館・草の家
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/
Shigeo.Nishimori/

〒780-0861
高知県高知市升形9-11
TEL 088-875-1275
FAX 088-821-0586
GRH@ma1.seikyou.ne.jp

ア：10：00～18：00
イ：日曜日、水曜日、祝日。希望が
あれば開館
ウ：無料

土佐電鉄　グランド前電停より徒歩
団体での見学は予約が
必要

福
岡

大刀洗平和記念館
http://www.warbirds.jp/97sen
/tatiarai.htm

〒838-0814
福岡県朝倉郡三輪町
高田417-3
甘木鉄道＇株（大刀洗駅舎内
TEL 0946-23-1227

ア：9：30～17：00
イ：年中無休
ウ：大人500円小人300円団体＇30
名以上)1割引

甘木鉄道太刀洗駅下車。九州横断
道、筑後小郡インターより5分

福
岡

碓井平和祈念館
http://www.town.usui.fukuoka.j
p/kotohira/peace/htm/info_p.h
tm

〒820-0502
福岡県嘉穂郡碓井町
上臼井７６７
ＴＥＬ0948-62-5173＇代（
FAX0948-62-5171＇代（

ア：9：30～17：30
(入館は17：00まで)
イ：毎週月曜日(月曜日が祝日の場
合その翌日)、館内整理休館日、
12/28～1/4(変更もあり（
ウ：一般310円高校生・大学生210円
小学生・中学生100円20名以上団
体料金

JR博多駅より福北ゆたか線で約30分
JR桂川駅下車徒歩約10分西鉄バス新
茶屋駅27番バス約20分西鉄碓井役場
前バス停下車徒歩5分
西鉄天神バスセンターより特急バス約
45分西鉄飯塚バスセンター27番バス
約40分

福
岡

兵士・庫民の戦争資料館

〒820-1101
福岡県鞍手郡小竹町
御徳415-13
TEL 09496-2-8565

ア：原則終日開館＇予約をしたほうが
よい（
イ：原則として年中無休
ウ：無料

筑豊本線小竹駅から徒歩10分。西鉄
バス御徳大橋下車、徒歩10分

長
崎

佐世保市浦頭引揚記念平和公
園・資料館

〒859-3454
長崎県佐世保市
針尾北町
TEL 0956-58-2561

ア：9：00～18：00
(11～3月は17：00まで（
イ：12/30～1/3
ウ：無料

佐世保駅から浦頭波止場前バス停ま
で西肥バスで約40分。早岐駅の場合
は佐世保方面行に乗り田子の浦下車5
分、西海橋方面行バスに乗り浦頭波止
場前下車15～20分

長
崎

少国民資料館

〒851-0251
長崎県長崎市田上
               3-17-47
TEL 095-823-3220

ア：暁起開門
　　日没閉門
ウ：無料

長崎バス田上下車、右の唐八景方面
に少し行き左手の坂を登る。徒歩10分

予約制。訪問の場合、手
紙で確認を取ること。どう
しても急ぐ時は電話で

長
崎

平和祈念館天望庪

〒859-6314
長崎県北松浦郡吉井町田原
免883
TEL 0956-64-3534

年中無休＇事前の連絡を希望（
ウ：無料

西肥バス吉井町役場前下車タクシー
で5分徒歩40分。佐世保から車で約30
分西肥バス妙観寺経由、吉井行なら
山手入口で下車、徒歩5分

長
崎

聖コルベ記念館
〒850-0012
長崎県長崎市本河内町196
TEL 095-825-2075

ア：9：00～17：00
イ：年中無休

長崎駅より県営バス、番所下車、徒歩
2分。電車、蛍茶屋行終点下車、徒歩
15分
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平和博物館・戦争資料館

