
平成 27年度「ミュージアム・リレー」参加者募集のお知らせ 

神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会（2015.3.1） 

 

豊かな自然と文化に恵まれた西さがみ地域には、多くの特色ある博物館や美術館等のミュージアム施設があります。

ミュージアム・リレーは、「神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会（WESKAMS）」の加盟施設によるリレー形式の催

しです。地域の皆様の学習支援と地域文化の発展のため、各施設が連携・協力し、広く一般に公開しています。 

各施設の特色を活かした特別な企画や、スタッフによる分かりやすい解説が好評です。ミュージアムに親しみ、理

解を深める機会としていただけますよう、みなさまのご参加をお待ちしております。 

第 212 走 4 月 24 日（金） 小田原城→小田原市郷土文化館 
10:00～12:00 小田原城 13:30～15:30 小田原市郷土文化館 

昭和 35 年に再建された天守閣では、小田原城に関する古文書や

甲冑など幅広い資料を展示しています。今回は、常設展示から小

田原城や小田原北条氏の歴史を紹介します。 

天守閣は、本年 7月から耐震改修工事・展示リニューアルのため

休館となります。この機会に、ぜひ一度お越しください。 

開館 60 周年を迎えた郷土文化館で、北条氏康生誕 500 年を

記念して開催する特集展示を中心に、小田原の歴史や文化に

ついて紹介する常設展もご案内します。 

定員 30 名 無料 定員 20 名 無料 

電話で 4月 23 日（木）まで         Tel.0465-23-1373

（小田原市観光課城址公園係）

※3月 15 日（日）から受付 

電話で 4月 23 日（木）まで       Tel.0465-23-1377
 

第 213 走 5 月 15 日（金） ◆国際博物館の日記念事業◆   箱根美術館→箱根写真美術館→箱根強羅公園 
10:00～12:00 箱根美術館 13:00～13:50 箱根写真美術館 14:00～15:30 箱根強羅公園 

縄文土器から常滑・渥美、瀬戸、備前、丹波、信楽、越前

の中世の六古窯、桃山時代の茶陶などの古陶磁器を中心に

展示する美術館。苔とモミジの苔庭、巨岩と渓流の石楽園、

竹庭など、国の登録記念物に登録された四季折々に美しい

庭園を併設している。当日は、美術館・美術品の解説、庭

園の案内の他、通常非公開の国の有形文化財（建造物）に

指定されている神山荘の特別拝観を予定しています。 

常設展、箱根出身の写真家・遠藤

桂による富士山作品および企画

展の鑑賞と作品解説をします。 

大正 3 年（1914 年）に開園し

た強羅公園は、昨年（2014 年）

8月に開園100周年を迎えまし

た。トロピカルムードたっぷり

の熱帯植物館、ブーゲンビレア

館などスタッフが園内をご案

内いたします。 

定員 50 名 参加費 ３館で 1,000 円 

往復葉書で5月9日（土）必着  〒250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300 箱根美術館 宛     Tel. 0460-82-2623
 

第 214 走 6 月 26 日（金） すどう美術館→松田山ハーブガーデン 
10:00～11:30 すどう美術館 13:30～16:00 松田山ハーブガーデン 

すどう美術館コレクション展： 

アートは「心の糧」であり、人間が生きて行く上で

なくてはならないものであって、どこの家でも現代

の生活空間に合った絵を掛け、豊かさを享受する社

会になってほしいというのが、すどう美術館の願い

です。今回も所蔵する現代美術の作品をご覧いただ

き、その素晴らしさを感じていただければと思って

います。館長が展示作品の解説や現代美術の楽しみ

方等についてのトークも行います。 

松田山ハーブガーデンは、海抜 166ｍの高さに建てられた山の斜面に広が

るハーブ畑です。四季折々のハーブを感じながら、西には富士山や箱根連

山、南には足柄平野から相模湾を一望することができます。 

6 月上旬には「ハーブフェスティバル」が開催され、ラベンダーを中心と

したハーブがガーデンを彩ります。 

リレー当日は、ハーブガーデンのガイドツアーをしながら、体験で実際に

使うラベンダーの摘み取りを行います。その後、ハーブ館のレストランに

て「ラベンダースティックづくり」を行います。体験終了後は、ハーブテ

ィーを試飲して頂きながら、ハーブ館３階から見渡す素晴らしい眺望をお

楽しみください。 

定員 20 名 無料 定員 20 名 参加費 1,000 円 

電話で 6月 24日（水）まで    Tel.0465-36-0740 電話で 6月 25 日（木）まで             Tel.0465-85-1177



 

