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ちがさき丸ごとふるさと発見博物館企画展 2014/2015

―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展
丸 ご と 100



ちがさき丸ごとふるさと発見博物館企画展2014/2015

―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展
丸ごと 100

平成26年11月21日（金）～
平成27年 2月28日（土）

<全100日間＞
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あらためまして、

茅ヶ崎に
ようこそ

Introduction



きょう、このまちに引っ越して来られた方にも
もう何十年も、このまちにお住まいの方にも
これから、このまちに生まれてくるこどもたちにも

このまちに暮らす、すべての人たちにとって
このまちが「ふるさと」であるために
このまちが「ふるさと」になるために

このまちの都市資源を知る
「100の機会」をご提案します
知れば知るほど、きっともっと茅ヶ崎のことを
好きになっていただけると思います
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ちがさき丸ごとふるさと発見博物館
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茅ヶ崎の考古学（下
しもてらおかんがいせきぐん

寺尾官衙遺跡群を中心に）
平成26年11月21日（金） 講師：富永富士雄さん（市教育委員会社会教育課）
茅ヶ崎の映画史
平成26年11月28日（金） 講師：森浩章さん（茅ヶ崎館館主）
茅産茅消のすすめ
平成26年12月5日（金） 講師：市農業水産課
茅ヶ崎をヨコハマから見てみる
平成26年12月12日（金） 講師：五十嵐洋志さん（特定非営利活動法人横浜コミュニティデザイン・ラボ事務局長）
茅ヶ崎とイサム・ノグチ
平成26年12月19日（金） 講師：長嶺敬子さん（ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会）
茅ヶ崎八景の話
平成26年12月26日（金） 講師：平山孝通さん（市文化生涯学習課）
茅ヶ崎ゆかりの人たち
平成27年1月9日（金） 講師：名和稔雄さん（茅ヶ崎文化人クラブ）
茅ヶ崎の石仏
平成27年1月16日（金） 講師：平野文明さん（文化資料館と活動する会　民俗行事部会）
茅ヶ崎と自転車
平成27年1月23日（金） 講師：原俊一さん（茅ヶ崎郷土会）
茅ヶ崎の南湖中央広場
平成27年1月30日（金） 講師：久保田恵子さん（５'st 一級建築士事務所）
茅ヶ崎の 30代の市民活動
平成27年2月6日（金） 講師：西村誠さん（NPO法人湘南スタイル専務理事）

　　秦野拓也さん（市民活動サポートセンター）
茅ヶ崎の文化財（浜降祭の変遷）
平成27年2月13日（金） 講師：岡崎孝夫さん（茅ヶ崎市文化財保護審議会委員）
茅ヶ崎の氷室椿庭園
平成27年2月20日（金） 講師：宗建さん（ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会）
茅ヶ崎と相模湾
平成27年2月27日（金） 講師：大島光春さん（神奈川県立生命の星・地球博物館）

た の し み か た

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館とは、茅ヶ崎市全域
を建物のない博物館と見立て、文化、歴史、自然、産業、商
業、公共施設、人材等を幅広く抽出し（これらを都市資源と
呼ぶことにしました）、調査・研究し、それぞれが有する意
味や魅力を整理して広く周知する一方、相互に関連づけて

活用を図る「茅ヶ崎のエコミュージアム事業」です。愛称
は「ちがさき丸ごと博物館」です。
　市民と行政の協働事業推進体制のもと、市民自らが住ま
う茅ヶ崎の都市資源の価値や意味について調べ、その魅力
を発信する機会をつくっています。

います。
　金曜日の夜、多様なテーマの茅ヶ崎のお話を聴き
に行ってみませんか？

茅ヶ崎には、さまざまな都市資源があります。
そして、それぞれの都市資源についての調査・研究
や保全・教育普及活動をしている方々がいらっしゃ
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―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展 の丸ごと 100 
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館企画展 2014/2015

日時 平成 26 年 11 月 21 日（金）から平成 27
年 2 月 27 日（金）の毎週金曜日 19:00 ～
20:30（平成 27年１月２日を除く）

会場 茅ヶ崎市民ギャラリー　５階創作室 BC
（元町 1-1　ネスパ茅ヶ崎）

定員 各回 30 名（当日、18 時から会場で整理券
を配布します）

お問い合わせ先
市教育委員会
社会教育課　
☎ 0467-82-
1111

「丸ごと博物館講座」に参加して、
茅ヶ崎のさまざまな都市資源を学ぶ

※講師、内容等、予定は予告なく変更になる場合があります。

茅ヶ崎
駅

茅ヶ崎
駅

市民ギャラリー 北口

南口

▲平塚

講座

「金曜日の夜」の丸ごと博物館講座
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たとえば…
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日時 平成 26年 12月 6日（土）
10:00 ～ 12:00

講師 栗田尚弥さん（茅ヶ崎市史編集員）

社会教育講座
地域の子どもに体験を！
わくわく減災おしゃべりワーク　
ぐるっと茅ヶ崎学ぶツアー

ちがさき史講座
ロケット・空襲・コロネット
ー戦時下の茅ヶ崎海岸ー

会場 市役所分庁舎 6階
コミュニティホール

定員 100 名。☎にて事前申し込み

日時 平成 26年 11月 22日（土）
9:30 ～ 15:00
※ 12 月 13 日（土）、20 日（土）
の「減災」にかんする講演会、ワー
クショップとの連続講座です。1
日のみ受講はできませんのでご
了承ください。
詳しくはお問い合わせください。

講師 岸一弘さん（市景観みどり課）
平山孝通さん（市文化生涯学習課）

会場 総合体育館 2階会議室～市内散策

定員 20 名。☎にて事前申し込み

お問い合わせ先
市教育委員会社会教育課
☎ 0467-82-1111

お問い合わせ先
市文化生涯学習課
☎ 0467-82-1111

日時 平成 26年 11月 30日（日）
13:00 ～ 16:00

主催 茅ヶ崎郷土芸能保存協会

第 42回
茅ヶ崎市郷土芸能大会

会場 市民文化会館小ホール
定員 400名。当日先着。

お問い合わせ先
市教育委員会社会教育課
☎ 0467-82-1111

地域で伝承されてきた祭囃子や祝い唄、
作業唄、甚句等が披露されます。

地域が語る歴史から
防災を考える

茅ヶ崎と戦争の歴史
を学ぶ13

受け継がれてきた
郷土芸能に触れる

企画展「丸ごと100」は、平成26年11月21日（金）～平成
27年2月28日（土）の100日間に、「講座・講演会」や「ま
ち歩き・観察会」といった茅ヶ崎のさまざまな都市資源に
ついて知ることができる100の「機会」をご提案し、市民の
みなさんに普段なにげなく暮らすまちの魅力を発見してい
ただくキャンペーン事業です。
　　　マークが、茅ヶ崎を知る１から100までの機会を示
していますので、ご自身が心ひかれる「機会」に触れてみ
てください。茅ヶ崎が持つ多様な表情に出合い、企画展が
終了する頃、みなさんがそれぞれに「わたしの都市資源」を発
見していただければ光栄です。
　さあ、まずはこの「わたしの都市資源ノート」に一通り目
を通して、100日間の予定を立てることから企画展「丸ごと

100」をはじめましょう。
　「わたしの都市資源ノート」では発信しきれない最新の情
報は、公式ホームページや「丸ごと博物館を応援します！」
フェイスブックページでも随時発信します！

Ｗ
Ｅ
Ｂ
を
チ
ェ
ッ
ク

公式ホームページ
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
bunka_rekishi/hakubutsukan