長
崎

聖コルベ記念室
〒850-0931
長崎県長崎市南山手2-6

ア：10：00～16：00
イ：日曜日、年末年始
ウ：無料

JR長崎駅から長崎電軌・正覚寺下行き
で築町乗り換え石橋行きで大浦天为
堂下下車徒歩５分
大浦天为堂への坂道、全日空ホテル
のすぐ裏手

長
崎

岡まさはる記念長崎平和資料館
http://www.d3.dion.ne.jp/~okak
inen/

〒850-0051
長崎県長崎市
西坂町9-4
TEL095-820-5600

ア：9：00～17：00
イ：月曜日
ウ：大人250円高校生迄150円

長崎駅より徒歩5分＇26聖人殉教地の
西坂公園の裏（

長
崎

海上自衛隊佐世保史料館
〒857-0058
長崎県佐世保市上町114-2
TEL 0956-23-7111

ア：9：30～17：00
イ：第3木曜日12/28～1/4
ウ：無料

佐世保駅前から市バス、西肥バス日野
経由相浦行(10分)元町下車徒歩2分

駐車場有＇無料（

長
崎

長崎原爆資料館
http://www1.city.nagasaki.nag
asaki.jp/na-bomb/museum/

〒８５２－８１１７
長崎県長崎市平野町
                   ７番８号
TEL 095-844-1231
FAX 095-846-5170

ア：8：30～17：30
イ：12/29～12/31
ウ：一般200円小中高生100円団体
＇30名以上（一般160円小中高校生
80円

長崎駅又は浦上駅下車。電車は北の
方向行に乗り浜口町か松山町下車徒
歩2分

長
崎

ナガサキピースミュージアム
http://www.nagasakips.com/in
dex.html

〒850-0921
長崎市松が枝町7-15
TEL 095-818-4247
FAX 095-827-7878
museum@nagasakips.com

ア：9：30～17：30
7/1～8/31迄18：30閉館
イ：月曜日、国民祝祭日の翌日、年
末年始＇12/30～1/1（
ウ：無料

路面電車・・5番「石橋」行き。「大浦海
岸通り」で下車、徒歩2分
路線バス・・グラバー園入口バス亭下
車＇長崎バス30番系統（

大
分

予科練資料館

〒870-0835
大分県大分市上野丘
                    1-7-16
TEL0975-43-1430

ア：9：00～19：00(延長可)
イ：年中無休
ウ：無料

大分駅下車、徒歩10分

大
分

佐伯市平和記念館
やわらぎ
http://www.city.saiki.oita.jp/(
佐伯市（

〒876-0811
大分県佐伯市鶴谷町
3丁目3-12
TEL 0972-22-5700

ア：9：00～17：00(入館16：30迄)
イ：月曜日
ウ：大人300円小・中学生100円＇15
人以上団体大人200円、小・中学生
50円（

JR佐伯駅より徒歩

鹿
児
島

加世田市平和祈念館

〒897-1123
鹿児島県加世田市高橋1955-
3
TEL 0993-52-3079

ア：9：00～17：00
イ：12/31～1/1
ウ：大人(20名以上団体（300円(250
円（小中学生200円(150円（

知覧から車で40分の万世飛行場跡地

鹿
児
島

鹿屋航空基地史料館

〒893-0064
鹿児島県鹿屋市西原
３丁目11-2
海上自衛隊鹿屋航空基地内
TEL 0994-42-0233

ア：9：00～16：30
イ：12/29～1/3
ウ：無料

鹿児島交通
鹿屋基地前下車

鹿
児
島

知覧特攻平和会館
http://www.synapse.ne.jp/~chir
an

〒897-0302
鹿児島県川辺郡知覧町郡
17881
TEL 0993-3-2525
FAX 0993-83-4859

ア：9：00～17：00
イ：年中無休
＇都合により休館あり（
ウ：大人500円小人300円

西鹿児島駅から市電で市役所行、朝
日通り降車、乗り継いで鹿児島光津バ
スセンターから知覧行＇知覧経由枕崎
行・知覧経由白沢行（特攻観音前下車
すぐ

沖
縄

ひめゆり平和祈念資料館
http://www.himeyuri.or.jp/inde
x2.html

〒901-0344
沖縄県糸満市
伊原671-1
TEL 098-997-2100～1
FAX 098-997-2102

ア：9：00～17：00
イ：年中無休
ウ：大人300円高校生200円小中学
生100円団体＇30名以上（1割引

糸満バスターミナル港川線＇82（米須
折返し＇83（摩文仁折返し＇85（で15分
「ひめゆりの塔」前下車

沖
縄

沖縄県平和祈念資料館
http://www.peace-
museum.pref.okinawa.jp/

〒901-0333
沖縄県糸満市摩文仁614-1
TEL 098-997-3844
FAX098-997-3947

ア：9：00～17：00
イ：12/29～1/3
ウ：常設室　大人300円＇240円（小
中高大学生150円(100円（　(  )は
20名以上団体

糸満バスターミナルから玉泉洞線(82
番（で平和祈念公園前下車、徒歩5分
便数：１時間に１便程度
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平和博物館・戦争資料館

