
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
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ホームページ 特記事項・注意事項

1
「令和元年度第47回文化財保護ポスター」
巡回展

①11月12日（火）
～18日（月）②11
月19日（火）～25
日（月）（11月23日
（祝）を除く）③11
月26日（火）～12
月2日（月）（11月
30日（土）、12月1
日（日）を除く）等
※予定、決定次第
ホームページにて
告知します

※ホームペー
ジにて告知し
ます

①かながわ県民センター（横浜市神奈川
区鶴屋町2丁目24-2）
②中井町農村環境改善センター（足柄
上郡中井町比奈窪56）
③鎌倉市役所（鎌倉市御成町18-10）
ほか
※予定、決定次第ホームページにて告
知します

神奈川県教育委員会教育局生
涯学習部文化遺産課世界遺産
登録推進グループ（045-210-
8359）

http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/ar3/cnt/f
536729/index.html

開催時間、このほかの開催場
所等について、決定次第ホー
ムページにて告知しますので、
事前に御確認ください。

2 考古学ゼミナール「時代の移行期を探る」

10月19日（土）、
26日（土）、11月2
日（土）（連続講
座）

10月19日（土）
13:00～16:45、
26日（土）13:00
～16:45、11月
2日（土）14:00
～16:30（連続
講座）

かながわ県民センター2階ホール（横浜
市神奈川区鶴屋町2丁目24-2）

神奈川県埋蔵文化財センター
（045-252-8661）

http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/ar3/evt/e
5279614.html

9月20日（金）（必着）までに要
申込。定員100人（応募者多数
の場合は抽選・全日程参加で
きる方を優先）

3
第5回考古学講座「かながわの縄文から弥
生～土器は何が変わるのか～」

11月24日（日） 14:00～16:00
かながわ県民センター2階ホール（横浜
市神奈川区鶴屋町2丁目24-2）

神奈川県埋蔵文化財センター
（045-252-8661）

http://www.pref.kanag
awa.jp/docs/ar3/cnt/f
6656/

10月1日（火）～11月1日（金）
（必着）までに要申込。定員250
人（応募者多数の場合は抽
選。詳細はホームページ等で
お知らせします。）

4 特別展「真教と時衆」
10月5日（土）～11
月10日（日）

9:30～17:00
（入館は16:30
まで）

神奈川県立歴史博物館（横浜市中区南
仲通5-60）

神奈川県立歴史博物館企画普
及課（045-201-0926）

http://ch.kanagawa-
museum.jp/

一般900円、20再未満・学生
600円、65才以上200円、高校
生100円※11月3日（祝）は無料
開館

5
特別展「聖徳太子信仰―鎌倉仏教の基層
と尾道浄土寺の名宝―」

9月21日（土）～11
月17日（日）

9:00～16:30
（最終入館
16:00）

神奈川県立金沢文庫（神奈川県横浜市
金沢区金沢町142）

神奈川県立金沢文庫
（045-701-9069）

https://www.planet.pre
f.kanagawa.jp/city/kan
azawa.htm

料金：一般700円、20歳未満・
学生500円、65歳以上200円、
高校生100円 中学生、障がい
者の方は無料
休館日：毎週月曜（祝日は開館
し翌日が休館）、10月23日（水）

6
令和元（2019）年度特別展『遺跡・遺物が語
る!かながわ・秦野の歴史2019』（仮）

10月１日（火）～
12月１日（日）

9:00～17:00
秦野市立桜土手古墳展示館（秦野市堀
山下380-3）

公益財団法人かながわ考古学
財団（045-252-8689）
秦野市立桜土手古墳展示館
（0463-87-5542）

http://www.kaf.or.jp
http://www.city.hadano.kan
agawa.jp/www/contents/10
01000002125/index.html

詳細はホームページで確認願
います。

<14 神奈川県>
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7
企画展「サウジアラビア、オアシスに生きる
女性たちの50年―「みられる私」より「みる
私」」

11月2日（土）～1
月26日（日）

9:30～17:00
横浜ユーラシア文化館（中区日本大通
12）

045-663-2424

http://www.eurasia.cit
y.yokohama.jp/exhibiti
on/index.html

8
企画展示
「横浜市中消防署100周年記念 横浜の大
火と消防の近代史」

10月5日（土）～12
月22日（日）

9:30～17:00 横浜開港資料館（中区日本大通3） 045-201-2100
http://www.kaikou.city.
yokohama.jp/index.htm

