
期間中に下記の施設でスタンプを３つ以上
集めると、その場で素敵な景品がもらえます。

妙隆寺

郵便局

各館の展覧会スケジュールは裏面にてご確認ください。

鎌倉市鏑木清方記念美術館 鎌倉市川喜多映画記念館 神奈川県立近代美術館 鎌倉 鎌倉国宝館
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①鎌倉市鏑木
清方記念美術館

各施設のご案内と展覧会のスケジュール
開館日・開館時間は変更となる場合があります。

最新情報は各施設のホームページをご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

②鎌倉市川喜多
映画記念館

③神奈川県立
近代美術館 鎌倉

④鎌倉国宝館
かぶらき

きよかた

開館時間 :

休館日:

問い合わせ:

9:00 ～ 17:00
※入館は 16:30 まで

月曜日（祝日の場合は翌平日）、
展示替え期間等

0467-23-6405
http://www.kamakura-arts.or.jp/kaburaki/

http://www.city.kamakura.kana
gawa.jp/kokuhoukan/

             

「鏑木清方生誕135年記念
　初夏の風情
      -- 随筆『こしかたの記』とともに -- 」

「清方が過ごした
                     明治の風情」

「大正期の美人画」

５月２５日（土）～６月３０日（日）

一般 300 円、小中学生 150円

７月４日（木）～８月２５日（日）

一般 200 円、小中学生  無料

８月３０日（金）～９月２３日（月・祝）

一般 200 円、小中学生 100円

１０月３日（木）～１０月２７日（日）

一般 200 円、小中学生 100円

１０月３１日（木）～１２月４日（水）

一般 300 円、小中学生 150円

※企画展ごとに
　映画上映がございます。
　詳しくは当館HPにて。

一般 200 円
小中学生 100円

４月４日（木）～６月３０日（日）

「映画に見るフランス
　　　        憧れのパリ」　

一般 200 円
小中学生 100円

一般 200 円
小中学生 100円

７月４日（木）～９月１日（日）

「東宝映画のスターたち
                         Part1」　

「～永遠の伝説～
             映画女優 原節子」　

９月５日（木）～１０月２７日（日）

「東宝映画のスターたち
                         Part2」　

一般 300 円
小中学生 150円

１１月１日（金）～１月２６日（日）

一般 700 円
20歳未満・学生 550 円

65歳以上 350円、高校生 100円
小中学生　無料

「片岡球子　創造の秘密
  日本画家のスケッチブックから」

    色身―未だ視ぬ波頭よ 2013」
 ルゥーパ

４月６日（土）～５月２６日（日）

一般 900 円
20歳未満・学生 750 円

65歳以上 450円、高校生 100円
小中学生　無料

「生誕100年
  松田正平展
  陽だまりの色とかたち」

６月８日（土）～９月１日（日）

一般 700 円
20歳未満・学生 550 円

65歳以上 350円、高校生 100円
小中学生　無料

「加納光於展

９月１４日（土）～１２月１日（日）

一般 600 円
小中学生 200円

４月６日（土）～５月１２日（日）

一般 500 円
小中学生 200円

５月１６日（木）～６月３０日（日）

一般 300 円
小中学生 100円

「平常展」

７月４日（木）～８月４日（日）

一般 500 円
小中学生 200円

「国宝鶴岡八幡宮古神宝」

８月８日（木）～９月１６日（月・祝）

一般 700 円
小中学生 200円

「北条時頼とその時代」

９月２１日（土）～１０月２７日（日）

一般 400 円
小中学生 200円

１１月２日（土）～１２月８日（日）

「昭和に描いた
                  　明治の風情」

「泉鏡花生誕140年記念
   清方が描いた鏡花の世界」

ただし、本年度のスタンプラリー
は12月1日で終了します。

ただし、本年度のスタンプラリーは
                          12月1日で終了します。

ただし、本年度のスタンプラリーは
                          12月1日で終了します。

「鎌倉の至宝」

「常盤山文庫名品展」

「仏像入門
　         ～ ミホトケをヒモトケ！～」

日本画家・鏑木清方の旧
居跡に建てられた美術館。
年間を通してその画業を
多角的に捉えた展覧会を
開催しています。吉田五
十八の設計を模した画室
も見どころのひとつ。

映画の発展に大きく貢献
した川喜多長政・かしこ
夫妻の旧宅跡地に2010年
4月に開館。映画資料の
展示、映画上映や映画関
連資料の閲覧コーナーが
あります。

日本初の公立近代美術館
として1951年に開館。八
幡宮の境内に建つ建物は
ル・コルビュジエの弟子、
坂倉準三による設計です。

開館時間 :

鎌倉の社寺に伝来する彫
刻・絵画・工芸・書跡・
古文書・考古資料などさ
まざまな文化財を保管・
展示しています。高床式
校倉風の建物は国の登録
有形文化財。

展覧会スケジュール:

休館日: 休館日:

問い合わせ:

9:00 ～ 17:00
※入館は 16:30 まで

月曜日（祝日の場合は翌平日）、
展示替え期間等

0467-23-2500
http://www.kamakura-kawakita.org

展覧会スケジュール:

問い合わせ:

月曜日、展示替え期間等

0467-22-5000
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

展覧会スケジュール:

開館時間 :

休館日:

問い合わせ:

9:00 ～ 16:30
※入館は 16:00 まで

月曜日（祝日の場合は翌平日）、
展示替え期間等

0467-22-0753

展覧会スケジュール:

10/15は開館

11/ 5は開館

GW期間中（4/27～5/6）は開館

GW期間中（4/27～5/6）は開館

開館時間 :

9:30 ～ 17:00
※入館は 16:30 まで

（5/18は無料開館）

（10/11、11/17は無料開館）

8/12は開館

7/15は開館

9/16、23、10/14、11/4は開館

～４月１４日（日）
「清方描く 桜の風情」
一般 200 円、小中学生 100円

４月１９日（金）～５月２２日（水）

一般 300 円、小中学生 150円

「開館15周年記念 
   清方、美人画の巨匠へ」

「開館15周年記念 無料開館日」
　9:00～15:00 (入館は14:30まで)

４月１８日（木）

9/17は開館

GW期間中（4/27～5/6）は開館 GW期間中（4/27～5/6）は開館


