
川崎市大山街道ふるさと館
試験を実施したウェブページのURL (令和元年度）
No. タイトル URL

1 川崎市大山街道ふるさと館｜トップページ http://furusatokan.web5.jp/index.html
2 川崎市大山街道ふるさと館｜施設案内 http://furusatokan.web5.jp/facilities/index.html
3 川崎市大山街道ふるさと館｜施設案内・イベントホール http://furusatokan.web5.jp/facilities/Multi-purpose-hall/index.html
4 川崎市大山街道ふるさと館｜お知らせ http://furusatokan.web5.jp/archives/category/info/index.html
5 川崎市大山街道ふるさと館｜刊行物等の紹介 http://furusatokan.web5.jp/books/index.html
6 川崎市大山街道ふるさと館 | お問い合わせ http://furusatokan.web5.jp/contact.php
7 川崎市大山街道ふるさと館｜ふるさと館だより http://furusatokan.web5.jp/newsletter/index.html
8 川崎市大山街道ふるさと館｜年間事業予定 http://furusatokan.web5.jp/schedule/index.html
9 川崎市大山街道ふるさと館｜サイトマップ http://furusatokan.web5.jp/sitemap.html

10 川崎市大山街道ふるさと館｜ウェブアクセシビリティへの取組み http://furusatokan.web5.jp/webaccessibility/index.html
11 川崎市大山街道ふるさと館｜お問い合わせ・アクセス地図 http://furusatokan.web5.jp/access/index.html
12 川崎市大山街道ふるさと館｜大山街道の村田園、横浜興信銀行前 http://furusatokan.web5.jp/archives/1013/index.html
13 川崎市大山街道ふるさと館｜二ヶ領用水新堀川（川辺六ヶ村堀） http://furusatokan.web5.jp/archives/1043/index.html
14 川崎市大山街道ふるさと館｜二子大陸天 http://furusatokan.web5.jp/archives/1055/index.html
15 川崎市大山街道ふるさと館｜府中県道 http://furusatokan.web5.jp/archives/1112/index.html
16 川崎市大山街道ふるさと館｜二子の鮎屋形舟 http://furusatokan.web5.jp/archives/1151/index.html
17 川崎市大山街道ふるさと館｜二子大貫家 http://furusatokan.web5.jp/archives/1167/index.html
18 川崎市大山街道ふるさと館｜溝口亀屋旅館 http://furusatokan.web5.jp/archives/1213/index.html
19 川崎市大山街道ふるさと館｜岡田屋（足袋屋） http://furusatokan.web5.jp/archives/1246/index.html
20 川崎市大山街道ふるさと館｜大和屋菓子店 http://furusatokan.web5.jp/archives/1256/index.html
21 川崎市大山街道ふるさと館｜灰吹屋薬局 http://furusatokan.web5.jp/archives/1298/index.html
22 川崎市大山街道ふるさと館｜道標 http://furusatokan.web5.jp/archives/1307/index.html
23 川崎市大山街道ふるさと館｜片町庚申塔 http://furusatokan.web5.jp/archives/1338/index.html
24 川崎市大山街道ふるさと館｜溝口神社 http://furusatokan.web5.jp/archives/1365/index.html
25 川崎市大山街道ふるさと館｜二子光明寺 http://furusatokan.web5.jp/archives/1380/index.html
26 川崎市大山街道ふるさと館｜二子神社 http://furusatokan.web5.jp/archives/1402/index.html
27 川崎市大山街道ふるさと館 | 大山道歴史マップ http://furusatokan.web5.jp/archives/141/index.html
28 川崎市大山街道ふるさと館｜二子亀屋旅館 http://furusatokan.web5.jp/archives/1428/index.html
29 川崎市大山街道ふるさと館｜二子陸閘 http://furusatokan.web5.jp/archives/1457/index.html
30 川崎市大山街道ふるさと館｜川崎堀（二ヶ領用水本流） http://furusatokan.web5.jp/archives/1479/index.html
31 川崎市大山街道ふるさと館｜岩崎酒店の蔵 http://furusatokan.web5.jp/archives/1488/index.html