沖
縄

佐喜真美術館
http://sakima.art.museum/

〒901-2204
沖縄県宜野湾市上原358
TEL 098-893-5737

ア：9：30～17：00
イ：火曜日
ウ：大人700円(20名以上団体630
円)中高生500円(450円)小学生300
円(200円)

那覇からバス那覇交通125、琉球バス
＇中城経由は除く（で宜野湾上原下車

沖
縄

ヌチドゥタカラの家
　　　＇反戦平和資料館（
http://www.iejima.org/kan/mir
u_sen_nuti.html
(伊江村役場（

〒905-0502
沖縄県国頭郡伊江村東江前
2304
TEL0980-49-3047

ア：8：00～18：00
イ：年中無休
ウ：大人300円、高校生以下250円

名護バスターミナルから本部循環線
＇65（で本部新港下車本部新港から伊
江村フェリー約30分で伊江港着、島の
東側へタクシーで5分、レンタサイクル
で10分、徒歩30分

要予約

沖
縄

南風原文化センター
http://www.town.haebaru.okina
wa.jp/(南風原町役場（

〒901-1111
沖縄県島尻郡南風原町兼城
716
TEL098-889-7399

ア：10：00～18：00
イ：水曜日、祝日の翌日
12/29～1/3
ウ：無料

那覇バスターミナルから沖縄バス＇39（
兼城十字路下車、徒歩10分

沖
縄

八重山平和祈念館
http://www.city.ishigaki.okinaw
a.jp/(石垣市（

〒907-0014
沖縄県石垣市新栄町７９番地
の3
TEL 09808-8-6161
FAX 09808-8-6161

ア：9：00～16：30
イ：月曜日
(祝日・振替休日は開館（
12/29～1/3
ウ：大人100円、団体(20名以上（70
円小中高・学生50円、団体35円

石垣空港からタクシーで10分

沖
縄

宜野湾市立博物館
http://www.ginowan-
okn.ed.jp/con7/hakubutukan/

〒901-2224
沖縄県宜野湾市真志喜1-25-1
TEL 098-870-9317
FAX098-870-9316
kyoiku02@ami.city.ginowan.o
kinawa.jp

ア：9：00～17：00
＇入館は16：30まで（
イ：火曜日＇祝祭日にあたる場合、翌
日の水曜日休館日（、祝日、慰霊の
日、年末年始＇12/29～1/3（
ウ：大人200円、高校・大学生100
円、小・中学生50円※20名以上の
団体大人150円、高校・大学生50
円、小・中学生30円

☆空港発着：120番、124番
☆那覇バスターミナル発着：20番、21
番、23番、28番、29番、31番、77番、
80番
以上どちらかのバスに乗車し、真志喜
バス停留所で下車。東向け徒歩7分

沖
縄

うるま市立石川歴史民族資料館
http://www.city.uruma.lg.jp/1/
201.html＇うるま市（

〒904-110７
沖縄県うるま市石川曙２丁目1
番55号
TEL 098-965-3866
FAX 098-964-5608

ア：9：00～17：00
　(最終入館16：30)
イ：月曜日、祝祭日・6/23の翌日、
年末年始(12/29～1/4)
(月曜日と祝祭日が重なると翌日に
振替休館)
ウ：無料

琉球バス21番、沖縄バス77番、123
番。公民館前下車、徒歩2分

沖
縄

本部町立博物館
http://town.motobu.okinawa.jp
/schoolnet/museum/

〒905-0212
沖縄県本部町大浜
874-1
TEL 0980-47-5217
FAX0980-47-3081
hakubutsukan@town.motobu.
okinawa.jp

ア：9:00～17：:00
イ：月曜日、祝祭日、
12/29～1/3
ウ：無料

那覇より名護西線20番、名護より本部
半島線65番、備瀬線70番、瀬底線76
番で
「大浜」下車。徒歩3分

沖
縄

読谷村歴史民族資料館
http://www.vill.yomitan.okinaw
a.jp/kakuka/bunshinko/kaku-
bush3.html(読谷村（

〒904-0301
沖縄県中頭郡読谷村座喜味
708-4
TEL 098-958-3141
FAX 098‐958‐2254

ア：9：00～17:00(入館は16:30まで)
イ：月曜日、公休日、12/29～1/3展
示替及燻蒸などの臨時休館日、慰
霊の日(6/23)
ウ：＇美術館入場料も含む（大人200
円(160円（小中高生50円(40円（＇（
は40名以上

