PRESS RELEASE
２０２２年７月 7 日
一般社団法人三次観光推進機構
湯本豪一記念日本妖怪博物館
「おいでよ！大河童学校」

夏休み特別企画

カッパ

「河童 de ナイトミュージアム in 三次」
開催のお知らせ
～

この夏、三次の夜に日本中からカッパがやってくる！ みんなでカッパに会いに行こ

う！～
一般社団法人三次観光推進機構は、現在好評展示中の令和４年度
夏休み企画展「おいでよ！大河
童学校」の夜間特別企画として、２０２２年８月の毎週土曜日（夜２回公演）、河童の歴史や知識を
分かりやすく解説する夜のカッパ・ナイトミュージアムを開催致します。

開演日時：2022 年 8 月 6 日（土）
、13 日（土）
、20 日（土）、27 日（土）◎豪雨の場合、中止。
開演時間：1 回目 18:30 ～（30 分）
、2 回目 19:30～（30 分）
定員； 各回 先着 15 名様まで事前予約を承ります。
集合時間・場所：湯本豪一記念日本妖怪博物館 エントランス（体温チェック、入場料のお支払
いをお済ませの上、各開演時間の１０分前までにご集合ください。）
入場料：大人（12 歳以上）2,000 円、子供（6～11 歳）1,000 円
前売り券（事前予約割引）

大人（12 歳以上）1,500 円、子供（6～11 歳）500 円

注意： 豪雨の場合は、中止。 また新型コロナ感染拡大の状況によっては、ナイトミュージアム
の中止、または延期させて頂く場合がございます。
主催： 一般社団法人三次観光推進機構
共催： 湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）

「河童 de ナイトミュージアム

in 三次」

ハイライト

【東西カッパ・ミニライブ・トークショー】
湯本豪一記念日本妖怪博物館にご来場の皆様を、カッパたちが棲む川の中へとご案内いたします。
カッパと言えば、川や沼地を棲みかとし、全身は緑色で、水の入った頭頂部のくぼみや皿、水掻き
のある手足、背中の甲羅などが広く知られていますが、全国には色も形も違うカッパの記録がみら
れるほか、カッパ、エンコウ、スイコ、カワタロウなど地域によってさまざまな名称で呼ばれてい
ます。
そんなカッパの中でも特に東のカッパと西の広島県を代表するカッパ「エンコウ」がやってきて、
カッパの特徴や姿の違いについて語ります。

【教えてカッパ先生】
“東西カッパ・ミニライブ・トーク”の後は、“教えてカッパ先生”から、夏休み企画展「おいでよ！
大河童学校」をナイトバージョンで、ご案内紹介します。

【カッパと記念撮影】
川のカッパ達と一緒に記念撮影。一生に一度のカッパとの夏休みの思い出を作ります。
さらに、博物館の外にも楽しいイベントが待っています。是非、ご来場予約をお待ちしています。
◎ 詳細と事前予約は、こちらから
https://www.miyoshi-dmo.jp/kappa-nightmuseum/

「河童 de ナイトミュージアム in 三次」屋外イベント（予定）
開催日：2022 年 8 月 6 日（土）
、13 日（土）、20 日（土）
、27 日（土）17:30-20:00（雨天中止）
開催場所：三次もののけミュージアム・イベント広場＆交流館
入場料；無料
ご注意： 小雨決行、荒天の場合は、中止。また新型コロナ感染拡大の状況によっては、ナイトミ
ュージアム関連イベントの中止、または延期させて頂く場合がございます。当機構のホームページ
にて最新情報をご確認下さい。

カッパ＆もののけチェキ会

子ども縁日

カッパ・ビアガーデン

お盆休み特別イベント 盆踊り「もののけ音頭」
開催日：2022 年 8 月 13 日（土）
、20 日（土）19:30～20:00 （2 日間、入場無料）
開催場所：三次もののけミュージアム・イベント広場＆交流館