9 指定文化財等現地特別公開
11月15日（金）～
17日（日）

13:00～16:00
泉澤寺（川崎市中原区上小田中7-20-
5）

川崎市教育委員会事務局文化
財課
（044-200-3305）

http://www.city.kawas
aki.jp/880/category/1
0-6-1-0-0-0-0-0-0-
0.html

見学無料

10 民家園まつり 農村歌舞伎公演 11月3日（祝） 13:30～14:30
川崎市立日本民家園 旧船越の舞台
（川崎市多摩区枡形7-1-1）

川崎市教育委員会事務局日本
民家園（044-922-2181）

http://www.nihonminka
en.jp

観覧料：一般1,000円、学生・こ
ども500円、定員300名（当日11
時より、民家園正門にて販売）

11 地名散歩

10月6日（日）、19
日（土）、27日
（日）、11月10日
（日）

11:30～15:30
川崎市生活文化会館（川崎市高津区溝
口1－6－10）ほか

川崎市教育委員会事務局地名
資料室（044-812-1102）

http://www.city.kawas
aki.jp/880/category/1
0-6-1-0-0-0-0-0-0-
0.html

9月18日（水）まで申し込み
1500円

12 令和元度文化財速報パネル展

①11月5日（火）～
11月8日（金）②11
月11日（月）～11
月22日（金）

①8:30～17:15
②9:30～22:00

①市役所１号館１階（横須賀市小川町
11）②横須賀市生涯学習センター（横須
賀市西逸見町１－38）

046-822-8484

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/8120/
bunkazai/bunkazai6.ht
ml

無料

13 第34回横須賀民俗芸能大会 11月18日（日） 12:00～16:00
横須賀市文化会館（横須賀市深田台
50）

046-822-8484

http://www.city.yokos
uka.kanagawa.jp/8120/
bunkazai/bunkazai6.ht
ml

無料

14 満昌寺襖絵公開 11月3日（日） 9:00～16:00 満昌寺（横須賀市大矢部１－５） 046-822-8484 500円（小学生以下無料）

15 横須賀市人文博物館収蔵庫公開
11月1日（金）～4
日（月・祝）

9:30～16:00
横須賀市自然・人文博物館（横須賀市
深田台95）

046-824-3688
http://www.museum.yo
kosuka.kanagawa.jp/

無料
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16 横須賀市人文博物館収蔵庫収蔵品解説 11月4日（日） 14:00～15:00
横須賀市自然・人文博物館（横須賀市
深田台95）

046-824-3688
http://www.museum.yo
kosuka.kanagawa.jp/

無料

17 博物館特別公開「ナイトミュージアム」 11月2日（土） 18:30～20:30
横須賀市自然・人文博物館（横須賀市
深田台95）

046-824-3688
http://www.museum.yo
kosuka.kanagawa.jp/

事前申込制、詳しくはホーム
ページで

18
国史跡東京湾要塞跡千代ヶ崎砲台跡見学
会

10月24日（木）・27
日（日）

13:30～15:30 史跡東京湾要塞跡千代ヶ崎砲台跡 046-822-8484
http://www.cocoyoko.
net

事前申込制、詳しくはホーム
ページで

19 第43回ひらつか民俗芸能まつり 11月17日（日）
（予定）
12:30開場
13:00開演

平塚市中央公民館大ホール
（平塚市追分1-20）

平塚市教育委員会社会教育課
（0463-35-8124）

http://www.city.hiratsu
ka.kanagawa.jp/kyoiku/
page83_00030.html

入場無料

20 第18回ひらつか音楽のおくりもの
10月12日（土）・13
日（日）

両日共:10:00
～18:00

八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所
記念館）（平塚市浅間町1-1）

平塚市教育委員会社会教育課
（0463-35-8124）

http://www.city.hiratsu
ka.kanagawa.jp/kyoiku/
page83_00008.html

入場無料
定員60名（申込不要）

21 最新出土品展2019
11月8日（金）～12
月1日（日）

9:00～17:00
小田原市郷土文化館
（小田原市城内7-8）

小田原市文化財課
（0465-33-1715）

22 遺跡講演会「小田原の史跡を語る」 11月9日（土） 10:30～16:20
小田原市民会館 小ホール
（小田原市本町1-5-12）

小田原市文化財課
（0465-33-1715）

23
小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表
会

11月10日（日） 12:30～16:00
小田原市民会館 大ホール
（小田原市本町1-5-12）

小田原市文化財課
（0465-33-1717）

24
「伝えよう！小田原の民俗芸能」展示ギャラ
リー

9月28日（日）～11
月29日（金）

10:00～22:00
小田原地下街「ハルネ小田原」
（小田原市栄町1-1-7）

小田原市文化財課
（0465-33-1717）

25 遺跡調査発表会 11月23日（日） 13:00～16:45
小田原市立かもめ図書館 視聴覚ホー
ル
（小田原市南鴨宮1-5-30）

小田原市文化財課
（0465-33-1715）
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26 文化財建造物 晩秋の観覧会 12月1日（日） 10:00～15:00 小田原市内登録有形文化財ほか
小田原市文化財課
（0465-33-1717）