「応援します！」フェイスブックページ
https://www.facebook.com/
Chigasakimarugotohakubutukan

「金曜日の夜」以外にも
　　茅ヶ崎を知る講座・講演会などが

盛りだくさん！

ちがさき　博物館

SP
スタンプ

６ページ以降にも　　　の講座・講演会の情報が全部で35あります講座



まち歩き
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ほかにもまち歩きや観察会が盛りだくさん！

　作業を通して、茅ヶ崎の都市資源について自然と
知っていく「機会」です。基本的に水曜日の10時
から12時まで、文化資料館で活動しています。参
加ご希望の方は、文化資料館までご連絡ください。

市内には、その地域ごとの歴史や特色を物語る場所があります。そうした場所を
みんなで歩く「まち歩き」に参加してみませんか？

ちがさき丸ごと博物館では、市民ボランティアの
みなさんが、茅ヶ崎の都市資源のデータベースをつ
くる作業を進めるとともに、それを生かしたオリエ
ンテーリングツールを開発中です。

定員 各回 20名。☎にて事前申し込み

たとえば…

コース、テーマはいろいろ！
市内「まち歩き」に参加する

丸ごと博物館の調査研究活動に参加する

お問い合わせ先 文化資料館　☎ 0467-85-1733

日程 平成 26 年 11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 10 日、
12月 17日（すべて水曜日）

お問い合わせ先 文化資料館　☎ 0467-85-1733

日程 平成 27 年 2 月 4 日（水）、2 月 7 日（土）、2 月
18日（水）

丸ごと博物館まち歩き（5コース）　

６ページ以降にも　　　のまち歩き・観察会の情報が全部で18あります

時間 9:00 ～ 13:00 頃（予定）

お問い合わせ先
市教育委員会
社会教育課　
☎ 0467-82-1111

8 73
茅ヶ崎の都市資源データベース
をつくろう！

スマートフォンを使った都市資源
オリエンテーリングをつくろう！

5
郷土会「茅ヶ崎の文化財巡り」①
日時 平成 26年 11月 23日（日）

9:00 ～お昼頃
案内役 茅ヶ崎郷土会

定員 20 名。☎にて事前申し込み

お問い合わせ先
茅ヶ崎郷土会
☎ 080-6784-3088（源）

小和田から赤羽根の
文化財をめぐる 35

茅ヶ崎文化人クラブ「歴史散歩」②
日時 平成 26年 12月 19日（金）

9:00 ～昼食後現地解散
案内役 茅ヶ崎文化人クラブ

参加費 300 円（資料代）、弁当持参

定員 20 名。☎にて事前申し込み

お問い合わせ先
茅ヶ崎文化人クラブ
☎ 080-6784-3088（源）

別荘地をめぐる
（中海岸・鉄砲道より
南へ） 62

冬の野鳥観察会
日時 平成 27年 1月 24日（土）

9:30 ～ 12:00
案内役 文化資料館と活動する会　

自然部会

定員 30 名。12月 16日（火）から
☎にて事前申し込み

お問い合わせ先
文化資料館
☎ 0467-85-1733

冬の小出川流域を
歩く

まち歩き

調査研究

茅ヶ崎の大山道を歩く
平成26年12月6日（土） 案内役：ちがさき丸ごと博物館の会21

▼ 11月 21日（金）から申し込み開始

茅ヶ崎南西部　柳島の魅力を訪ねる	
平成27年1月18日（日） 案内役：ちがさき丸ごと博物館ガイド部会
南湖の文化人めぐり
平成27年1月25日（日） 案内役：ちがさき丸ごと博物館の会

55

63

▼ 12月 15日（月）から申し込み開始

86

国木田独歩追憶の碑へ
平成27年2月7日（土） 案内役：平山孝通さん（市文化生涯学習課）
産業ガイド　茅ヶ崎の工場見学（予定）	
平成27年2月17日（火） 案内役：ちがさき丸ごと博物館の会

▼ 1月 15日（木）から申し込み開始

76



まず表紙に名前を書きましょう。ご自身だけの「わたし
の都市資源ノート」のはじまりです。

わ た し の 都 市 資 源 ノ ー ト

わ た し の 都 市 資 源 ノ ー ト
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茅ヶ崎に暮らして今日で何年目ですか？Q

使いかた

　毎日、ひと言程度を書き込むことで、100 日
経ってノートを読み返したとき、書き込む前より
も茅ヶ崎のことを身近に感じられるようになって
いるはずです。

「わたしの都市資源ノート」は、茅ヶ崎を知る機
会をご提案するだけでなく、手に取って書き込
みをしていただく欄を設けています。

今日、茅ヶ崎で見た赤色の素敵なものは？Q

今日は何時間茅ヶ崎で過ごしましたか？Q
【講師】海津ゆりえさん（文教大学国際観光学

科 教授）【時間】10:00 ～ 11:30【会場】松
林公民館【問】松林公民館 ☎ 0467-52-
1314　定員 40 名。☎または来館で事前
申し込み。

茅ヶ崎にかんする質問に答えてみましょ
う。なにげなく暮らす茅ヶ崎を見直すため
の問いかけです。

―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー
わ た し の 都 市 資 源 ノ ー ト

2014

（金）
11

21
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎に暮らして今日で何年目ですか？Q2014

（金）
11

21
今日の天気

（　　　　　 　）

今日の天気

（　　　　　 　）

今日の天気

（　　　　　 　）

（土）
11

22

（日・祝）
11

23

その日の茅ヶ崎の天気
を記録してください。

1 日目。
今日、引越してきました。

風強し

○

書き込み欄 書き込み欄
茅ヶ崎の都市資源を知る機会や、この日及びこの日を含む期間に開
催されるイベントなどを紹介しています。各イベントは予告なく変更
される場合があります。時間、お申し込み方法など、詳細は各お問
い合わせ先にご確認ください。「講座」「まち歩き」などに参加したら、
20 ページの「学びの記録」をつけましょう。

「講座」「まち歩き」など「機会」にかんする情報

1 丸ごと博物館講座①「茅ヶ崎の考古学」
「茅ヶ崎の考古学」を学ぶ

【講師】富永富士雄さん【時間】19:00 ～
20:30【会場】市民ギャラリー５階創作
室 BC【問】市教育委員会社会教育課　☎
0467-82-1111　定員 30 名。会場で当
日18:00 から整理券配布。

1 丸ごと博物館講座①「茅ヶ崎の考古学」
「茅ヶ崎の考古学」を学ぶ

【講師】富永富士雄さん【時間】19:00 ～
20:30【会場】市民ギャラリー５階創作
室 BC【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111 　定員 30 名。会場で当
日18:00 から整理券配布。

2 エコツーリズムのすすめ
エコツーリズムの視点を学ぶ

3
第 3回ちがさきヴェロ・フェスティバル

「自転車のまち茅ヶ崎」を
体感する

【時間】9:00 ～16:00【会場】中央公園（茅ヶ
崎2-3-1）【問】実行委員会事務局 ☎045-
548-5558　自転車の魅力や安全な利用
方法を体験できます。

　マークの色が緑は「講座・講演会」、茶は「まち歩き・観察会」、青は「丸ごと博物
館の活動参加」、赤はその他のイベント等を示しています。　

このマークがついているイベントは、会場でスタンプ
ラリーの「スペシャルスタンプ」を押せます。
　まち歩きの際にはぜひスタンプラリーに挑戦
してみましょう。スタンプラリーについては21、
22ページをご覧ください。