32 川崎市大山街道ふるさと館｜田中屋呉服店 http://furusatokan.web5.jp/archives/1522/index.html
33 川崎市大山街道ふるさと館｜嶋屋 http://furusatokan.web5.jp/archives/1527/index.html
34 川崎市大山街道ふるさと館｜池田屋 http://furusatokan.web5.jp/archives/1541/index.html
35 川崎市大山街道ふるさと館｜太田医院の門 http://furusatokan.web5.jp/archives/1581/index.html
36 川崎市大山街道ふるさと館｜岡家の門 http://furusatokan.web5.jp/archives/1593/index.html
37 川崎市大山街道ふるさと館｜古道　鎌倉道 http://furusatokan.web5.jp/archives/1615/index.html
38 川崎市大山街道ふるさと館｜久地梅林 http://furusatokan.web5.jp/archives/1719/index.html
39 川崎市大山街道ふるさと館｜溝ノ口郵便局 http://furusatokan.web5.jp/archives/1731/index.html
40 川崎市大山街道ふるさと館｜大貫病院 http://furusatokan.web5.jp/archives/1738/index.html
41 川崎市大山街道ふるさと館｜高津薬局 http://furusatokan.web5.jp/archives/1744/index.html
42 川崎市大山街道ふるさと館｜国木田独歩記念碑の落成式 http://furusatokan.web5.jp/archives/1755/index.html
43 川崎市大山街道ふるさと館｜宗隆寺 http://furusatokan.web5.jp/archives/1760/index.html
44 川崎市大山街道ふるさと館｜武蔵溝ノ口駅北口（昭和57年） http://furusatokan.web5.jp/archives/1771/index.html



45 川崎市大山街道ふるさと館｜溝の口まつり http://furusatokan.web5.jp/archives/1783/index.html
46 川崎市大山街道ふるさと館｜白髭神社 http://furusatokan.web5.jp/archives/1795/index.html
47 川崎市大山街道ふるさと館｜-平成30年度春季-街道学習講座「なるほど！歩いて楽しい大山街道」（全3回） http://furusatokan.web5.jp/archives/1809/index.html
48 川崎市大山街道ふるさと館｜第1回ふるさとまち歩き講座「高津のまちを歩きませんか～上作延を歩く～」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1810/index.html
49 川崎市大山街道ふるさと館｜5月20日（日）第1回ふるさと発見講座「武陽玉川八景」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1811/index.html
50 川崎市大山街道ふるさと館｜第1回まちのマイスター体験講座「おいしいお米の選び方とごはんの食べ比べ」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1812/index.html
51 川崎市大山街道ふるさと館｜5月20日（日）春のふるさと館まつり開催 http://furusatokan.web5.jp/archives/1813/index.html
52 川崎市大山街道ふるさと館｜6月15日（金）～18日（月）第1回企画展「ふれあいクラブ高津」趣味の作品展 http://furusatokan.web5.jp/archives/1814/index.html
53 川崎市大山街道ふるさと館｜6月23日（土）～7月29日（日）第2回企画展 ある郷土史家の見たふるさと高津「明治維新期の多摩川との共生-治水と利水-」http://furusatokan.web5.jp/archives/1815/index.html
54 川崎市大山街道ふるさと館｜8月3日（金）中学生のための郷土理解講座「探ろう！大山街道の歴史」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1816/index.html
55 川崎市大山街道ふるさと館｜9月15日（土）第1回歴史探究講座 大山信仰シリーズⅠ「大山の歴史」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1817/index.html
56 川崎市大山街道ふるさと館｜10月12日（金）第2回ふるさとまち歩き講座「高津のまちを歩きませんか～久末を歩く～」参加者募集http://furusatokan.web5.jp/archives/1818/index.html
57 川崎市大山街道ふるさと館｜-平成30年度秋季-街道学習講座「なるほど！歩いて楽しい大山街道」（全3回） http://furusatokan.web5.jp/archives/1819/index.html