■「もののけ音頭」振り付け監修：二代目 花ノ本寿
二代目 花ノ本 寿
花ノ本流十六代宗家
父・初代花ノ本寿に師事、日本大学芸術学部卒業。
日本舞踊協会・新春舞踊大会、大会賞・会長賞受賞。
国立劇場主催公演などのほか、アメリカ、マカオ等国内外多
数の舞台出演。
ロックバンドの MV や企業 Web ムービーの振付・出演など
多岐に渡る活動をしている。

◎ 詳細と事前予約は、こちらから
https://www.miyoshi-dmo.jp/kappa-nightmuseum/

同時開催イベント「第 22 回 三次地区盆おどり大会」
開催日：

2022 年 8 月 15 日（月）18:30～

開催場所：

三次もののけミュージアム・イベント広場

主催：

三次地区盆おどり大会実行委員会

お問合せ先： 三次地区自治会連合会
0824-62-3612（平日 8:30-17:00）(土日祝休み)
ご注意：

新型コロナ感染ウィルス感染拡大の状況によっては、中止または延期を
させて頂く場合がございます。

駐車場：

三次もののけミュージアム 第１、第２駐車場
自転車、オートバイは、三次交番の左横の第３駐車場をご利用ください。

【河童 de ナイトミュージアム

in 三次に関する報道関係の皆様のお問合せ先】

一般社団法人 三次観光推進機構
〒728-0014 広島県三次市十日市南一丁目 2－23 三次市交通観光センター2 階
TEL：0824-62-6150 FAX: 0824-63-1179
担当：永江博之

メール：h.nagae@miyoshi-dmo.jp

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）夏休み企画展について

夏休み企画展「おいでよ！大河童学校」 （現在、好評開催中）
現代の私たちにとって最も親しまれている幻獣と言えば、「河
童」ではないでしょうか。では、皆さんはどれくらい河童のこと
を知っていますか。河童の特徴には、水の入った頭の皿や背中の
甲羅、全身は緑色で手足には水かきがあり、川や沼地などの水辺
にすむことなどが広く知られています。しかし、江戸時代にはサ
ルのようなものもあれば羽のあるものなど、さまざまな姿の河
童が描かれていました。また、河童の記録や伝説は全国に残され
ており、エンコウ、カワタロウなど各地でさまざまな呼び方があ
ります。さらに、河童は得体の知れない生き物として恐れられる
だけではなく、妙薬を伝えるなど人智を超えた力を持つものや、
その霊力により水の神としても伝えられてきたのです。

そしてこの夏、湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）に、ある“学校”が誕生
します。その名も「大河童学校」‼ 所蔵の江戸時代から現代までの河童資料を通して、河童の知識
から歴史、広島県のエンコウ伝説まで、河童を楽しく学ぶことができる企画展です。入学すれば、
だれもが河童に詳しくなれること間違いなし！キミも河童博士になってみませんか。
会期：2022 年 6 月 9 日（木）～9 月 13 日（火）
※７月 28 日（木）から一部、展示内容が変わります。
開館時間：9 時 30 分～17 時（入館は 16 時 30 分まで）
休館日：水曜日
入館料：一般 600（480）円、高・大学生 400（320）円、小・中学生 200（160）円
※（ ）は 20 名以上の団体

※企画展・常設展は共通料金

※新型コロナウイルス感染症拡大によって、開館状況や展示内容に変更が生じる場合があります。
最新情報は当館 HP をご確認ください。

夏休み企画展「おいでよ！大河童学校」 【イベント情報】
（１）もののけギャラリートーク
７月 16 日（土）
、8 月 20 日（土）各日 11：00～11：30
定員：先着 10 名（要観覧券/予約不要）
（２）合言葉でもらえる‼ 大河童学校「学生証」風カード
夏休み企画展期間中、受付でスタッフに合言葉を伝えると、
特製！大河童学校「学生証」風カードがもらえます。
合言葉は…、「大河童学校、入学します！」です。
ぜひ、学生証をゲットして、大河童学校で楽しく河童につ
いて学びましょう！
※お一人様一枚で、数量限定です。数量に達した場合は配
布終了となります

