
横浜人形の家
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町18
TEL 045-671-9361 / FAX 045-671-9022

http://www.doll-museum.jp/

横浜人形の家の歴史的なひな人形と
現代のひな人形を代表する工房の一つ、後藤人形が共演。 

200円 100円大人（高校生以上） 小人（小・中学生）／



200円 100円大人（高校生以上）

※別途入館料（大人400円/小人200円）が必要

小人（小・中学生）／

長い歴史をもつひな人形は、時代や地域により
すこしずつ形を変え、現在に至っています。
姿や時代は変わっても子の成長を願う親の気
持ちや人形をめでる気持ちは一緒。
横浜人形の家が所蔵する歴史的なひな人形約
300点やひな道具約100点の展示に加え、現在
の新しいひな人形、後藤由香子氏のひな人形を
特集、過去から現代まで続くひな人形の世界を
紹介します。
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横浜人形の家【電車】・みなとみらい線 元町・中華街駅 4番出口より徒歩3分
　　　・JR根岸線 石川町駅 元町口より徒歩13分
【バス】横浜駅東口/桜木町駅より
　　　・市営バス26系統「横浜人形の家前」下車
　　　・市営バス8・58系統「山下ふ頭入口」下車
【お車】首都高速横羽線・湾岸線より新山下出口、山下ふ頭入口交差点近く

〒231－0023　神奈川県横浜市中区山下町18
TEL. 045-671-9361/FAX. 045-671-9022
Mail. info@doll-museum.jp

http://www.doll-museum.jp/

※駐輪場はございませんので、自転車でのご来館はご遠慮ください

ひな人形の歴史
丸い顔が可愛らしい次郎左衛門雛、
地元横浜に縁のある享保雛など横浜
人形の家が収蔵
する歴史的なひ
な人形を紹介。時
代や地域による
飾り方の違いも
紹介します。

小さなひな道具
ひな道具は婚礼道具が元になってい
ます。当時の生活の様子も伺える一方
で、子どもに身に
つけてほしい教養
や幸せを願う親
族の気持ちがうか
がえます。

後藤人形特集
個性的なひな人形を作る作家、後藤由香子氏のひな人形を特集。初展示
となる「幻桜」など映像や音楽と組み合わせた現代のおひな様の世界を紹
介します。特別な空間をお楽しみください。 協力：株式会社 後藤人形

ひいな遊び
平安時代の貴族の子が遊んだとされ
るミニチュアの建物や家具、そして人
形を使ったおま
まごとのような遊
び「ひいな遊び」。
実際にひな人形
に触れて遊べる
コーナーが登場。

主な展示内容

【展示作品】
　「幻桜」「妖精～mimosa」「源氏物語」「Snow Bird」「月の光」「Gothic」 他

人形の製作過程
吉徳資料室の協力により、人形の製作
過程の実物を紹介します。ひな人形の
衣装など、材料や
パーツに触って、
素材の質感など
を実際に試してく
ださい。関連イベント

横浜
ひなめぐり

開催日：2月11日（土）～3月3日（金）
開催館：横浜人形の家・三溪園・根岸なつかし公園 旧柳下邸
多彩なひな人形が展示される横浜市内の3館をめぐってスタンプを集めよう。
「香のしおり」をプレゼント！ ※詳しくは、HPまたは「横浜ひなめぐり」スタンプ用紙でご確認ください。

開催日 2月11日(土)・26日(日) 

参加費 無料
（別途企画展観覧料が必要）

申込み 1月28日（土）からHPにて事前受付開始
時　間 14：00～（約40分）

定　員 各日10名
対　象 小学生以上

会　場 3階 企画展示室

当館学芸員がバックヤードをご案内。紹
介しきれないおひな様をご紹介します。

ひな人形展のウラ側

幻桜 Snow Bird源氏物語

開催日 2月4日(土)・5日(日)

参加費 400円 ※女雛・男雛で1組
（別途入館料が必要）

時　間 10：00～定員になり次第終了
定　員 各日30名

会　場 3階 イベントスペース
協　力 横浜人形の家 友の会
※当日、直接会場にお越しください。

千代紙を使ってオリジナルのうさぎの女
雛・男雛「千代雛」を制作します。

うさぎのおひなさまを作ろう

※当日、12：00より整理券配布

開催日 3月3日(金) 