SP
スタンプ

SP
スタンプ

00

11月 23 日（日）にはほかにも　　

5
「文化財巡り」が 5 ページに
あります。

11月 22 日（土）にはほかにも　　

4
「社会教育講座」が 4 ページに
あります。

（赤地に白ヌキのマーク）は書籍や動画の情報など、その日や期間でな
くても随時、ご自身で取り組んでいただける「機会」を紹介しています。



―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー
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茅ヶ崎の海に初めて行ったのはいつですか？
それともこれから？

Q2014

（月・振休）
11

24
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で歩いてみたい場所はどこですか？Q
（火）

11
25

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で会ってみたい人は？Q
（水）

11
26

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎の「好きなところ」を教えてください。Q
（木）

11
27

今日の天気

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見た青色の素敵なものは？Q
（金）

11
28

今日の天気

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見つけた草花の名前は？Q
（土）

11
29

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で一番好きなお祭りは？Q
（日）

11
30

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎市文化資料館収蔵資料展

茅ヶ崎の
「くらしの記憶」に触れる
【時間】9:00 ～ 16:00【会場】文化資料
館展示室【問】文化資料館 ☎ 0467-85-
1733　茅ヶ崎の自然・歴史・文化を語
る資料を展示。

6

7

11

茅ヶ崎文化人クラブ「歴史散歩」①

別荘地を巡る
（高砂緑地から中海岸へ）
【案内役】茅ヶ崎文化人クラブ【時間】9:00 ～
【場所】JR 茅ヶ崎駅改札口前発【問】茅ヶ崎文
化人クラブ ☎ 080-6784-3088（源）　定員
20 名。☎にて事前申し込み。資料代 300 円。

8 茅ヶ崎の都市資源データベースをつくろう！
丸ごと博物館の活動を体験する

【主催】ちがさき丸ごとふるさと発見博物館
調査研究部会【時間】10:00 ～ 12:00【会場】
文化資料館２階講義室【問】文化資料館 ☎
0467-85-1733　主に水曜日の午前中に活
動。ご興味のある方は文化資料館へ☎を。

9 茅ヶ崎・寒川地区中学校美術作品展
地元中学生の美術作品を鑑賞する

【主催】茅ヶ崎寒川地区中学校教育研究会、茅ヶ
崎市文化・スポーツ振興財団、神奈川県中学校
文化連盟【時間】10:00 ～ 17:00（入館は 16:30
まで）【会場】美術館【問】美術館 ☎ 0467-88-
1177　11月 8 日～ 30 日まで開催。休館問合。

10
丸ごと博物館講座②「茅ヶ崎の映画史」

茅ヶ崎の映画史と登録有形
文化財「茅ヶ崎館」を知る

【講師】森浩章さん（茅ヶ崎館館主）【時間】19:00 ～
20:30【会場】市民ギャラリー5 階創作室BC【問】
市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定
員 30 名。会場で当日18:00 から整理券配布。

晩秋の市内遺跡探訪
小出丘陵の縄文時代を訪ねる

【案内役】文化資料館と活動する会 考古部
会【時間】10:00 ～ 14:00（予定）【会場】
小出地区【問】文化資料館 ☎ 0467-85-
1733　定員 30 名。☎にて事前申し込み。
雨天中止。

12
秋の里山公園まつり

秋にしか見られない
里山の景色に出合う

【時間】10:00 ～ 15:00【会場】県立茅ケ
崎里山公園【問】県立茅ケ崎里山公園 ☎
0467-50-6058　模擬店、大鍋、動物園
などの楽しい催しが行われます。

11月 30 日（日）にはほかにも　　

13
「郷土芸能大会」が 4 ページに
あります。
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わたしの都市資源ノート

市外の人に紹介したい茅ヶ崎の名所は？Q2014

（月）
12

1
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎でよく行くお店はどこですか？Q
（火）

12
2
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で応援したい人は誰ですか？Q
（水）

12
3
今日の天気

（　　　　　 　）

あなたが知っている茅ヶ崎でもっとも「古い」
ものは何ですか？

Q
（木）

12
4
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で好きな季節はいつですか？
また、それはなぜ？

Q
（金）

12
5
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎ゆかりの芸能人といえば？Q
（土）

12
6
今日の天気

（　　　　　 　）

空を見上げて一言。Q
（日）

12
7
今日の天気

（　　　　　 　）

【時間】10：00 ～【会場】鶴嶺公民館、萩園第
三公園【問】鶴嶺公民館 ☎ 0467-87-1103　
他の４公民館でも「日本の歳越し」あり。開催日、
内容等は各公民館にお問い合わせください。

15

18

ちがさきガイドマップ

地図で茅ヶ崎の名所や
全体像を把握する

【問】茅ヶ崎市観光協会 ☎ 0467-84-0377　
茅ヶ崎市観光案内所・茅ヶ崎市観光協会・茅ヶ
崎市役所で配布中です。地図に加え、茅ヶ崎
の歳時記や歴史が簡単に紹介されています。

【講師】市産業振興課商工振興担当【時間】
10:00 ～ 11:30【会場】市役所分庁舎５階
Ａ会議室【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。当日先着。

茅ヶ崎の商工業

茅ヶ崎の商工業振興について
学ぶ

【時間】火～金9:00～19:00（祝日を除く） 
土日祝 9:00 ～ 17:00【問】図書館 ( 東海
岸北 1-4-55） ☎ 0467-87-1001

図書館本館２階「資料相談室」
茅ヶ崎の郷土資料を閲覧する

【時間】9:00 ～ 16:00【問】文化資料館  
☎ 0467-85-1733　江戸時代末期の農家
の造りを残す貴重な文化財です。茅ヶ崎市
堤 4318 浄見寺境内。月曜休館。

民俗資料館　旧三橋家

市指定文化財・旧三橋家へ
行く

丸ごと博物館講座③「茅産茅消のすすめ」
「茅産茅消」を学ぶ
【講師】市農業水産課【時間】19:00 ～
20:30【会場】市民ギャラリー５階創作
室 BC【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。会場で当
日 18:00 から整理券配布。

19
【講師】文化資料館と活動する会　民俗
行事部会【時間】① 11:00 ～ 12:00 ②
13:00 ～ 14:00【会場】民俗資料館旧和田
家【問】文化資料館 ☎0467-85-1733　
定員各回10 組。☎にて事前申し込み。

親子でお正月飾りづくりと「八日ぞう」
古民家で昔のくらしを体験する

22
日本の歳越し（鶴嶺公民館）

地元の方々みんなで年中行事
を楽しむ

SP
スタンプ

14

16

17

12 月 6 日（土）にはほかにも　　

20 21
「ちがさき史講座」
が 4 ページに、

「茅ヶ崎の大山道を歩く」
が 5 ページにあります。
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―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー

今日、茅ヶ崎で何人の人と
あいさつをしましたか？

Q

【時間】10:00 ～ 18:00【会場】茅ヶ崎ショッピン
グセンター【問】茅ヶ崎ショッピングセンター ☎
0467-82-1080　月替わりの展示をお楽しみに！

（水）
12

10
今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見たレモン色の素敵なものは？Q2014

（月）
12

8
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で絵に描いてみたい風景は
ありますか？

Q
（火）

12
9
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎を連想できる歌は？Q
（木）

12
11

今日の天気

茅ヶ崎の素敵なイルミネーションは
どこですか？

Q
（金）

12
12

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデッキの手形。
誰の手形が好きですか？

Q
（土）

12
13

今日の天気

（　　　　　 　）

知っている茅ヶ崎の遺跡の名前を
教えてください。

Q
（日）

12
14

今日の天気

（　　　　　 　）

【主催】茅ヶ崎市教育委員会、茅ヶ崎市文化
スポーツ振興財団【時間】12:30 ～ 16:20

（12:00 開場）【会場】文化会館小ホール【問】
市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111 