（３）夏休みもののけイベント
人形劇『平太郎もののけ物語』
７月 30 日（土）①11：00～11：30

②13：30～14：00

出演者：人形劇団きりり
定員：各回先着 20 名（※小学生以下は保護者の同伴要）
参加費：無料（要予約）
もののけ紙しばい
８月 27 日（土）①11：00～11：30

②13：30～14：00

出演者：紙芝居作家 行政豊彦・行政智
定員：各回先着 20 名（※小学生以下は保護者の同伴要）
参加費：無料（要予約）
参加申込方法
イベントは（３）のみ、事前申込制です。
詳細は、湯本豪一記念日本妖怪博物館ホームページをご確認ください。
https://miyoshi-mononoke.jp/2022/05/2292/

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）について

館名（正式名称）
湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）
紹介文
三次市に誕生した日本初の妖怪博物館。江戸時代の三次が舞台の妖怪物語《稲生物怪録》と、妖怪
研究家である湯本豪一氏から寄贈された約 5,000 点の妖怪に関する資料を、
テーマにあわせて展示、
紹介します。体験型の展示室「チームラボ 妖怪遊園地」では、インタラクティブな作品を通して、
大人から子どもまで妖怪を楽しく学ぶことができます。
開館時間：9 時 30 分～17 時（入館は 16 時 30 分まで）
休館日：水曜日（休日の場合は、翌日）
、年末年始
入館料：一般 600（480）円、高・大学生 400（320）円、小・中学生 200（160）円
※（ ）は 20 名以上の団体

※企画展・常設展は共通料金

※新型コロナウイルス感染症拡大によって、開館状況や展示内容に変更が生じる場合があります。
最新情報は当館 HP をご確認ください。
住所：〒728-0021 広島県三次市三次町 1691-4
連絡先：TEL 0824-69-0111

FAX 0824-69-0112

公式 HP：https://miyoshi-mononoke.jp/

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）外観

「河童 de ナイトミュージアム in 三次」特別宿泊パッケージプランのご案内
今年の夏は、三次に泊まって、三次のもののけ達とナイトミュージアムをゆっくり楽しもう！
ナイトミュージアムと宿泊とセットで超お得！ ご予約は今すぐこちらから！
河童 de ナイトミュージアム入場料と宿泊の超お得なセットプラン
【特別宿泊セットプラン】
予約リクエスト承り日： 8 月 6 日（土）
、8 月 13 日（土）
、8 月 20 日（土）、8 月 27 日（土）
◎各宿泊日（各回開演入場券先着 5 名様まで予約申し込み承り予定）

卑弥呼蔵 青猫（ゲストハウス）
1 泊朝食・ナイトミュージアム入場料付き
8,000 円（大人）12 歳以上
7,500 円（子ども）6 歳～11 歳
1 泊 2 食・ナイトミュージアム入場料付き
14,000 円（大人）12 歳以上
13,000 円（子ども）6 歳～11 歳

鶴鳴館

（旅館）
1 泊朝食・ナイトミュージアム入場料付き
6,000 円（大人）12 歳以上
5,500 円（子ども）6 歳～11 歳
1 泊 2 食・ナイトミュージアム入場料付き
7,000 円（大人）12 歳以上
6,500 円（子ども）6 歳～11 歳

三次のさんかく（ゲストハウス）
1 泊朝食・ナイトミュージアム入場料付き
4,000 円（大人）12 歳以上
3,500 円（子ども）6 歳～11 歳
1 泊 2 食・ナイトミュージアム入場料付き
5,000 円（大人）12 歳以上
4,500 円（子ども）6 歳～11 歳

◎ 詳細と事前予約は、こちらから
https://www.miyoshi-dmo.jp/kappa-nightmuseum/