第 215 走 7 月 8 日（水） 箱根ガラスの森美術館→ポーラ美術館 
10:00～12:00 箱根ガラスの森美術館 13:30～15:00 ポーラ美術館 

特別企画「～王侯貴族が愛した～魅惑の香水瓶展」をご紹

介致します。貴重な香りを入れる香水瓶は、時代ごとの流

行や人々の好みを映し出してきました。本展覧会では、古

来より人々の心を魅了してやまない甘美な香りの世界を

彷彿とさせる様々な素材やデザインの香水瓶を展示致し

ます。 

「セザンヌ 近代絵画の父になるまで」 

ポール・セザンヌ（1839-1906）は、ブラックやマティスをはじめと

する、20 世紀の芸術家に多大なる影響を与えた画家として知られて

います。本展では、およそ 20点のセザンヌ作品に、印象派のモネや

ピサロからキュビスムのピカソまで、セザンヌにゆかりの深い画家

たちの作品を加えたおよそ 50 点の作品を通じて、「近代絵画の父」

になるまでに、セザンヌがいかに歩みを進めたのかを検証します。

定員 40名 無料 

（駐車料金 300 円 無料駐車場も近くにございます） 

定員 60 名 無料 

（駐車料金 500 円） 

往復葉書で 6月 20 日（土）必着   Tel.0460-86-3111

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 940-48 

箱根ガラスの森美術館 リレー係 宛 

※一口 4名様まで。重複応募不可。6月 1日（月）から受付。 

往復葉書で 6月 22 日（月）必着         Tel.0460-84-2111

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山 1285 

ポーラ美術館 ミュージアムリレー係 
 
 

第 216 走 8 月 21 日（金） ◆夏休み特別企画！お子さま向け◆  箱根湿生花園→箱根ビジターセンター 
10:00～12:00 箱根町立箱根湿生花園 14:00～16:00 箱根ビジターセンター 

湿原や川、湖沼などの水湿地に生育する植物を集めた箱根

仙石原にある植物園。この時期の園内ではコオニユリ、サ

ワギキョウ、オミナエシなど、夏から初秋にかけて湿原を

彩る花々をお楽しみいただけます。また、子供から大人ま

で、大人気の「食虫植物」を一堂に集めた企画展を開催中。

食虫植物の不思議な生態を当園職員が実物を用いてわかり

やすく解説致します。 

「植物を食べる昆虫」をテーマにビジターセンター周辺で昆虫観察

と採集をします。 

ハムシ、コガネムシ、カミキリムシ、チョウ、ガ等、いろいろな昆

虫が植物の葉、幹、根っこ等を食べますが、昆虫の種類によって食

べる植物の種類や食べ方がちがいます。なんの植物にはなんの昆虫

がついているかを考え、昆虫の気持ちになりながらフィールドへ出

かけてみましょう。きっと新しい出会いが待っているはず。 

定員 30 名     参加費 大人 500 円・小中学生 300 円 定員 30 名 無料 

電話で 8月 14 日（金）まで       Tel.0460-84-7293 電話で 8月 14 日（金）まで          Tel.0460-84-9981
 
 

第 217 走 9 月 25 日（金） 彫刻の森美術館→恩賜箱根公園 
10:00～12:00 彫刻の森美術館 13:30～15:30 神奈川県立恩賜箱根公園 

現代の新しい彫刻表現を紹介するシリーズの第6回として、

9 月 19 日（土）より 2 月 28 日（日）まで「淺井裕介展」

（仮称）を開催します。 

淺井裕介（1981 年生まれ）は、身の周りすべてのものを素

材として絵を描く作家です。たとえば、制作地で採取した

土と水で描く『泥絵』や、植物のように壁に貼られたマス

キングテープの上にマーカーペンで描いていく『マスキン

グプラント』、道路用の白線を地面に焼き付ける『植物に

なった白線』など、原初的で神話のようなイメージを空間

全体を使ってダイナミックに表現しています。 

本展は、本館ギャラリーを会場に、精力的に制作を続けて

いる淺井の作り出す世界を体感できるまたとない機会とな

ります。 

明治 19 年に造営され、関東大震災等で被災して取り壊された箱根

離宮の跡地を昭和 21年に神奈川県に下賜された後、整備された公

園であることから「恩賜箱根公園」と言われています。 

芦ノ湖や周りを囲む箱根外輪山、富士の峰が一望でき、その見事さ

から「関東の富士見 100 景」、「かながわ景勝 50選」のひとつに

も選ばれ、保全管理された離宮の史跡と庭園全体が近代造園文化の

発展に寄与しているとして平成 25年に国の「登録記念物（名勝地

関係）」に認定されています。 

手入れの行き届いた樹木が美しい園内では、四季折々、情趣に満ち

た散策を楽しむことができます。 

当日は、離宮時代の史跡を含め園内の見所をご案内します。 

定員 50 名 参加費 1,000 円 定員 15 名 無料（要駐車料金） 

※8月 1日（土）から受付 

電話で9月23日（水・祝）まで      Tel.0460-82-1161

電話で 9月 18 日（金）まで       Tel.0460-83-7484 

※当日の集合場所は湖畔展望館です。 
 



第 218 走 10 月 16 日（金） 中川一政美術館→遠藤貝類博物館 
10:00～12:00 真鶴町立中川一政美術館 13:30～15:30 真鶴町立遠藤貝類博物館 