【時間】①②ともに 9:00 ～ 12:00【会場】県立茅ケ
崎里山公園 ①②ともに定員 10 名。メールで申し
込み。（名前、電話番号、年齢、性別、住所、希望コー
ス記載）【問】b2w51112@shonan.bunkyo.ac.jp

ケーブルテレビ「丸ごと博物館」

インターネットで丸ごと博物
館の動画を見る
動画配信サービス「YouTube（ユーチューブ）」の

「ハーモニアスちがさき放送局」で視聴できます。「丸
ごと博物館」の考え方や市内のまち歩きスポットを
紹介。公式ホームページからリンクを貼っています。

文教大学生が作ったまち歩き
ツアーに参加する

24 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展
「井上有一　湘南の墨跡」

湘南ゆかりの書家の作品を鑑賞する

【主催】藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町美術展実行委
員会【時間】10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）

【会場】美術館【問】美術館 ☎ 0467-88-1177　
12月7日～2015年2月1日まで開催。休館問合。

50 周年を迎えた地元商店会
のギャラリーへ行く
茅ヶ崎ショッピングセンター　多目的広
場（1階および2階）

26 茅ヶ崎市遺跡調査速報展
最新の遺跡出土品を見る

【主催】茅ヶ崎市教育委員会、茅ヶ崎市文化ス
ポーツ振興財団【時間】10:00 ～18:00※ 最
終日は15:00 まで【会場】文化会館展示室【問】
市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111
12 月 11 日～ 17 日開催。月曜休館。

丸ごと博物館講座④
「茅ヶ崎をヨコハマから見てみる」

ヨコハマから見た茅ヶ崎を考える

【講師】五十嵐洋志さん【時間】19:00 ～ 20:30
【会場】市民ギャラリー５階創作室 BC【問】市
教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　
定員30名。当日18:00から会場で整理券配布。

茅ヶ崎市遺跡調査発表会

①浄見寺をめぐる　②青空キッチン

遺跡調査の最新成果発表を
聞く

23

25

27

28

29

《塔 B》ⓒ UNAC TOKYO



PB 10

わたしの都市資源ノート

茅ヶ崎に似ているまちといえば？
どんなところが？

Q
（水）

12
17

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で好きな建物はどこですか？Q2014

（月）
12

15
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎ゆかりの画家といえば？Q
（火）

12
16

今日の天気

（　　　　　 　）

【主催】茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団【時間】
10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）【会場】美
術館 【問】美術館 ☎ 0467-88-1177　12 月 7
日～ 2015 年 2 月1日まで開催。休館問合。

えぼし麻呂をどう思いますか？Q
（木）

12
18

今日の天気

「茅ヶ崎○○」といえば？（例：茅ヶ崎アロハなど）Q
（金）

12
19

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎の山に初めて行ったのはいつですか？
それともこれから？

Q
（土）

12
20

今日の天気

（　　　　　 　）

JR 茅ヶ崎駅の発着音、上りと下り、どちら
が好きですか？

Q
（日）

12
21

今日の天気

（　　　　　 　）

企画展「福井青士　－生命譜－」

茅ヶ崎ゆかりの日本画家の作
品を鑑賞する

茅ヶ崎の環境について
茅ヶ崎の「環境」を学ぶ

【講師】市環境政策課【時間】10:00 ～
11:30【会場】市役所分庁舎 5 階 A 会
議室【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。当日先着。

31

茅ヶ崎の自然資料を集めるということ

茅ヶ崎の自然資料を収集保存
する

【講師】馬谷原武之さん（文化資料館学芸員）
【時間】14:00 ～ 16:00【会場】文化資料
館 講義室【問】文化資料館 ☎ 0467-85-
1733　定員 20 名。当日先着。

茅ヶ崎市総合計画について
茅ヶ崎の総合計画について学ぶ

【講師】髙谷聡史さん（市企画経営課）【時間】
10:00 ～11:30【会場】市役所分庁舎5 階
A 会議室【問】市教育委員会社会教育課 
☎0467-82-1111

【時間】10:00 ～ 14:00【会場】県立茅ケ
崎里山公園 里の家【問】県立茅ケ崎里山
公園 ☎ 0467-50-6058　太陽の力で作
る料理体験と試食ができます。1月17日、
2 月 21 日にも開催。

晴れた日はソーラークッキング
里山の太陽を感じる

36

【 演 奏 】HILO VOLCANOS ほ か【 時 間 】
14:00 ～ 15:30【会場】美術館 エントラン
スホール【問】美術館 ☎ 0467-88-1177　
席数 50 席。直接会場へお越しください。

ミニコンサート
「WINTER LIVE ～ Jazz & Hawaiian」

美術館で音楽に親しむ
37

SP
スタンプ

SP
スタンプ

SP
スタンプ

30

32

33

34

12 月19 日（金）にはほかにも　　

35
「歴史散歩」が 5 ページに
あります。

丸ごと博物館講座⑤
「茅ヶ崎とイサム・ノグチ」

「茅ヶ崎とイサム・ノグチ」を学ぶ

【講師】長嶺敬子さん【時間】19:00 ～ 20:30【会
場】市民ギャラリー５階創作室 BC【問】市教
育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定
員 30 名。会場で当日18:00 から整理券配布。



―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー

11 PB

今年の茅ヶ崎の重大ニュースは？Q

2014

（月）
12

22
天気

（　　　　　 　）

2014

（月）
12

29
天気

（　　　　　 　）

（火・祝）
12

23
天気

（　　　　　 　）

（火）
12

30
天気

（　　　　　 　）

（水）
12

24
天気

（　　　　　 　）

（水）
12

31
天気

（　　　　　 　）

（木）
12

25
天気

（　　　　　 　）

（木）
1

1
天気

（　　　　　 　）

（金）
12

26
天気

（　　　　　 　）

（金）
1

2
天気

（　　　　　 　）

（土）
12

27
天気

（　　　　　 　）

（土）
1

3
天気

（　　　　　 　）

（日）
12

28
天気

（　　　　　 　）

（日）
1

4
天気

（　　　　　 　）

「茅ヶ崎八景」を学ぶ
丸ごと博物館講座⑥「茅ヶ崎八景の話」

― 年 末 年 始 ―

2015

【日付】12月26日（金）
【講師】平山孝通さん（市文化生涯学習課）
【時間】19:00 ～20:30
【会場】市民ギャラリー５階創作室BC
【問】市教育委員会社会教育課　
　　☎0467-82-1111
※定員 30名。
　会場で当日 18:00 から整理券配布

あなたが知っている茅ヶ崎の富士山絶景スポットは？Q

お気に入りの富士山絶景
スポットを見つける

茅ヶ崎で初詣に出かける

季刊誌「ちがさき丸ごと博物館」第7
号、第18号では、富士山絶景スポット
を特集しています。季刊誌は公式ホー
ムページからダウンロードできます。

季刊誌「ちがさき丸ごと博物館」第
10号、第14号では、初詣スポットを
特集しています。季刊誌は公式ホーム
ページからダウンロードできます。

正月の風物詩と言われて久しい
「東京箱根間往復大学駅伝競争」。
茅ヶ崎市は3区、8区の国道134
号線が熱戦の舞台となります。ま
た、季刊誌「ちがさき丸ごと博物館」
第6号では、箱根駅伝を特集して
います。