58 川崎市大山街道ふるさと館｜10月13日（土）第2回歴史探究講座 大山信仰シリーズⅡ「大山の信仰」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1820/index.html
59 川崎市大山街道ふるさと館｜11月2日（金）ぶらり散歩 二子の散策後「老舗料亭やよい」でお茶を飲みませんか http://furusatokan.web5.jp/archives/1821/index.html
60 川崎市大山街道ふるさと館｜11月25日（日）「秋のサポーターズクラブまつり」を開催します！ http://furusatokan.web5.jp/archives/1822/index.html
61 川崎市大山街道ふるさと館｜第2回ふるさと発見講座「～水恩の人～平賀栄治」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1823/index.html
62 川崎市大山街道ふるさと館｜第3回ふるさとまち歩き講座「高津のまちを歩きませんか～末長を歩く～」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1824/index.html
63 川崎市大山街道ふるさと館｜第2回まちのマイスター体験講座「日本酒の話あれこれ」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1825/index.html
64 川崎市大山街道ふるさと館｜第3回歴史探究講座 大山信仰シリーズⅢ「大山道･大山を往く」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1826/index.html
65 川崎市大山街道ふるさと館｜2月23日（土）～3月1日（金）冬のふるさと館まつり開催のお知らせ http://furusatokan.web5.jp/archives/1827/index.html
66 川崎市大山街道ふるさと館｜第3回まちのマイスター体験講座「世界の珈琲のみくらべ」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1828/index.html
67 川崎市大山街道ふるさと館｜自主事業講座「大山街道をもっと知ろう」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1829/index.html
68 川崎市大山街道ふるさと館｜-令和元年度春季-街道学習講座「なるほど！歩いて楽しい大山街道」（全3回） http://furusatokan.web5.jp/archives/1830/index.html
69 川崎市大山街道ふるさと館｜第1回ふるさとまち歩き講座「高津のまちを歩きませんか～貝塚と古墳、古代のロマン～子母口･千年を歩く」http://furusatokan.web5.jp/archives/1831/index.html
70 川崎市大山街道ふるさと館｜5月19日（日）春のふるさと館まつり開催 http://furusatokan.web5.jp/archives/1832/index.html
71 川崎市大山街道ふるさと館｜エレベーター工事のお知らせ http://furusatokan.web5.jp/archives/1833/index.html
72 川崎市大山街道ふるさと館｜6月19日（水）第1回まちのマイスター体験講座「写真館での人物写真の撮影」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1834/index.html
73 川崎市大山街道ふるさと館｜6月14日（金）～17日（月）第1回企画展 ふれあいクラブ高津「趣味の作品展」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1835/index.html
74 川崎市大山街道ふるさと館｜第2回企画展「上田文書から見たふるさと高津の幕末・明治維新」および記念講演会(講師：望月一樹氏)http://furusatokan.web5.jp/archives/1836/index.html
75 川崎市大山街道ふるさと館 | エレベーター工事完了のお知らせ http://furusatokan.web5.jp/archives/1837/index.html
76 川崎市大山街道ふるさと館｜9月14日（土）第1回ふるさと探究講座「溝口･上田家の醤油製造」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1839/index.html
77 川崎市大山街道ふるさと館｜9月26日（木）第2回まちのマイスター体験講座「日本酒の話あれこれ」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1840/index.html
78 川崎市大山街道ふるさと館｜-令和元年度秋季-街道学習講座「なるほど！歩いて楽しい大山街道」（全3回） http://furusatokan.web5.jp/archives/1841/index.html
79 川崎市大山街道ふるさと館｜10月26日（土）第２回ふるさと探究講座「東京の大山街道」参加者募集 http://furusatokan.web5.jp/archives/1842/index.html