29．読谷(喜名)線，62．中部(喜名)線
座喜味バス停下車　徒歩5分 28．読谷
(楚辺)線，62．中部(楚辺)線，94．中部
循環線 高志保入口バス停下車徒歩
30分　タクシーかバス乗り換え喜名線
は本数が少ないのでタクシーが便利

沖
縄

今帰仁村歴史文化センター
http://www.reki.user.tontonme.
ne.jp/

〒905-0428
沖縄県今帰仁村字今泊5110
TEL 0980-56-5767
FAX 0980-56-2789

ア：9：00～17：00
イ：年中無休(但、薫浄等で臨時閉
館あり)
ウ：大人400円中高校生300円小学
生無料団体大人320円中高校生
240円

今帰仁城跡入口で下車。徒歩10分
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都
道
府
県

館名
所在地

電話＆ＦＡＸ番号
E-mail

開館時間(ア（
休館日(イ（
入館料(ウ（

交通 備考

平和博物館・戦争資料館

沖
縄

沖縄市立郷土博物館
http://www.city.okinawa.okina
wa.jp/site/htdocs/institution/i
nstitution.html＇沖縄市（

〒904-0031
沖縄県沖縄市上地2-19-6
 文化センター 3階
TEL 098-932-6882
FAX 098-933-6218

ア：9:00～17:00
イ：月曜日、祝日、慰霊の日、年末
年始

那覇発市外線・石川又は屋慶名行き
バスで、園田バス停留所下車・徒歩２
分

沖
縄

宜野座村立博物館
http://www.vill.ginoza.okinawa.
jp/KANKOU/hakubutukan.html(
宜野座村（

〒904-1302
沖縄県国頭郡宜野座村宜野
座232
TEL 098-968-4378
FAX 098-968-5030
ghakubutu@vill.ginoza.okinaw
a.jp

ア： 9：00～17：00
イ：月曜日・祝祭日・年末年始
＇12/29～1/3（慰霊の日＇6/23)
ウ：大人100円(70円)大学生50円
(30円)小中高生無料　＇（団体15名
以上

那覇空港から車(一般道)約90分
沖縄自動車道宜野座ICから車(一般道)
約10分
路線バス宜野座高校前バス停から徒
歩約10分(77番名護東線(沖)/21番名
護東線(琉))宜野座バス停より車2分

沖
縄

沖縄県立博物館

〒903-0823
沖縄県那覇市
首里大中町1-1
TEL 098-884-2243
FAX 098-886-4353

2006年3月末で休館
2007年7月頃新館＇那覇
新都心地区内（に移転

沖
縄

八重瀬町立
東風平歴史民俗資料館
http://www.town.yaese.okinaw
a.jp/kochinda-hp/index.html＇旧
東風平町（

〒901-0401
沖縄県八重瀬町字
東風平 1015-2
TEL 098-998-7151
FAX 098-998-7464

ア：9：00～17：00
イ：月曜日
　　年末年始
ウ：無料

那覇空港から車(一般道)で約60分
沖縄自動車道:那覇ICから車(一般道)
で約25分
路線バス:第二東風平バス停から徒歩
で約10分(35番志多伯線(沖)、36番糸
満・新里線(琉))

沖
縄

旧海軍司令部壕

〒901-0241
沖縄県豊見城市字
豊見城236
TEL 098-850-4055
FAX 098-850-9342

ア：8時30分～17時
イ：無休
ウ：420円

糸満ロータリー→33・46番系統の路線
バスで22分、豊見城公園前下車、徒歩
10分

駐車場あり

沖
縄

沖縄平和祈念堂
http://www.ii-
okinawa.ne.jp/people/kinendo/i
ndex.htm

〒901-0333
沖縄県糸満市摩文仁448-2
TEL 098-997-3011～2
FAX 098-997-2678

ア：9:00～17:30(4～9月)
 　9:00～17:00(10～3月)
イ：年中無休
ウ：大人450円(350円（中学・高校生
350円(250円（小学生・園児無料
＇（は団体20名以上

路線バス
那覇バスターミナル⇒糸満バスターミ
ナル
糸満バスターミナル＇琉球バス港川線（
⇒平和祈念堂前
定期観光バス
南部戦跡コース

沖
縄

久米島自然文化センター
http://www.town.kumejima.oki
nawa.jp/bunkacenter/index.htm
l

〒901-3121
沖縄県島尻郡久米島町字嘉
手苅542番地
TEL 098-896-7181
FAX 098-896-7182
sizen@town.kumejima.okinaw
a.jp