次の世代にたすきを渡すなら、何を引き継ぎますか？Q

41

2015年、茅ヶ崎でやりたいことは何ですか？Q

箱根駅伝を現場で応援する
40

38 39
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わたしの都市資源ノート

茅ヶ崎の文化財といえば？Q2015

（月）
1

5
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で月や星がよく見える場所は
ありますか？

Q
（火）

1
6
今日の天気

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見た白色の素敵なものは？Q
（水）

1
7
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎に住んで良かったことは ?Q
（木）

1
8
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎ゆかりのスポーツ選手といえば？Q
（金）

1
9
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で好きなラーメン屋さんは
どこですか？

Q
（土）

1
10

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で朝焼けが綺麗な場所は？Q
（日）

1
11

今日の天気

（　　　　　 　）

【時間】9:30 ～【会場】TOTO 株式会社
茅ヶ崎工場内（本村 2-8-1）【問】市消防
本部消防総務課 ☎ 0467-85-9940

【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-
82-1111　文化資料館・市教育委員会社
会教育課で販売中。400 円。

「ぶらり散歩　郷土再発見」

ガイドブックで茅ヶ崎の
文化財を知る

【講師】須藤格さん（文化資料館学芸員）【時間】
14:00 ～15:00【会場】文化資料館【問】
文化資料館 ☎0467-85-1733　定員15
名。当日会場へ直接お越しください。

文化資料館ギャラリートーク

学芸員の説明で文化資料館
をより深く知る

44 七草がゆを食べよう
伝統食を食べる

【時間】10:00 ～ 12:00【会場】県立茅ケ
崎里山公園【問】県立茅ケ崎里山公園 ☎
0467-50-6058　「谷の家」のかまどで
炊いた七草がゆをふるまいます。参加料
100 円（予定）。

【講師】市文化生涯学習課【時間】10:00
～ 11:30【会場】市役所分庁舎５階Ａ会
議室【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。当日先着。

生涯学習のすすめ
あらためて「学びかた」を学ぶ

丸ごと博物館講座⑦「茅ヶ崎ゆかりの人たち」
「茅ヶ崎ゆかりの人物」を学ぶ

【講師】名和稔雄さん（茅ヶ崎文化人クラブ）【時間】
19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャラリー５階
創作室 BC【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。当日 18:00 か
ら会場で整理券配布。

47

48

【主催】湘南ラーメン会、茅ヶ崎市観光協
会【時間】11:00 ～ 19:00（予定）【会場】
中央公園　1 月 10 日～ 12 日まで開催。

第 2回「湘南茅ヶ崎ラーメン祭」

茅ヶ崎で地元＆各地の
ラーメンを食べる

平成 27年
茅ヶ崎市消防出初式

年の初めの風物詩を見に行く

SP
スタンプ

SP
スタンプ

42

43

45

46



―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー

13 PB

今日、茅ヶ崎で見た桃色の素敵なものは？Q
【時間】未定【会場】県立茅ケ崎里山公園
【問】県立茅ケ崎里山公園 ☎ 0467-50-
6058　お飾りを燃やした火で三色団子
を焼きます。

（水）
1

14
今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

「丸ごと 100」のスタンプラリー、
今日でスタンプを何個集めましたか？

Q2015

（月・祝）
1

12
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で最近見つけた虫は？Q
（火）

1
13

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で新成人になった方に向けて一言。Q
（木）

1
15

今日の天気

写真に撮影してみたい茅ヶ崎の景色は？Q
（金）

1
16

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で心が落ち着く場所はどこですか？Q
（土）

1
17

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で気になる地名（字名）は？Q
（日）

1
18

今日の天気

（　　　　　 　）

【主催】茅ヶ崎市、茅ヶ崎市教育委員会、茅ヶ
崎市体育協会【時間】開会式 7:30 ～【会場】
総合体育館前（スタート、中継、ゴール）【問】
市スポーツ健康課 ☎ 0467-82-7136　県
内で最も古い歴史と伝統を誇る駅伝。

第 77 回 高南一周駅伝競走大会
「茅ヶ崎の駅伝」を応援に行く

49

丸ごと博物館キロマップ
「鶴嶺八幡宮の周辺」①

マップを持って「鶴嶺周辺」を歩く

【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-
82-1111　市民が作ったまち歩きマップ
です。ちがさき丸ごと博物館公式ホーム
ページからダウンロードできます。

どんど焼き
１月の伝統行事を体験する

51

自然観察会「中央公園の自然」（予定）
まちなかの自然を探す

【講師】岸一弘さん（景観みどり課）【時間】
9:00 ～ 12:00【 会 場 】中央 公園【問】
市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-
1111 　定員 20 名。12 月 15 日から☎
にて事前申し込み。

丸ごと博物館講座⑧「茅ヶ崎の石仏」
「茅ヶ崎の石仏」を学ぶ

【講師】平野文明さん（文化資料館と活動する会 民
俗行事部会）【時間】19:00 ～ 20:30【会場】市
民ギャラリー５階創作室 BC【問】市教育委員
会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定員 30
名。当日18:00 から会場で整理券配布。

収蔵衣類からみる人々のくらし
民俗資料から茅ヶ崎を学ぶ

【講師】芦葉抄苗さん（文化資料館学芸員）【時
間】14:00 ～ 16:00【会場】文化資料館 講
義室【問】文化資料館 ☎ 0467-85-1733 
定員 20 名。当日先着。

まち歩き
「茅ヶ崎南西部　柳島の魅力を訪ねる」

まち歩きに参加して柳島を訪ねる

【案内役】ちがさき丸ごと博物館ガイド部会【時
間】9:00 ～ 12:00【会場】柳島周辺【問】市教
育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定
員20名。12月15日から☎にて事前申し込み。

SP
スタンプ
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わたしの都市資源ノート

今日、茅ヶ崎で見た若草色の素敵なものは？Q
（水）

1
21

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で歴史を感じるものといえば？Q2015

（月）
1

19
今日の天気

（　　　　　 　）

知っている茅ヶ崎ゆかりの民話を
教えてください。

Q
（火）

1
20

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎の風の音を聞きましたか？
どんな音？

Q
（木）

1
22

今日の天気

茅ヶ崎で好きな木を教えてください。Q
（金）

1
23

今日の天気

（　　　　　 　）

おすすめの茅ヶ崎の野菜はなんですか？Q
（土）

1
24

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で遊ぶならどこでしょう？Q
（日）

1
25

今日の天気

（　　　　　 　）

【案内役】ちがさき丸ごと博物館の会【時間】9:00
～12:00【コース】高砂緑地、南湖院跡など【問】
市教育委員会社会教育課 ☎0467-82-1111　
定員20 名。12 月15 日から☎にて事前申し込み。

ケーブルテレビ「香川・下寺尾編」

インターネット動画で
「下寺尾」の見どころを知る

動画配信サービス「YouTube（ユーチューブ）」
の「ハーモニアスちがさき放送局」で視聴でき
ます。「香川・下寺尾」のまち歩きスポットを紹介。
公式ホームページからリンクを貼っています。

茅ヶ崎文化人クラブ「歴史散歩」③

別荘地を巡る
（一中通りを東海岸南へ）
【案内役】茅ヶ崎文化人クラブ【時間】9:00 ～
【場所】JR 茅ヶ崎駅改札口前発【問】茅ヶ崎文
化人クラブ ☎ 080-6784-3088（源）　定員
20 名。☎にて事前申し込み。資料代 300 円。

【講師】山崎哲さん、横田裕子さん、飯塚亜利
紗さん（市都市政策課）【時間】14:00 ～ 15:30

【会場】市役所分庁舎５階Ａ会議室【問】市
教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111
　定員 30 名。当日先着。 