80 川崎市大山街道ふるさと館｜11月4日（月・祝）ぶらり散歩 二子の散策と「老舗料亭やよい」でお茶を飲みませんか http://furusatokan.web5.jp/archives/1843/index.html
81 川崎市大山街道ふるさと館｜第2回ふるさとまち歩き講座「高津のまちを歩きませんか～久本・新作を歩く」 http://furusatokan.web5.jp/archives/1844/index.html
82 川崎市大山街道ふるさと館｜11月1日（金）～12月26日（木）第3回企画展 昭和初期の二子・溝口－岡本かの子・濱田庄司とふるさと高津－http://furusatokan.web5.jp/archives/1845/index.html
83 川崎市大山街道ふるさと館｜11月24日（日）秋のふるさと館まつり開催 http://furusatokan.web5.jp/archives/1846/index.html
84 川崎市大山街道ふるさと館｜2月22日（土）第3回ふるさと探究講座「横浜の大山街道」-江戸時代から明治時代-参加者募集http://furusatokan.web5.jp/archives/1848/index.html
85 川崎市大山街道ふるさと館｜久地弁財天 http://furusatokan.web5.jp/archives/1849/index.html
86 川崎市大山街道ふるさと館｜溝ノ口駅前通り http://furusatokan.web5.jp/archives/1850/index.html
87 川崎市大山街道ふるさと館｜ケーキ大和（昭和46年） http://furusatokan.web5.jp/archives/1851/index.html
88 川崎市大山街道ふるさと館｜2月22日(土)～27日(木)第4回企画展　地域が創出するカルチャー展～趣味が創り出す美と感動の世界～http://furusatokan.web5.jp/archives/1852/index.html
89 川崎市大山街道ふるさと館｜2月23日（日）冬のふるさと館まつり開催 http://furusatokan.web5.jp/archives/1853/index.html
90 川崎市大山街道ふるさと館｜ケーキ大和（昭和59年） http://furusatokan.web5.jp/archives/1854/index.html
91 川崎市大山街道ふるさと館｜当館利用における新型コロナウィルスの感染拡大防止について http://furusatokan.web5.jp/archives/1855/index.html



92 川崎市大山街道ふるさと館｜大石橋と稲毛屋・甲州屋 http://furusatokan.web5.jp/archives/502/index.html
93 川崎市大山街道ふるさと館｜高津四つ角　茶の老舗田中屋 http://furusatokan.web5.jp/archives/643/index.html
94 川崎市大山街道ふるさと館｜亀屋十字路 http://furusatokan.web5.jp/archives/684/index.html
95 川崎市大山街道ふるさと館｜諏訪の一本松 http://furusatokan.web5.jp/archives/712/index.html
96 川崎市大山街道ふるさと館｜高津小学校 http://furusatokan.web5.jp/archives/772/index.html
97 川崎市大山街道ふるさと館｜二子神社の祭礼 http://furusatokan.web5.jp/archives/853/index.html
98 川崎市大山街道ふるさと館｜武蔵溝ノ口駅北口 http://furusatokan.web5.jp/archives/859/index.html
99 川崎市大山街道ふるさと館｜二子橋 http://furusatokan.web5.jp/archives/917/index.html

100 川崎市大山街道ふるさと館｜大山街道片町 http://furusatokan.web5.jp/archives/922/index.html
101 川崎市大山街道ふるさと館｜旧高津警察署 http://furusatokan.web5.jp/archives/930/index.html
102 川崎市大山街道ふるさと館｜津田山陸橋 http://furusatokan.web5.jp/archives/935/index.html
103 川崎市大山街道ふるさと館｜大山街道とその周辺（ページ２） http://furusatokan.web5.jp/archives/category/around/page2/index.html
104 川崎市大山街道ふるさと館｜大山街道とその周辺（ページ３） http://furusatokan.web5.jp/archives/category/around/page3/index.html
105 川崎市大山街道ふるさと館｜大山街道とその周辺（ページ４） http://furusatokan.web5.jp/archives/category/around/page4/index.html
106 川崎市大山街道ふるさと館｜二子溝口歴史メモ http://furusatokan.web5.jp/archives/category/history/index.html


