
2．学芸員が案内する

キュレーターズ・
ツアー
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、鎌倉国宝館の
スタッフがツアーコンダクターとなり、各館で開催中の展覧会を解説します。
＊申込丌要・各館で観覧券の購入が必要です。
＊ご参加の回により、ご覧いただける展覧会が異なります。各施設の展覧会スケジュールについては裏面をご覧ください。

鎌倉 小町通り・八幡宮エリア

ミュージアムめぐりのすすめ

＊マップと各施設の紹介は裏面に掲載しています。

鎌倉の小町通りと八幡宮周辺には、魅力的な文化施設が点在しています。

このうち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、鎌倉国宝館では、2011年の

春から秋にかけて、あわせて訪ねたくなるようなプログラムをご用意して、皆さまのお越しをお待ちしています。ぜひご利用ください。

１．いつでも参加できる！

スタンプラリー

Aコース 2時間で2～3つの施設をまわるコースです。
＊ご覧頂ける展覧会は裏面をご確認ください。

第1回 5月22日（日） 10：00～12：00 集合場所：神奈川県立近代美術館鎌倉→鎌倉国宝館

第2回 7月2日 （土） 10：00～12：00   集合場所：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

第3回 8月20日（土） 10:00～12:00 集合場所：鎌倉市鏑木清方記念美術館→鎌倉市川喜多映画記念館

Bコース 3時間で4つの施設をまわるコースです。
＊ご覧頂ける展覧会は裏面をご確認ください。

第1回 6月18日（土） 9：30～12：30
第2回 9月3日（土） 9：30～12：30
いずれも 集合場所：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

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

2 0 1 1 A P R I L - O C T O B E R , M u s e u m e v e n t g u i d e f o r v i s i t o r s
Kamakura City Kaburaki Kiyokata Memorial Art Museum / Kamakura City Kawakita Film Museum / The Museum of Modern Art, KAMAKURA / KAMAKURA MUSEUM

Stamp rally for museum visitors : 
You can get  a souvenir after collecting 3 stamps at the museums

Museum curators talk about the museum and exhibition in the gallery (Japanese only) 

実施期間：4月９日(土)～1０月1０日（月・祝)

下記の施設でスタンプを3つ以上集めると、

素敵な景品がもらえます。
スタンプ設置場所
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
＊各施設の開館日については裏面をご確認ください
＊景品がなくなり次第終了

鎌



２ 鎌倉市
川喜多映画記念館
Kamakura City Kawakita
Film Museum
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。
開館時間：9：00～17：00
＊入館は16：30まで
休館日 月曜日
(5月2日は開館）、展示替期間
問合せ：0467-23-2500
http://www.kamakura-kawakita.org/

３ 神奈川県立
近代美術館 鎌倉
The  Museum of Modern 
Art, KAMAKURA
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。
開館時間：9：30～17：00
＊入館は16：30まで
休館日 月曜日
(5月2日は開館）、展示替期間
問合せ：0467-22-5000
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

各施設には駐車場・駐輪場がございません。
公共交通機関をご利用下さい。

各施設のご案内と展覧会スケジュール
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せ下さい。

1 鎌倉市
鏑木清方記念美術館
Kamakura City Kaburaki

Kiyokata Memorial Art Museum

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
とら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。
開館時間：9：00～17：00
＊入館は16：30まで
休館日 月曜日、展示替え期間
問合せ：0467-23-6405
http://kamakura-arts.or.jp/kaburaki/

４ 鎌倉国宝館

KAMAKURA
MUSEUM
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・展示をして
います。高床式校倉風の建
物は国の有形文化財。
開館時間：9：00～16：30
＊入館は16：00まで
休館日 月曜日、
(5月2日は開館）展示替え期間
問合せ：0467-22-0753
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
kokuhoukan/index.html

鎌倉市鏑木清方記念美術館

鎌倉市川喜多映画記念館 鎌倉国宝館

神奈川県立近代美術館鎌倉
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3月25日(金)～4月24日（日）

日本画家と挿絵の制作
【第二期】 樋口一葉への憧憬
一般 200円、小・中学生 100円

４月２８日（木）～６月１日（水）
清方の《娘道成寺》と明治の風情
一般 300円、小・中学生 150円

６月４日（土）～７月１０日（日）
清方描く、歌舞伎、新派、文学
一般 300円、小・中学生 150円

７月１5日（金）～８月２８日（日）
清方、物語を絵にする
一般 200円、小・中学生 100円

９月１日（木）～１０月２日（日）
清方、秋の情趣
一般 200円、小・中学生 100円

１０月６日（木）～１０月３０日（日）
清方描く、江戸情趣
一般 200円、小・中学生 100円

4月1日（金）～6月26日（日）

映画監督 黒澤明の世界
一般 300円、小・中学生 150円

7月1日(金）～8月28日（日）

グラフィックデザイナー
野口久光の仕事
一般 200円、小・中学生 100円

9月1日（木）～11月27日（日）

鎌倉の映画人 女優・田中絹代
一般 300円、小・中学生 150円

4月9 日（土）～
10月10日（月・祝）

開館60周年
近代の洋画
ザ・ベスト・コレクション

一般 700円
20歳未満と学生 550円
65歳以上 350円
高校生 100円

前期
4月9日（土）～
7月10日（日）

後期
7月12日（火）～
10月10日（月・祝）

4月1日(金)～4月17日（日）
平常展
一般 300円、小・中学生 100円

4月21日（木）～5月29日（日）
鎌倉の至宝－国宝・重要文化財
一般 500円、小・中学生 200円

6月2日（木）～７月3日（日）
平常展
一般 300円、小・中学生 100円

７月7日（木）～８月２８日（日）
仏像入門～ミホトケをヒモトケ！～
一般 400円、小・中学生 200円

9月１日（木）～１０月10日（月・祝）
国宝 鶴岡八幡宮古神宝
一般 400円、小・中学生 200円

展覧会スケジュール 展覧会スケジュール 展覧会スケジュール 展覧会スケジュール