交通・都市政策について
茅ヶ崎のまちづくりについて学ぶ

【講師】大澤陽子さん、木村優也さん（市秘書広報課）
【時間】14:00 ～ 15:30【会場】市役所分庁舎５
階Ａ会議室【問】市教育委員会社会教育課 ☎
0467-82-1111　定員 30 名。当日先着。

これだけで変わる広報紙づくり

「広報ちがさき」のつくりかた
を学ぶ

丸ごと博物館講座⑨「茅ヶ崎と自転車」
「茅ヶ崎と自転車」を学ぶ

【講師】原俊一さん（茅ヶ崎郷土会）【時間】
19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャラリー５
階創作室 BC【問】市教育委員会社会教育
課 ☎ 0467-82-1111　定員 30 名。当日
18:00 から会場で整理券配布。

あったかふれあいデー
美味しく「茅産茅消」する

【主催】茅ヶ崎海辺の朝市会【時間】8:00
～ 10:00（売り切れ次第終了）【会場】茅ヶ
崎公園野球場東側駐車場付近【問】市農
業水産課 ☎ 0467-82-1111

61

南湖の文化人めぐり

まち歩きに参加して
南湖周辺を巡る

SP
スタンプ

SP
スタンプ
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57

58

59

60

1月 24 日（土）にはほかにも　　

62
「冬の野鳥観察会」が 5 ページ
にあります。

63



15 PB

―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー

茅ヶ崎で一番のお気に入りの公園は？Q
（水）

1
28

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で好きな川はどこですか？Q2015

（月）
1

26
今日の天気

（　　　　　 　）

相模湾のイメージを教えてください。Q
（火）

1
27

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎の方言といえば？Q
（木）

1
29

今日の天気

市内でちがさき丸ごと博物館のシンボルマー
クを見つけた場所があれば教えてください。

Q
（金）

1
30

今日の天気

（　　　　　 　）

あなたが茅ヶ崎で知っている最も
「新しい」ものは何ですか？

Q
（土）

1
31

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎ゆかりの音楽家といえば ?Q
（日）

2
1
今日の天気

（　　　　　 　）

【講師】小川稔さん（茅ヶ崎市美術館館長）【時
間】14:00 ～15:30【会場】高砂コミュニ
ティセンター【問】美術館 ☎0467-88-
1177　定員50 名。当日先着。2 月11 日、
15 日、3 月1 日、15 日、22 日にも開催。

茅ヶ崎の観光
海の茅ヶ崎、山の茅ヶ崎を学ぶ

【講師】市産業振興課観光担当【時間】
10:00 ～ 11:30【会場】市役所分庁舎５
階Ａ会議室【問】市教育委員会社会教育
課 ☎ 0467-82-1111　定員 30 名。当
日先着。

丸ごと博物館キロマップ
「旧鉄砲道から海岸へ」②

マップを持って「旧鉄砲道」
を歩く

【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111 市
民が作ったまち歩きマップです。ちがさき丸ごと博
物館公式ホームページからダウンロードできます。

懐島まち歩き音声ガイド新体験！

音声端末を使って西久保周
辺をまち歩きする

【主催】まち景まち観フォーラム・茅ヶ崎ほか【時間】
13:00 ～ 15:00 頃【会場】西久保周辺【問】市景
観みどり課 ☎ 0467-82-1111　定員 10 名。☎で
景観みどり課へ。音声端末 1 台貸出費用 300 円。

文化資料館調査研究報告 21
（「茅ヶ崎の方言について」収録）

書籍で茅ヶ崎の方言を
勉強する

【問】文化資料館 ☎ 0467-85-1733　文
化資料館・市教育委員会社会教育課で販
売中。400 円。

丸ごと博物館講座⑩「茅ヶ崎の南湖中央広場」
「茅ヶ崎の南湖中央広場」を知る

【講師】久保田恵子さん（5'st一級建築士事務所）【時
間】19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャラリー５
階創作室 BC【問】市教育委員会社会教育課 
☎ 0467-82-1111　定員 30 名。当日 18:00
から会場で整理券配布。

巡回展『発掘された御仏と仏具
－神奈川の古代・中世の仏教信仰－』

貴重な考古資料に出合う

【時間】9:00 ～ 16:00【会場】文化資料
館【問】文化資料館 ☎ 0467-85-1733 
　1 月 31 日～ 3 月 1 日まで開催。月曜
休館。

69

美術館講座「よみなおし日本美術史」
美術館の講座で「見方」を養う

SP
スタンプ64

65

66

67

68

70



PB 16

わたしの都市資源ノート

茅ヶ崎でよく電話をかける相手は誰ですか？Q
（水）

2
4
今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で自然が豊かな場所といえば？Q2015

（月）
2

2
今日の天気

（　　　　　 　）

豆まきしましたか？	Q
（火）

2
3
今日の天気

（　　　　　 　）

お気に入りの茅ヶ崎の道はどこですか？Q
（木）

2
5
今日の天気

「丸ごと100」の講座に今日までで何回参加
しましたか？

Q
（金）

2
6
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で住んでみたい場所は？Q
（土）

2
7
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎でいちばんよく乗る乗り物は
何ですか？

Q
（日）

2
8
今日の天気

（　　　　　 　）

SP
スタンプ

丸ごと博物館キロマップ
「香川・下寺尾の周辺」③

マップを持って
「香川・下寺尾」を歩く

【問】市教育委員会社会教育課	☎0467-82-1111市
民が作ったまち歩きマップです。ちがさき丸ごと博
物館公式ホームページからダウンロードできます。

資料館叢書 12
「地名が語る赤羽根のむかし」

赤羽根の歴史に関する
資料を読む

【問】文化資料館	☎ 0467-85-1733　文
化資料館・市教育委員会社会教育課で販
売中。300円。

スマートフォンを使った都市資源オリ
エンテーリングをつくろう！

丸ごと博物館の
モニター企画に参加する

【時間】10:00～【会場】文化資料館【問】文化資
料館	☎0467-85-1733　主に水曜日の午前中
に活動。ご興味のある方は文化資料館へ☎を。

【講師】加藤大二郎さん（社会教育課）【時間】
19:00～ 20:30【会場】市役所本庁舎7
階大会議室【問】市教育委員会社会教育
課	 ☎ 0467-82-1111　定員 30 名。当
日先着。

茅ヶ崎の遺跡と人の動き
茅ヶ崎の遺跡の見方を学ぶ

丸ごと博物館講座⑪「茅ヶ崎の 30代の市民活動」
「茅ヶ崎の市民活動」を学ぶ

【講師】西村誠さん、秦野拓也さん【時間】
19:00～20:30【会場】市民ギャラリー５階
創作室BC【問】市教育委員会社会教育課	
☎0467-82-1111　定員30名。当日18:00
から会場で整理券配布。

【主催】茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
【時間】10:00～17:00（入館は16:30ま
で）【会場】美術館展示室1【問】美術館	
☎ 0467-88-1177　2月8日～ 3月29
日まで開催。休館問合。

春季収蔵作品展
美術館収蔵作品を鑑賞する

77

71

72

73

74

75

76 まち歩き「国木田独歩追憶の碑へ」
「国木田独歩と茅ヶ崎」を学ぶ

【案内役】平山孝通さん（市文化生涯学習課）【時
間】10:00～12:00【会場】文化資料館
から野球場へ【問】市教育委員会社会教
育課	☎0467-82-1111　定員20名。1月
15日から☎にて事前申し込み。