当館では、平成 27 年度は「中川一政の春夏秋冬」と題

しまして、四期に分けて、中川芸術に見られる四季をご

紹介します。ミュージアム・リレーでは、「菊」の花を

描いた作品など、中川一政の作品から秋を感じていただ

きたいと思います。 

当館は、貝類を中心とした展示で海の不思議と魅力を発信し、感じて

いただく博物館です。「生きている化石」のオキナエビスガイ類をは

じめとした 1800 種 5000 点の美しい貝類を展示しております。またミ

ュージアム・リレーでは、真鶴の海の自然を解説し、通常展示と企画

展「（仮）貝の和名の不思議」をギャラリートーク形式で説明します。

貝の美しさや海の不思議をぜひご体験ください。 

定員 50 名 無料 

往復葉書で 10 月 9日（金）必着  ①参加者名 ②人数 ③連絡先 を書いてお申込み下さい         Tel.0465-68-1128

〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 1178-1 真鶴町立中川一政美術館 ミュージアム・リレー係 宛 

 

第 219 走 11 月 13 日（金） 小田原文学館→MOA美術館 
10:00～12:00 小田原文学館 14:00～16:00 MOA美術館 

明治期に宮内大臣を務めた田中光顕の別邸を展示施設

として活用している小田原文学館。小田原ゆかりの文学

者を紹介した常設展を解説すると共に、秋季特別展「没

後 30 年川崎長太郎と小田原（仮）」を学芸員がご案内

します。 

展覧会「日本工芸会東日本支部・東海支部選抜展 日本工芸の今」：

人間国宝を中心に、伝統工芸作家で組織された日本工芸会の、「陶芸、

染織、漆芸、金工、木竹工、人形」など、現代の日本工芸約 100 点を

展示。能楽堂にて美術セミナーを開催します。 

定員 30 名 参加費 大人 250 円・小中学生 100 円 定員 100 名 参加費 1,000 円 

電話で 11 月 12 日（木）まで    Tel. 0465-24-1055 往復葉書で 11 月 4日（水）必着         Tel. 0557-84-2511

〒413-0006 静岡県熱海市桃山町 26-2 

MOA美術館ミュージアム・リレー係 宛 

 

第 220 走 12 月 2 日（水） 箱根ラリック美術館→星の王子さまミュージアム 
10:00～12:00 箱根ラリック美術館 13:30～15:30 星の王子さまミュージアム 箱根サン=テグジュペリ

アール・ヌーヴォーからアール・デコへの架け橋となっ

た、ルネ・ラリックのジュエリーとガラス工芸を中心に、

約 1500 点の収蔵品の中から厳選した作品を展示してい

ます。当日は、開催中の開館 10 周年記念企画展「ミュ

シャとラリック」展特別バージョンで、ミュシャとラリ

ックの生涯を語るツアーを行います。 

名作『星の王子さま』とその作者サン=テグジュペリを紹介する世界

で唯一つのミュージアム。映像と展示で作者の生涯をたどり、名作誕

生の経緯を詳しく知ることができます。当日はミュージアム入口から

展示ホール内を詳しく案内し、サン=テグジュペリの生涯とともに、

『星の王子さま』にこめられた大切なメッセージについて解説いたし

ます。 

定員 50 名 無料（要駐車料金、第２駐車場無料） 定員 50 名 参加費 1,000 円  園内アンケートにお答え頂ける方 

往復葉書で 11月 18 日（水）必着  Tel. 0460-84-2263

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 186-1 

箱根ラリック美術館 ミュージアムリレー係 宛 

往復葉書で 11 月 15 日（日）必着        Tel. 0460-86-3700

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 909 

星の王子さまミュージアム 総務部 宛 

 

第 221 走 1 月 8 日（金） 成川美術館→箱根駅伝ミュージアム 
10:00～12:00 箱根・芦ノ湖 成川美術館 13:30～15:30 箱根駅伝ミュージアム 