ア：9：00～17：00＇最終受付16：30（
イ：月曜・年末年始・慰霊の日・祝日
＇こどもの日・文化の日は開館（
ウ：大人200円、高校・大学生150
円、小・中学生100円

久米島高校バス停徒歩5分
久米島公立病院前徒歩2分
久米島空港から車で約20分
兼城港から車で約5分

駐車場あり

沖
縄

南嶋民族資料館
〒907-0022
沖縄県石垣市大川188
TEL 09808-2-1312

ア：10：00～17：00
イ：日曜日
ウ：350円

市内から　徒歩で8分

沖
縄

石垣市立八重山博物館

〒907-0004
沖縄県石垣市
登野城4-1
TEL 09808-2-4712

ア：9：00～16：30
イ：月曜日　祝祭日
ウ：大人200円学生100円

市内から　徒歩で3分

沖
縄

喜宝院蒐集館
http://www2.tontonme.ne.jp/us
ers/kihouin/

〒907-1101
沖縄県八重山郡竹富町竹富
108
TEL 09808-5-2202

ア：9：00～17：00
イ：種子取祭
ウ：大人300円,小中学生150円20名
以上は1割引

竹富港から徒歩約15分

沖
縄

宮古島市総合博物館

〒906-0007
沖縄県宮古島市東仲宗根添
1166-287
TEL 0980-73-0567
FAX 0980-73-0822

ア：9：00～16：30
＇入館は16：00まで（
イ：月曜日
＇祝日の場合は翌日（
ウ：大人300円大学・高校生200円小
中学生100円
＇団体20名から50円引（

宮古空港・平良港ターミナル→車5分
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E-mail

開館時間(ア（
休館日(イ（
入館料(ウ（

交通 備考

平和博物館・戦争資料館

沖
縄

不那国民族資料館

〒907-1801
沖縄県八重山郡不那国町不
那国49-2
TEL 09808-7-2885

ア：9：00〜17：00
イ：丌定
ウ：100円
　中学生以下無料

不那国空港より祖納郵便局方面へタク
シー5分

予約要＇団体なるべく（
駐車場有2台(無料（

沖
縄

ふるさと文化センター
http://www.vill.minamidaito.oki
nawa.jp/sight_06.html(南大東
村役場（

〒901-3805
沖縄県南大東村在所317＇教
育委員会（
 TEL 09802-2-2815

ア：9：00～17：00
イ：月曜
ウ：200円

南大東空港→車5分

沖
縄

名護博物館
http://www.nago-museum.org/

〒905-0021
沖縄県名護市
東江1-8-11
TEL 0980-53-1342
FAX 0980-53-1362
hakubutsukan@city.nago.okin
awa.jp

ア：火曜日～日曜日
10：00～18：00
イ：月曜日、年末年始、祝祭日、慰
霊の日＇6/23（ガスくん蒸实施期
間、整理休館日＇毎月第4木曜日（、
その他展示替えなどによる臨時休
館日
ウ：大人150(100)円大学生100＇70（
円小・中・高校生50＇30（円＇（内は
20名以上の団体

(バス)20番(名護西線)21番(名護東
線（120番(名護西空港線（をご利用の
場合→「名護城＇ナングスク（入口」停
留所下車徒歩1分
111番(高速バス)をご利用の場合→
「世冨慶＇よふけ（」停留所下車徒歩10
分
＇車（沖縄自動車道許田インターより約
10分

沖
縄

対馬丸記念館
http://www.tsushimamaru.or.jp
/

〒900-0031
沖縄県那覇市若狭
1-25-37
TEL 098-941-3515
FAX 098-863-3683
info@tsushimamaru.or.jp

ア：9：00～17：00＇入館は16：30が
最終です（
イ：毎週木曜日・年末年始
ウ：大人500円中・高校生300円小学
生100円団体＇20名以上10％OFF（

那覇空港から那覇交通バス13、または
124番に乗車し「パレットくもじ前」下
車。1、3、5、17、45番に乗り替えて「西
武門」下車。徒歩3分。
駐車場：駐車場なし。波の上臨海道路
にある若狭海岸駐車場にバス6台が無
料で駐車できます。
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