17 PB

―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー

「茅ヶ崎市民」のイメージって？Q
（水・祝）

2
11

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見た珍しい野鳥は？Q2015

（月）
2

9
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で夕焼けが綺麗な場所は？Q
（火）

2
10

今日の天気

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見た橙色の素敵なものは？Q
（木）

2
12

今日の天気

「ふるさと」ってどんな場所だと思いますか？Q
（金）

2
13

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎について学んでみたいことは
何ですか？

Q
（土）

2
14

今日の天気

（　　　　　 　）

冬鳥を茅ヶ崎のどこかで見かけましたか？Q
（日）

2
15

今日の天気

（　　　　　 　）

文化資料館ブックレット３
「ちがさきの身近な野鳥」

身近な野鳥の名前を調べる

【問】文化資料館 ☎ 0467-85-1733　文
化資料館・市教育委員会社会教育課で販
売中。100 円。

79 第 17 回 ART ALL STARS
茅ヶ崎・寒川地区高校生アート展

地元の高校生の作品を鑑賞する

【時間】10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 ま
で）【会場】美術館展示室 2・3【問】美術
館 ☎ 0467-88-1177　2 月 8 日～ 22 日
まで開催。休館問合。

入門講座「古代瓦づくり～下寺尾廃寺
はどうやってつくられたの？」

下寺尾官衙遺跡群を学ぶ

【講師】髙橋香さん（公益財団法人かながわ考古学財
団）【時間】14:00 ～ 16:00【会場】文化資料館

【問】文化資料館 ☎ 0467-85-1733　定員
40 名。1月 6 日から☎にて事前申し込み。　

丸ごと博物館キロマップ
「大山道（高田・室田）」④

マップを持って「大山道」を歩く

【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-
82-1111　市民が作ったまち歩きマッ
プです。ちがさき丸ごと博物館公式ホー
ムページからダウンロードできます。

丸ごと博物館講座⑫
「茅ヶ崎の文化財（浜降祭の変遷）」

「茅ヶ崎の文化財」を学ぶ

【講師】岡崎孝夫さん（茅ヶ崎市文化財保護審議会委員）【時
間】19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャラリー５階創作室
BC【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111
　定員 30 名。当日18:00 から会場で整理券配布。

84 自然観察会「冬鳥と動植物の冬越し」
茅ヶ崎の冬鳥と動植物に出合う

【案内役】茅ヶ崎野外自然史博物館【時間】
9:30 ～ 12:30【会場】県立茅ケ崎里山公園

【問】茅ヶ崎野外自然史博物館☎ 090-8807-
1315（岸）　県立茅ケ崎里山公園☎ 0467-
50-6058　定員30名。☎にて事前申し込み。

78

80

81

82

【会場】開高健記念館【問】開高健記念館 
☎ 0467-87-0567　月～木曜日は休館

（祝日は除く）

開高健記念館企画展

ゆかりの作家、開高健の
旧邸宅を訪ねる83
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わたしの都市資源ノート

郷土食「芋団子」を食べたことがありますか？Q
（水）

2
18

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

茅ヶ崎での思い出の場所は？Q2015

（月）
2

16
今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎ゆかりの作家といえば？Q
（火）

2
17

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で他人に教えたくない（お気に入りの）
場所は？

Q
（木）

2
19

今日の天気

歌詞に茅ヶ崎が出てくる歌といえば？Q
（金）

2
20

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎の誇れるところを教えてください。Q
（土）

2
21

今日の天気

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎で見た藤色の素敵なものは？Q
（日）

2
22

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎文化人クラブ「歴史散歩」④

別荘地を巡る（一中通り菱沼
海岸・松が丘へ）

【案内役】茅ヶ崎文化人クラブ【時間】9:00 ～
【場所】JR 茅ヶ崎駅改札口前発【問】茅ヶ崎文
化人クラブ☎ 080-6784-3088（源）　定員 20
名。☎にて事前申し込み。資料代 300 円。

産業ガイド　茅ヶ崎の工場見学

まち歩きに参加して茅ヶ崎の
産業を知る	

【案内役】ちがさき丸ごと博物館の会【問】市教
育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定員 20
名。1 月 15 日から☎にて事前申し込み。※詳細
決定次第、公式ホームページでご案内します。

芋団子をつくってみよう（季刊誌「ち
がさき丸ごと博物館」第 19号）

郷土食をつくってみる

【問】市教育委員会社会教育課 ☎ 0467-82-
1111　季刊誌「ちがさき丸ごと博物館」第
19 号では、「芋団子」を特集しています。公
式ホームページからダウンロードできます。

ケーブルテレビ「鶴嶺編」

インターネット動画で
「鶴嶺」の見どころを知る

動画配信サービス「YouTube（ユーチューブ）」
の「ハーモニアスちがさき放送局」で視聴で
きます。「鶴嶺地区」のまち歩きスポットを紹介。
公式ホームページからリンクを貼っています。

丸ごと博物館講座⑬「茅ヶ崎の氷室椿庭園」
「茅ヶ崎の氷室椿庭園」を学ぶ

【講師】宗建さん（ちがさき丸ごと博物館の会）
【時間】19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャ
ラリー５階創作室 BC【問】市教育委員会
社会教育課 ☎ 0467-82-1111　定員 30
名。会場で当日18:00 から整理券配布。

特別講演「神奈川の中世石造物（仮）」
石造物を学ぶ

【講師】古田土俊一さん（浄光明寺）【時間】14:00
～ 16:00【場所】高砂コミュニティセンター　定
員100名。往復はがきで申し込み。2月2日必着。

【申込先】神奈川県埋蔵文化財センター 〒 232-
0033 神奈川県横浜市南区中村町 3-191-1

自然観察会
里山公園の自然を観察する

【案内役】県立茅ケ崎里山公園【時間】
10:00 ～ 12:00【会場】県立茅ケ崎里山
公園【問】県立茅ケ崎里山公園 ☎0467-
50-6058　毎月テーマを変えて、里山の
自然観察を行っています。
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―茅ヶ崎を知る 100 の機会―展丸ごと 100 ダイアリー
わ た し の 都 市 資 源 ノ ー ト

茅ヶ崎で久しぶりに行ってみたい場所は
どこですか？

Q
（水）

2
25

今日の天気

（　　　　　 　）

（　　　　　 　）

今日、茅ヶ崎ではじめて発見したものは？Q2015

（月）
2

23
今日の天気

（　　　　　 　）

郷土会「茅ヶ崎の文化財巡り」②

まち歩きで市内の文化財を
巡る（南湖・柳島方面）

【案内役】茅ヶ崎郷土会【時間】9:00 ～
【場所】南湖柳島方面【問】茅ヶ崎郷土会 
☎ 080-6784-3088（源）

旧相模川橋脚

国指定史跡・天然記念物を
見に行く

【問】市教育委員会社会教育課　☎0467-
82-1111　下町屋一丁目。大正12 年の関
東大震災と翌年1 月の余震で水田に橋杭
が出現した全国でもまれな遺跡です。

