
特別名勝 栗林公園      

讃 岐 民 芸 館

民芸で巡る
　     諸国漫遊

2019 年 12 月 24 日（火）
                       ～ 2020 年２月 24 日（月）

Folk crafts in various places Japan

INFORMATION

インフォメーション

760-0073 香川県高松市栗林町一丁目 20番 16号
TEL : 087-833-7411　FAX : 087-833-7420　https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

1-20-16 Ritsurin-cho, Takamatsu,Kagawa 760-0073 JAPAN
Phone : 087-833-7411  Fax : 087-833-7420　https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

Hours  8:30 - 17:00
Bussiness Day  Tuesday - Sunday*
* If Monday or Tuesday falls on public holiday,the museum opens on the day and closes 
onthe following business day.Ritsurin Garden Admission :
 Adlut    ¥410 (¥330)*　 Child    ¥170 (¥140)*　  * Group (20 or more)

開館時間：8：30 ～ 17：00

入館料 ：無料　※ただし、栗林公園入園料が必要になります。

休館日：月曜日　　※祝日の場合は開館。翌営業日が休館となります。

栗林公園入園料：大人  410 円 (330 円 ) 小中学生  170 円 (140 円 )　　※(   ) 内は 20 名以上の団体料金

香川県内在住の 65 歳以上・各種障害者手帳をお持ちの方は無料

（入園券売場にて、長寿手帳・各種障害者手帳をご掲示ください）

Ritsurin Garden Tourism Office香川県栗林公園観光事務所
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北海道̶アイヌ　状差し：昭和 44 年収蔵
青森県̶凧（金太郎といのししの図）：昭和 47 年収蔵
秋田県̶凧（武者絵）・裂帯：昭和 47 年収蔵
岩手産̶手取釡：昭和 44 年収蔵
山形県̶お鷹ぽっぽ：昭和 40 年収蔵
福島県̶鰊鉢：昭和 44 年収蔵　　赤べこ・三春駒：昭和 40 年収蔵 

栃木県̶湯のみ（益子焼）：昭和 49 年収蔵
群馬県̶山椒天狗：昭和 40 年収蔵
茨城県̶急須（笠間焼）：昭和 44 年収蔵
千葉県̶凧：昭和 47 年収蔵

新潟県̶灰皿（庵地焼）：昭和 44 年収蔵　　凧：昭和 47 年収蔵
富山県̶越中獅子頭：昭和 40 年収蔵
福井県̶徳利：昭和 42 年収蔵
山梨県̶甲州だるま・信玄だるま：昭和 40 年収蔵
静岡県̶テーブルセンター：昭和 44 年収蔵
岐阜県̶ローソク立（織部焼）・箸置台（志野焼）：昭和 40 年収蔵
愛知県̶茶つぼ（瀬戸焼）：昭和 39 年収蔵　　花瓶（瀬戸焼）：昭和 40 年収蔵
三重県̶鉢（万古焼）：昭和 35 年収蔵　　伊勢獅子：昭和 40 年収蔵

鳥取県̶凧：昭和 47 収蔵
岡山県̶花むしろ：昭和 44 年収蔵　　鉢（古備前焼）：昭和 35 年収蔵
山口県̶徳利（萩焼）：昭和 40 年収蔵
広島県̶徳利（岩谷焼）：昭和 35 年収蔵

徳島県̶油壺（大谷焼）：昭和 38 年収蔵　　徳利（大谷焼）：昭和 41 年収蔵
愛媛県̶徳利（砥部焼）：昭和 40 年収蔵　　油壺（砥部焼）：昭和 49 年収蔵
高知県̶船徳利（尾戸焼）：昭和 42 年収蔵　　凧：昭和 47 年収蔵
香川県̶高松張子・土人形： 昭和 40～49 年収蔵

福岡県̶赤坂人形：昭和 40 年収蔵　　茶壷（小石原焼）：昭和 43 年収蔵
　　          テーブルセンター（久留米絣）：不明
大分県̶抹茶碗（小鹿田焼）・白釉壺（小鹿田焼）：昭和 44 年収蔵
佐賀県̶のごみ人形・きしま山人形：昭和 40 年収蔵　　徳利（伊万里焼）：昭和 32 年収蔵
熊本県̶きじ馬：昭和 40 年収蔵
宮崎県̶かるい：昭和 44 年収蔵
長崎県̶水指（長崎ガラス）：昭和 47 年収蔵
鹿児島県̶水指（竜門寺焼）・山の神：昭和 40 年収蔵
沖縄県̶タウチー・竜神船：昭和 49 年収蔵

滋賀県̶壺（信楽焼）：昭和 41 年収蔵　　茶碗蒸し用碗（下田焼）：昭和 43 年収蔵
兵庫県̶札入れ：昭和 44 年収蔵　　手あぶり（古丹波焼）：昭和 43 年収蔵
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