27 まんだら堂やぐら群限定公開
10月19日（土）～
12月15日（日）の
土日月及び祝日

10:00～16:00
国指定史跡名越切通内（逗子市小坪7
丁目）

逗子市教育委員会社会教育課
（046-872-3115）

https://www.city.zushi.
kanagawa.jp/syokan/s
yakyou/newbunkazai/n
agoe/mandara26-
spring-copy.html

入場無料（任意で寄附金をお
願いしています）
車での来場不可・荒天時閉鎖

28 海南神社面神楽
11月7日（木）～8
日（金）

17:00～21:00
海南神社神楽殿（三浦市三崎4－12－
11）

三浦市教育委員会文化スポーツ
課
（046－882－1111）内線412

http://www.city.miura.
kanagawa.jp/sho-
gaku/kagura.html

参観自由

29 令和元年度「指定文化財特別公開」
11月1日（金）～
11月4日（祝）

10:00～15:00 市内指定文化財数か所

秦野市文化スポーツ部
生涯学習課
文化財・市史担当
（0463-87-9581）

http://www.city.hadan
o.kanagawa.jp/www/ge
nre/1000000000246/in
dex.html

入場無料

30
第17回厚木市郷土芸能まつり「郷土芸能
発表会」

10月27日（日） 13:30～17:00 厚木市文化会館 小ホール
厚木市教育委員会文化財保護
課
046（225）2509

https://www.city.atsug
i.kanagawa.jp/event/cu
lture/d045930.html

入場無料、定員330人

31
第17回厚木市郷土芸能まつり「相模人形
芝居特別公演」

11月10日（日） 13:30～16:30 厚木市文化会館 小ホール
厚木市教育委員会文化財保護
課
046（225）2509

https://www.city.atsug
i.kanagawa.jp/event/cu
lture/d045930.html

入場無料、定員330人

32
企画展「木とくらし
 サトの木、ヤマの木、鎮守の木」

9月21日（土）～11
月4日（祝）

9:00～17:00
あつぎ郷土博物館（厚木市下川入1366-
4）

厚木市教育委員会文化財保護
課
046（225）2515

https://www.city.atsug
i.kanagawa.jp/facilities
/culture/shiryoukan/d
042799.html

期間中の休館日９月30日
（月）、10月28日（月）

33 林・王子地区の文化財一般公開
10月18日（金）～
20日（日）

10:00～15:00

林神社（厚木市林3-7-1）、福伝寺（厚木
市王子1-11-40）、林大坂下地蔵堂（厚
木市林2-17）、林自治会館（厚木市林3-
6-43）

厚木市教育委員会文化財保護
課
046（225）2060

作成中 申込不要
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34
令和元年度 大和市つる舞の里歴史資料
館 企画展 「人生儀礼 －昭和・平成の誕
生・婚礼・葬送－」

10月24（木）～12
月8日（日） ※毎
週月曜日（11月4
日（月）は開館）,
11月5日（火）は休
館

9:00～17:00
（入館は16:30
まで）

大和市つる舞の里歴史資料館
（大和市つきみ野7-3-2）

大和市つる舞の里歴史資料館
（046-278-3633）

http://www.city.yamat
o.lg.jp/web/shakai/tsu
rumainosatorekishishir
yokan.html

観覧無料

35 令和元年度国登録有形文化財特別公開 11月3日（祝） 10:00～15:00 山口家住宅、小澤家住宅、高部屋神社
伊勢原市教育委員会0463-74-
5109（内線5217）