クロージングイベント（予定）

「わたしの都市資源」を選び取る

みんなで企画展
「丸ごと 100」を振り返る

100日間を終えて茅ヶ崎で発見した「わたしの都市資源」を書き込んでください。

【時間】14:00 ～ 16:00【会場】市役所
本庁舎７階大会議室【問】市教育委員会
社会教育課 ☎ 0467-82-1111

丸ごと博物館キロマップ
「南湖院から八雲神社へ」⑤

マップを持って「南湖」を歩く

【問】市教育委員会社会教育課　☎0467-
82-1111　市民が作ったまち歩きマップ
です。ちがさき丸ごと博物館公式ホーム
ページからダウンロードできます。

サザンビーチの波の音はどんな音？Q
（火）

2
24

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎に住んでいる友達の名前を
一人あげてください。

Q
（木）

2
26

今日の天気

茅ヶ崎はあなたにとって何でしょうか？Q
（金）

2
27

今日の天気

（　　　　　 　）

茅ヶ崎で後世、守り、語り継いでいきたいも
のは何ですか？

Q
（土）

2
28

今日の天気

（　　　　　 　）

SP
スタンプ

SP
スタンプ

高校野球の話

茅ヶ崎の高校野球を
調査研究する

【講師】平山孝通さん（市文化生涯学習課）【時間】
14:00 ～ 16:00【場所】文化資料館（予定）【問】
市教育委員会社会教育課　☎0467-82-1111　
定員20 名。1月15 日から☎にて事前申し込み。

丸ごと博物館講座⑭「茅ヶ崎と相模湾」
「茅ヶ崎と相模湾」を学ぶ

【講師】大島光春さん（神奈川県立生命の星・地球
博物館）【時間】19:00 ～ 20:30【会場】市民ギャ
ラリー５階創作室 BC【問】市教育委員会社
会教育課 ☎ 0467-82-1111　定員 30 名。
当日18:00 から会場で整理券配布。
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99 わたしの都市資源ノート

（　　）（　　）

（　　）（　　）

（　　）（　　）

（　　）（　　）

（　　）（　　）

（　　）（　　）

（　　）（　　）

上に貼り付けてください。
　ご自身だけの「学びの記録」を作成してみてくだ
さい。

講座や講演会、まち歩き企画や観察会に参加して、
茅ヶ崎について学んだことの記録をつけましょう。
　欄が足りなくなったら、公式ホームページから
シートをダウンロードして、印刷してこのページの

学びの記録
茅ヶ崎について学んだ記録をつける

丸ごと博物館講座①に参加

茅ヶ崎に古代の役所と寺院が
あったことを知った

11

平成 26 年

21 金

ちがさき　博物館 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
bunka_rekishi/hakubutsukan

▲

シートのダウンロード

記入例
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民俗資料館
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市民文化会館
総合体育館
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（かっぱどっくりグループ）

（富士見ファーム赤羽根となり）

ぐるめっこほうざん

（左富士通り商店会）
湘南ちがさき屋・
さつき濃 浜見平本店

松林公民館

香川公民館

民俗資料館
（旧和田家）

開高健記念館

（サザン通り商店街）
サザン神社（茶商 小林園）

南湖公民館柳島キャンプ場

県立茅ケ崎里山公園

小和田公民館

農業ふれあい館

宇宙にはばたく夢
宇宙飛行士展示コーナー

（県藤沢土木事務所
汐見台庁舎
なぎさギャラリー内）

美術館

茅ヶ崎ショッピング
センター

でかまん菓子舗

文化資料館

鶴嶺公民館

21 PB

スタンプをきれいに押すコツ 
◦スタンプをスタンプ台にまっすぐ押して 
インクをつけすぎないようにします（つけ
すぎるとにじみます）。 
◦スタンプを押した後、しばらくティッ
シュなどの紙をはさんでおきましょう。

がスタンプ設置場所です

※休館日（年末年始・臨時休館など）・利用時間については、  
　各施設にお問い合わせください
※「茅ヶ崎ショッピングセンター」のスタンプは、センター内
　「多目的ふれあい広場」で押せます
※「サザン神社」のスタンプは「茶商  小林園」で押せます
※各電話番号の市外局番はすべて「0467」です

スタンプが 19 個全部そろったら文化資料館へ！もれなく記念品「茅ヶ崎を知るグッズ」を差し上げます（平成27年2月28日まで）

まち歩きや自転車、バスなどを活用して茅ヶ崎全域を巡ってください。 
スタンプの各設置施設住所は各スタンプ枠下に。

スタンプラリーで市内をめぐる
平成 26 年 11 月 21日（金）～平成 27 年 2 月 28 日（土）　
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県立茅ケ崎里山公園　☎ 50-6058
芹沢 1030

豊かな自然と、
里山文化を体験できる公園

サザン神社（サザン通り商店街）
☎ 82-2716
共恵 2-1-40（茶商 小林園）  定休日：木曜日  

「サザン」のことなら、まずここへ！

茅ヶ崎市美術館　☎ 88-1177
東海岸北 1-4-45  休館日：月曜日、祝日の翌日
※臨時休館日あり。お問い合わせください。

茅ヶ崎ゆかりの作家作品の収集、
展示を中心とする郷土美術館

文化資料館　☎ 85-1733
中海岸 2-2-18 　休館日：月曜日（祝日の場
合はそれ以降の平日）

「暮らしの記憶」を伝えるまちの資料館

香川公民館　☎ 54-1681
香川 1-11-1　休館日：月曜日（祝日の場合はそ
れ以降の平日）

JR 香川駅から徒歩 20 分

松林公民館　☎ 52-1314
室田 1-3-2　休館日：月曜日（祝日の場合はそ
れ以降の平日）

路線バス・「室田小学校入口」
バス停から徒歩５分

鶴嶺公民館　☎ 87-1103
萩園 2028-55　休館日：月曜日（祝日の場合は
それ以降の平日）

路線バス・「辻東」バス停から
徒歩５分

民俗資料館（旧和田家）
☎ 85-1733（文化資料館）
堤 3882　休館日：月曜日（祝日の場合はそれ
以降の平日）

市指定文化財。江戸時代の古民家

農業ふれあい館　☎ 53-5653
赤羽根 4528  休館日：月曜日（祝日の場合は
それ以降の平日）

「富士見ファーム赤羽根」となり

ぐるめっこほうざん（かっぱどっく
りグループ）　☎ 54-7338
高田 4-2-1 　定休日：木曜日

民話「かっぱどっくり」の
お話をご店主に聞いてみましょう

茅ヶ崎ショッピングセンター  
☎ 82-1080
新栄町 2-30  定休日：火曜日  

昭和 39 年創業。
エメロードにある歴史豊かな商店会

湘南ちがさき屋・さつき濃 浜見平本
店（左富士通り商店会）　
☎ 82-6708
浜見平 17-11  定休日：火曜日  

御霊神社や南湖の左富士近くです

開高健記念館　☎ 87-0567
東海岸南 6-6-64  休館日：月～木曜日（祝日は
除く）

書斎は往時のまま
作家・開高健の邸宅が記念館に

宇宙にはばたく夢  宇宙飛行士展示
コーナー　☎ 58-6545
汐見台 1-7　休館日：第 3 土曜日

茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士の
活動パネルなどを展示

柳島キャンプ場　☎ 87-1385
柳島海岸 1592 番 1 地先　休場日：火曜日

湘南地域唯一の海辺のキャンプ場

南湖公民館　☎ 86-4355
南湖 6-15-1　休館日：月曜日（祝日の場合はそ
れ以降の平日）

路線バス・「仲町」バス停から
徒歩５分

スペシャルスタンプ

期間中の特定イベントに
参加しましょう！

小和田公民館　☎ 85-8755 
美住町 6-20　休館日：月曜日（祝日の場合は
それ以降の平日）

路線バス・「美住町」バス停から
徒歩４分

茅ヶ崎名物！ 旧相模川橋脚のすぐ近く
気軽にお立ち寄りください

でかまん菓子舗　☎ 83-4212
下町屋 1-6-5  定休日：月曜日 

茅ヶ崎名物！
旧相模川橋脚のすぐ近く！
気軽にお立ち寄りください

SP
3 ～ 19 ページで紹介し
ている事業の　　マーク
のついている会場で押せ
ます
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