美術館の概要と日本画について説明し、開催中の

展覧会から主な作品について解説します。 

1920 年の第 1 回大会から今日に至るまで、90 年余りの数々の名場面を生み

だした箱根駅伝の歴史をお楽しみ頂けます。 

各大会の名シーンを記録した貴重な写真や、往年の名選手が愛用した品々、

そして真剣勝負の裏側にあるさまざまなエピソードなどを、テーマを区切っ

て展示してあります。箱根駅伝の歴史をお楽しみください。 

参加費 800 円 定員 20 名 参加費 400 円 

電話で1月7日（木）まで   Tel. 0460-83-6828 電話で 1月 7日（木）午前まで             Tel. 0460-83-7511

 

  



 

第 222 走 2 月 26 日（金） 小田原フラワーガーデン→生命の星・地球博物館 
9:35～11:00 小田原フラワーガーデン 13:00～15:00 神奈川県立生命の星・地球博物館 

四季折々の花が楽しめる小田原フラワーガーデンの2月は、

梅の季節です。公園の約半分の面積（約 2ha）に広がる「渓

流の梅林」は、約 200 種 480 本の梅が植栽されており、梅

の品種は県内最多数を誇ります。当日は梅のマメ知識や手

入れ方法などのガイドツアーや、約 300 種類の熱帯植物が

楽しめる「トロピカルドーム温室」のガイドツアーも行い

ます。また当園の大人気イベント、すっぱいレモンが甘く

なる！？不思議な果実体験「ミラクルフルーツ体験」も行

います。 

巨大な恐竜や隕石から豆粒ほどの昆虫まで 1 万点にのぼる実物標

本により、「生命の星・地球」の誕生から現在までの 46億年にわ

たる地球の歴史と生命の多様性を展示しています。 

当日は、企画展「日本のスゲ属植物（仮称）」を学芸員がご案内し

ます。スゲ属植物は世界に 2000 種以上、日本には約 250 種あり、

今でもときどき新種が発見されています。きれいな花を咲かせるこ

とはありませんが、果実期の穂は渋い美しさがあります。すげがさ

の材料や、笹団子のような蒸す食べ物を縛るひもに使われていま

す。当館には日本産スゲ属植物全種の標本がそろっています。日本

産のスゲ属植物の多様な世界を標本や写真で紹介します。 

定員 20 名 参加費 200 円 定員 20 名 無料 

電話で 2月 25 日（木）まで      Tel. 0465-34-2814 往復葉書で2月9日（火）必着         Tel. 0465-21-1515

〒250-0031 神奈川県小田原市入生田 499 ミュージアム・リレー係

 
第 223 走 3 月 18 日（金） 人間国宝美術館→湯河原美術館 
10:00～12:00 人間国宝美術館 13:30～15:30 町立湯河原美術館 

当館は、国から重要無形文化財保持者の認定を受けた、いわゆる人間国宝

の陶芸・人形・漆工・染織などの作品を、近代絵画や古陶磁などと取り合

わせながら常時約 200 点展示しています。当日は開催中の特別企画展の内

容を踏まえながら、人間国宝による工芸作品の魅力をお伝えします。 

また、入館者全員に、人間国宝など有名作家が作ったお茶碗で抹茶をサー

ビスいたします。普段は展示ケースの中に入っているような作品を実際に

手に取ることができますので、作品の魅力を心行くまでお楽しみください。

当館には、現代日本画家・平松礼二氏の作品を展

示する平松礼二館と、竹内栖鳳や三宅克己など湯

河原ゆかりの作品を展示する常設館があります。

作品は 3 か月ごとに展示替えをしています。当日

は、平松礼二館企画展「日本の祈り―富士彩々」

と常設館を学芸員がご案内します。 

定員 30 名 参加費 900 円 定員 20 名 参加費 400 円 

電話で 3月 17 日（木）まで              Tel.0465-62-2112

※駐車場が狭いため、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

電話で 3月 17 日（木）まで  Tel.0465-63-7788

 

【お申込み方法】施設ごとに指定の方法でお申し込み下さい。 

電話の場合（先着順） ：参加人数、参加者全員の住所・氏名・電話番号をお伝えください。 

往復葉書の場合（抽選） ：往信面に①参加希望の館園名、②参加人数、③参加者全員の住所・氏名・電話番号 

    返信面に申し込みされた方の住所・宛名 を書いてお申込み下さい（締切日必着です）。 

＊ 特に記載のない限り各開催日の 3か月前から受け付けます。 

＊ お 1人・1グループにつき 1回の申し込みでお願いします。 

＊ 開催場所への移動は各自でお願いいたします。 

＊ 駐車料金がかかる場合があります。 

 

神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会とは？ 
神奈川県西部地域のミュージアム施設が相互交流を通じて生涯学習時代にふさわしい「開かれたミュージアム」のあり方

を探求するために、平成 8年、神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会（通称WESKAMS）が設立されました。 

 

WESKAMS事務局：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課 

〒250-0031小田原市入生田499 TEL：0465-21-1515 