http://www.city.isehar
a.kanagawa.jp/bunkazai
/

36 第52回市民文化祭郷土芸能部門 10月27日（日） 10:40～16:00
海老名市文化会館
（海老名市めぐみ町6-1）

海老名市教育委員会教育総務
課文化財係
（046-235-4925）

入場無料。10月26日（土）に隈
取等体験ワークショップあり。

37
新発見！相模川の低地で見つかった古墳
と玉

11月1日（金）～2
月2日（日）

9:00～17:15
海老名市立郷土資料館海老名市温故
館
（海老名市国分南1-6-36）

海老名市教育委員会教育総務
課文化財係
（046-235-4925）

入場無料。展示期間中展示解
説あり。12月1日（日）に公開セ
ミナー実施予定。

38
令和元年度 第44回南足柄市民文化祭
（文化財展）

11月2日（土）～
11月3日（日）

2日（土）9:30～
17:00
3日（日）9:30～
16:00

南足柄市文化会館（愛称：金太郎みらい
ホール）
南足柄市関本415-1

南足柄市文化スポーツ課文化班
（0465-73-8062）

http://www.city.minami
ashigara.kanagawa.jp/

入場無料

39
令和元年度 第44回南足柄市民文化祭
（芸能大会）

11月2日（土）～
11月3日（日）

2日（土）10:50
～16:25
3日（日）9:43～
15:54

南足柄市文化会館（愛称：金太郎みらい
ホール）
南足柄市関本415-1

南足柄市文化スポーツ課文化班
（0465-73-8062）

http://www.city.minami
ashigara.kanagawa.jp/

入場無料

40 環濠公開
11月3日（日・
祝）、11月4日
（月・振休）

9:00～15:00
神崎遺跡公園
（綾瀬市吉岡3425番地5）

神崎遺跡資料館（0467-77-
0841）

http://www.city.ayase.
kanagawa.jp/

入場無料・環濠モニタリングに
あわせた特別公開

41
寒川町文化財学習センター事業
寒川町遺跡発掘発表・講演会

11月2日（土） 13:00～16:00
寒川町文化財学習センター
（高座郡寒川町一之宮7-3-1 一之宮小
学校内）

寒川町教育委員会教育総務課
社会教育担当（0467-74-1111
内線513）

http://www.town.samu
kawa.kanagawa.jp/chos
ei/bunkazai/center/13
61326345300.html

要申込、10月1日（火）より問合
せ先まで
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42
大磯町郷土資料館 秋季企画展 「鴫立
庵」

10月12日（土）～
12月8日（日）

9:00～17:00
大磯町郷土資料館本館 企画展示室
（中郡大磯町西小磯446-1）

大磯町郷土資料館（0463-61-
4700）

http://www.town.oiso.k
anagawa.jp/oisomuseu
m/kyodoshiryokan/ind
ex.html

入場無料・入館は16:30まで
休館日等はＨＰにてご確認くだ
さい。

43 第４５回中井町町民文化祭
11月2日（土）、
3日（日）

9:00～17:00
9:00～15:00

中井町農村環境改善センター
（足柄上郡中井町比奈窪56）

中井町教育委員会生涯学習課
（0465-81-3907）

https://www.town.naka
i.kanagawa.jp/forms/to
p/top.aspx

作品展示、芸能発表等

44
令和元年度中井町郷土資料館 古文書教
室

11月3日（日）（予
定）

未定
中井町郷土資料館
（足柄上郡中井町比奈窪107）

中井町教育委員会生涯学習課
（0465-81-3907）

https://www.town.naka
i.kanagawa.jp/forms/to
p/top.aspx

参加無料

45
令和元年度なかい文化財めぐりウォーキン
グ

11月23日（土） 9:00～12:00
（集合場所）井ノ口公民館
（足柄上郡中井町井ノ口1843-1）

中井町教育委員会生涯学習課
（0465-81-3907）

https://www.town.naka
i.kanagawa.jp/forms/to
p/top.aspx

参加費無料 定員30名先着順
（11月1日（金）～申込開始広報
なかい掲載予定）

46
文化財ウォーク「矢倉沢往還（篠窪から神
山）」

11月9日（土） 8:50～12:00
（集合場所）小田急線「新松田駅」北口
富士急バスターミナル

松田町教育委員会 生涯学習係
（0465-83-7021）

交通費（バス代）：340円
募集人数：先着30名

47
県指定無形民俗文化財・室生神社の流鏑
馬

11月３日（日・祝）
14:00～15:50
（予定）

室生神社前馬場
（足柄上郡山北町山北1200）

山北町教育委員会生涯学習課
（0465-75-3649）

http://www.town.yama
kita.kanagawa.jp
（10月中頃掲載予定）

室生神社例大祭に併せ公開

48 企画展「田んぼの生きもの」
10月10日（木）～
11月30日（土）

9:00～17:00 愛川町郷土資料館企画展示室
愛川町郷土資料館（046-280-
1050）

http://www.town.aikaw
a.kanagawa.jp/shisetsu
/bunka/142777

49 愛川町古民家山十邸文化財セミナー
11月17日（日）・24
日（日）

13:00～15:00 古民家山十邸（国登録有形文化財）
愛川町郷土資料館（046-280-
1050）

https://www.town.aika
wa.kanagawa.jp/shiset
su/bunka/1427771495
946.html

参加費無料（要事前申込）


