利 用案 内

IMFORMATION
Opening Hours 9:00－16:00
Closed Day Monday（except for
national holidays),days after national
holiday the year-end and New Year
holidays（December27-January4）
Admission Fee Free

開 館 時 間 9：00－16：00
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日の
場合は翌日休館，年末年始
の休館日は 12 月 27 日から
1 月 4 日まで）
入 場 料 無 料

JR 茅ヶ崎駅
Chigasaki Station

小田原
To Odawara

東京
To Tokyo

南口 South Exit
コミュニティバス
発着場所 Bus Stop

茅ヶ崎小学校
交番

教会
Church

鉄砲道

市立図書館 City Library
美術館 City Museum of Art
高砂通り
Takasuna St.

福祉会館

雄三通り
Yuzo St.

茅ヶ崎市文化資料館

©Kaku Sudo

←Chigasaki City Museum Of Heritage
R134

幼稚園

野球場
海

茅ヶ崎市文化資料館では、次の社会教育活動を行って
います。

研究を行っています。その結果は、調査研究報告書や
展示会などで発表しています。
□博物資料の収集・保存

JR 茅ヶ崎駅南口からバス約６分

Train Station:Chigasaki station
(JR Tokaido line,JR Sagami line)
is the closest station to the museum．
Then take a community bus“EBOSHI-GO”
circulates the south area of Chigasaki,
and get off at Fukushikaikan Stop．
(from Tokyo:about 1 hour＋Bus:about 6 min)

コミュニティバスえぼし号⑤番
「福祉会館前」下車 徒歩１分
神奈川中央交通（浜見平行き）
｢鉄砲道・中海岸｣下車 徒歩３分
※当館には駐車場がございません。

*For those coming by car：we do not have
parking facility.Please use train and bus to
visit the museum.

調査・研究に基づき、人文・自然といった博物資料を
収集し、保管しています。

茅ヶ崎市文化資料館
Chigasaki City Museum of Heritage

□教育・普及
茅ヶ崎を知り、発見・再発見する上で欠かせない資料
を展示しています。
また、特別展・企画展の開催、市民と協力したワーク
ショップの開催、学校教育への協力を行っています。

〒253-0055 神奈川県茅ヶ崎市
中海岸 2-2-18
Tel + Fax 0467-85-1733
www.city.chigasaki.kanagawa.jp
shiryoukan@city.chigasaki.kanagawa.jp

茅ヶ崎市文化資料館

市内及び周辺地域の人文、自然などに関する、調査・

Transportation

C h i g a s a k i Ci t y M us e u m o f H er it a g e

□調査研究

交通機関

茅ヶ崎を発見・再発見
文化資料館では、茅ヶ崎の自然、歴史といったまちのこと、まちの人々のくらしの
記憶や思い出といった、小さいけれども確かでかけがえのない宝ものを調べ、集め、
保存し、展示しています。このようなまちの宝ものを守り、次世代に伝える活動を
行っています。

建築概要

地上 2 階/鉄筋コンクリート造 鉄骨造

敷地面積

1,000.745 平方メートル

延床面積
展示室面積

その他の施設

483.1 平方メートル
展示室 217.67 平方メートル
収蔵庫 76.33 平方メートル
講義室兼資料整理室 74.4 平方メートル
事務室 30.9 平方メートル

設 計

向島建築設計事務所

施 工

大勝建設

【 沿革 】
地 域開 発の進展 、生活 様式の 変化な ど によ り危機 に瀕 して いる 文化財、 各種郷 土資料 の保 護・ 保存 の必 要性が
叫 ばれて いるお り、市内 在住 の篤 志家から 市 に 1,000 万 円の 寄付があり、それが きっかけ となって、 郷土の 歴史
を伝える資料を永久に保存する資料館 の建設が具体化しました。昭和 45（ 1970）年半ば ごろより資料収集を開
始し、建物は同年 10 月に着工、昭和 46（1971）年 7 月 1 日に開館しました。

