いろいろ見てってノ
ノ
＼せっかく来たなら、
Σ下記期間中、7施 設 の運行 0開 館時間 を

延 長 日:7/28(土 )°

8/4(土 )° 8/11(土

※岩国城 17時 45分 ま亀 最終入場17時 30九

延長Lま す〃〈

)°

8/18(土

)°

8/25(土

)

岩国城 ロ
ロープウェー
8/10。 12も 延長″

:

吉香公 園前 の山麓 駅 か
ら、標 高約 200mの 城 山
の 山 頂 駅 までを約 3分 で
結 びます。吉香公 園、錦 川 と
錦帯橋、
城下町などが眼下に広が
り、
見B青 らし抜群です。15分 毎に運行しています。

0運 イテ時間//9:00〜 17:00

岩国城

点検のため6/29・ 8/31は 14:00ま で
●料金/大 人 :片 道320円 往復550円
」ヽ
学生:片 道 150円 往復 250円
●TEL//0827‑41‑1477
(錦 川鉄道株式会社 岩国管理所 )

8/10・ 12も 延長〃

L●
̀

ー

城は三層四階の桃山
風 南 蛮 造 りで、名 城
100選 にも選ばれて
います。天守閣からは錦帯橋、
岩国市街、
瀬戸内海
の島々まで一望 できる絶 景 がご覧 になれます。
□―プウエー山頂駅から徒歩8分 で至」
着します。
●開館時間/9:00〜 16:45(最 終入場 16:30)
点検のため6/29・ 8/31は
13:45ま で (最 終入場 13:30)
●料金/大 人260円 小学生120円
●TEL//0827‑41‑1477
(錦 川鉄道株式会社 岩国管理所 )

戦 国から江戸時代の
陶磁器 、甲冑 、刀剣 、
書画などを所 蔵 して
います。フランスの観光版ミシュランガイ ド(グ リー
ンガイ ド)で 星一つを獲得している施設です。
収蔵品展工
「幕末を生き抜き活躍した長引1の 偉人たち￨!」
2018年 6月 3日 〜8月 31日
やまぐち幕末 SH N150年 展
●開館時間//9:00〜 17:00
●休館 日/特 別な日を除しヽ
て無休
●料金 /大 人800円 高・大学生500円
小・中学生200円
● TEL//0827‑41‑0506

いわ くにちようこかん

:岩 国徴 古館
戦時中の限られた資材
を活用 して建てられた
洋風 モダ ンな 博 物 館
です。藩政時代の古文
書や工芸品、
錦帯橋の資料等が展示されています。
企画展
「明治 150年 記念 電気工学の父 藤岡市助」

2018年 7月 8日

●開館時間//9:00〜 17:00
●休館 日/水 曜日(祝 日の場合は翌日)、 6/25〜 6/29
●料金/大 人 500円 高・大学生300円
小・中学生200円
●TEL///0827‑41‑1010

「岩国のシロヘビ」は
国の天然記念物です。
館 内には生きたシロ
ヘ ビをは じめ、古 文
書や骨格などの展示、
映像やゲームでシロ
ヘビの不思議を学べ
るコー ナーなどがあります。大人 からこどもまで
楽しめる施設です。
●開館時PoO/9:00〜 17:00
●年中無休 (臨 時休館6月 27日 )
●料金/大 人200円 小学生 100円
●TEL//0827‑35‑5303

(日 )〜 9月 2日 (日 )

常設展
「幕末維新記念 コーナー」幕末維新における
岩国の役害」
や人物を広く紹介
旧岩国藩主・古川家所蔵の武具や刀剣、
古文書、
美術工芸品などを所蔵展示しています。
「明治維新 150年 記念吉川経幹」展 前期
2018年 6月 30日 (土 )〜 9月 17日 (月・祝)

:岩 国 ツロヘ ビの館

●開館時間///9:00‑17:00
●休館 日/月 曜日(祝 日の場合は翌日 7/2〜 7/7
●料金 /1
●丁EL//0827‑41‑0452
)、

錦帯橋周辺 のMAPが

五橋丈庫
小林雲道人の書画、旧蔵
品を公 開 しています。主
に書画、硯 、墨、象刻 印、
印 影 集 、陶 磁 器 な どが
あります。予約をすれば
象亥」(て んこく)体 験 (入
館料込 2,500円 )が でき
ます。出来上がった印は
お土産に最適です。

1懇

「岩国藩の御用窯〜多田焼〜」

2018年 7月 6日

(金 )〜 9月 24日 (月 )

●開館時間/
10:00〜 16:00
●休館 日/失・水・本

6/26〜 7/2
●料金/大 人700円
大学生500円
高校生以下無料
●TEL//

0827‑28‑5959