参加費 無料（別途入館料が必要）

時　間 14:00～15：00
定　員 40名
対　象 どなたでも

会　場 2階 多目的室

伝統を元に新しい人形を生み出す後藤
由香子氏。人形製作について伺います。

後藤由香子トークイベント
～伝統は「今」を生きている～

各施設に設置している”スタンプ”を押してください。
3施設全てのスタンプが、そろいましたら各施設の交換場所にご提示ください。

●賞品が無くなりしだい終了いたします。　●賞品の引換は、お一人様 1個に限らせていただきます。（複数枚の交換はできません）

●3施設のスタンプが無い場合は賞品の引換はできません。　●指定用紙以外にスタンプされたものでは引換できません。

2017年 2月11日（土）～3月3日（日） 

2017年 2月11日（土）～3月3日（金） 
山下町 横浜人形の家・本牧 三溪園・根岸 旧柳下邸

横浜人形の家

根岸なつかし公園 旧柳下邸

三溪園 旧矢箆原家住宅

　　　横浜人形の家にて展示

横浜
ひなめぐり

横浜
ひなめぐり

スタンプ
ラリー

スタンプ
ラリー

賞品の交換方法

横浜人形の家

根岸なつかし公園 旧柳下邸

三溪園 旧矢箆原家住宅開催日 1月28日(土)～3月3日(金)時　間 9：30～17：00観覧料 大人<高校生以上>200円小人<小・中学生>100円※別途入館料大人400円/小人200円が必要
開催日 2月11日（土・祝）～3月12日（日）時　間 9：30～16：30観覧料 無料

開催日 2月11日（土・祝）～3月5日（日）※2月22日（水）飾り替え。前後で人形が変わります。
時　間 9：00～16：30入園料 おとな<中学生以上>500円こども<小学生>200円

本スタンプ用紙の提示で50円引き
本スタンプ用紙の提示で100円引き

【うさぎのおひなさまを作ろう】

ひな人形展～時を越えて～
合掌造りの古民家で見るお雛さま

大正時代の建物に飾るお雛様

【観　梅　会】

【日本茶の淹れ方体験】

千代紙を使ってオリジナルのうさぎの女雛・男
雛「千代雛」を制作します。 園内600本の梅が次々に開花。100年前の開園当初の茶釡を使った麦湯接待など、風情ある催しが楽しめます。（入園料のみ必要）〒231－0023横浜市中区山下町18TEL. 045-671-9361http://www.doll-museum.jp/

〒231－0023横浜市中区山下町18TEL. 045-671-9361http://www.doll-museum.jp/休館：毎週月曜日　　（祝日の場合は翌日）
〒235-0004横浜市磯子区下町10TEL.045-750-5022http://ne-yagishitatei.com/

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷58-1TEL：045-621-0635http://www.sankeien.or.jp/

〒235-0004横浜市磯子区下町10TEL.045-750-5022http://ne-yagishitatei.com/

〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷58-1TEL：045-621-0635http://www.sankeien.or.jp/

休園：第2・第4火曜日　　（祝日の場合は翌日）

休園：なし

開催日 2月4日(土)・5日(日)

参加費

時　間

400円 （別途入館料が必要）

10：00～定　員 各日30名

スタンプラリー期間  2月11日（土・祝）～3月3日（金）

※定員になり　次第終了

開催日 2月27日(月)

参加費
時　間

無料※当日会場にて受付　
無料※当日会場にて受付　

11：00～14：00

開催日
2月11日(土・祝)～3月5日(日)

みなとみらい線　元町・中華街…3分　横浜人形の家…5分バス停・山下ふ頭入口から8系統→15分　バス停・三溪園入口 …5分

 三溪園…10分　バス停・本牧58.99.101系統→10分　JR根岸駅…8分　旧柳下邸

JR根岸駅…8分　旧柳下邸　JR根岸駅前①のりば58.99.101系統→10分　バス停・本牧…10分　三溪園…5分

バス停・三溪園入口 8.148系統→15分　横浜人形の家

横浜人形の家から

旧柳下邸から

市営バスで、簡単アクセス！「横浜ひなめぐり」おすすめプラン（…徒歩 →バス）

【なつかし茶房】　開催日 2月25日(土)～3月5日（日）
参加費
時　間

日本茶セット、珈琲セット各500円※お抹茶屋の日もあります。　

11：00～15：30

「春色のこころ」/Yukako Goto

広大な日本庭園の一画、江戸時代の重厚な旧家のたたずまい

地域色豊かな人形から人間国宝の手による人形まで

洋館と和館が一体となった近代和風住宅
割引
特典

割引
特典

関連イベント

関連イベント
関連イベント

第4回第4回

京都に創業して三百年「香老舗松栄堂」の「香りのしおり」を
プレゼント。

数量
限定

賞品「香りのしおり」

京都に創業して
三百年「香老舗松
栄堂」の「香り
のしおり」を
プレゼント。

数量
限定賞品

「香りのしおり」


