
11月11日は「公共建築の日」毎年11月は「公共建築月間」
公共建築月間 2019

キーワードラリー
公 共 建 築

神奈川県官公庁営繕協議会
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11  1（金）　 11  30（土）実施期間

郵便ハガキ

お手数ですが
63円切手を
貼ってお送り
ください。

神奈川県秦野市桜町一丁目 3番 2号
秦野市役所公共建築課

「公共建築月間 2019
  公共建築キーワードラリー」担当

秦野市公共建築課　TEL：0463-86-6019
E-mail： koukyou@city.hadano.kanagawa.jp

●  当選者には、ご記入いただいた住所・氏名宛に 12月下旬ごろ、
記念品をお送りします。

●  記念品の発送をもって、当選発表にかえさせていただきます。
●  お届け先の確認ができない場合は、無効とさせていただきます。
●  記念品の発送は、日本国内に限らせていただきます。
●  いただいた個人情報は、キーワードラリーの実施目的以外に
は、使用いたしません。

応募ハガキを切り取り、必要事項を記入の上、各施設に
備え付けの応募箱、又は所定の切手を貼り郵便ポストに
投函してください。応募箱の利用は各施設開館時間内に
限ります。
郵送の場合は、2019年 11月 30日消印有効。

下記 URL または QR コードからアクセスの上、ホーム
ページ内の応募フォーマットからご応募ください。

●  期間中、対象の公共建築物に掲示する文字を集めて、キーワードを完
成させてください。キーワードはエリアごとに1つ設定されています。

●  キーワードを完成させて、応募いただいた方のうち、当選者には記
念品をお送りします。

●  当選者の決定は、完成したキーワードの数が多い順とします。なお、
同数の場合は抽選により決定します。

●  応募は、お一人様、一回限りとなります。

《実施概要》

《応募方法》

《応募規約》

http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/en5/cnt/f5034/

公共建築月間
2019

キーワードラリー公 共 建 築

2 5 7 8 5 0 1

《お問い合わせ先》
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伊勢原・秦野エリア
①②③
小田原エリア
④⑤⑥
南足柄エリア
⑦⑧

箱根エリア
⑨⑩⑪

湯河原・真鶴エリア
⑫⑬⑭⑮

《施設番号》実施期間
（応募期間） 2019年11月1日（金）～11月30日（土）
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2.  応募ハガキによる場合
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《対象施設》
期間中、対象の公共建築物
に掲示する文字を集めて、
キーワードを完成させて下さ
い。キーワードはエリアごと
に 1つ設定されています。

キリトリ線

《応募用紙》

応募者情報（裏面の応募規約をよくお読みいただき、同意の上ご応募ください。）

※応募ハガキを切り取り、必要事項を記入の上、各施設に備え付けの応募箱、
　又は所定の切手を貼り郵便ポストに投函してください。

キーワードは 1つからご応募いただけます。

伊勢原
秦野
エリア

小田原
エリア

湯河原
真鶴
エリア

箱根
エリア

南足柄
エリア

【開館時間】
11：00～16：00
【休館日】火曜日
【入館料】無料

清閑亭は、明治時代に活躍した黒田長成侯爵の
別邸として明治39年に建てられました。旧小田
原城三の丸外郭土塁の南向き傾斜地に位置し
ており、晴れた日は母屋から真鶴半島や大島、
相模湾や箱根山を一望できます。

清閑亭 文化5

小田原市南町1-5-73
TEL：0465-22-2834 駐車場なし

【開館時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】11月は無休
【入館料】無料

「電力王」と呼ばれた実業家で、茶人としても高
名であった松永安左ヱ門（耳庵）の記念館。耳庵
ゆかりの品々や市所蔵の美術品、国登録有形文
化財建造物の居宅老欅荘・茶室葉雨庵や日本の
歴史公園100選に選定された庭園などを公開し
ています。

松永記念館 文化4

小田原市板橋941-1
TEL：0465-22-3635 駐車場あり（無料）

【開館時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】11月は無休
【入館料】
100円、小・中学生40円

田中光顕伯爵が大正13年頃に建てた別邸です。
館内では、北原白秋が大正7年から同15年まで
の約8年間を小田原で過ごし、生涯で作った全
童謡作品の半数以上を創作したことを記念し、
白秋の童謡創作に関わる資料を展示しています。

白秋童謡館 文化6

小田原市南町2-3-4
TEL：0465-22-9881 駐車場あり（無料）

【開館時間】9：00～16：30
（入館は16：00まで）
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌日）
【入館料】常設展：200円、
小・中学生100円、秋期特
別展：400円、小・中学生
200円

天狗伝説の息づく足柄の森のなかにあり、南足
柄市の歴史と文化を紹介する常設展のほかに、
収蔵品展や年間3回の特別展を開催していま
す。「昭和レトロ展パート2」と題した秋期特別
展では古きよき時代へタイムスリップしてく
ださい。

郷土資料館 文化7

南足柄市広町1544
TEL：0465-73-4570 駐車場あり（無料）

【開館時間】9：00～16：30
（入館は16：00まで）
【休館日】水曜日
【入館料】
600円、小・中学生300円

老舗旅館だった旧「天野屋」の本館を改修し、平
成10年に美術館として整備しました。湯河原に
ゆかりのある作品を展示しています。上質な芸
術品とともに、癒しの時間をお過ごしください。

湯河原美術館 文化12

湯河原町宮上623-1
TEL：0465-63-7788 駐車場あり（利用者は無料）

【開館時間】9：00～17：00
【休館日】年中無休
【入館料】
650円、小学生400円

箱根やすらぎの森の中心的施設で、動物や植物
の展示をとおして自然の素晴らしさ、森林の大
切さを楽しみながら理解していただくための
施設です。自然の素材を使った、気軽に楽しめ
る木の実クラフトも人気です。

森のふれあい館11

箱根町箱根381-4
TEL：0460-83-6006 駐車場あり（無料）

自然

【開園時間】9：00～16：00
【休園日】月曜日（祝日の
場合は翌日）、11/6・26
【入園料】440円、
小学生330円、幼児110
円

明治初期に建てられた農家を移築したもので、
囲炉裏や縁側など当時の暮らしを感じることが
できます。足柄森林公園・丸太の森のなかにある
ので、アスレチックで遊んだり、のんびりと散策
や森林浴を楽しむこともできます。

足柄の古民家8

南足柄市広町1544（足柄森林公園・丸太の森）
TEL：0465-74-4510

歴史

【開館時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】年中無休
【入館料】
500円、小学生250円

箱根関所は徳川幕府が江戸を守るため、元和5
年（1619年）に設けられたもので、今年で400年
を迎えます。江戸時代末期（1865年）に行われた
解体修理の古文書と発掘調査を基に、平成19年
4月に復元し公開しています。

箱根関所10

箱根町箱根1
TEL：0460-83-6635

歴史

【開館時間】9：00～16：30
【休館日】水曜日、11/25
【入館料】
300円、小・中学生150円

湯治場として知られた箱根が、江戸時代頃を境
に現在の温泉観光地へと移り変わっていく様
子を、温泉開発などを絡めて紹介しています。
また、年に数回、特別展示や企画展を開催する
特別展示室もあり、箱根の歴史や文化にふれる
ことができます。

郷土資料館 文化9

箱根町湯本266
TEL：0460-85-7601 駐車場あり（無料）

【開館時間】8：30～17：15
（湯河原町駅前観光案内所）
8：00～20：00（手湯）
【休館日】11月は無休
（湯河原町駅前観光案内所）
【入館料】無料

新国立競技場を手がけた隈研吾建築都市設計
事務所の設計、デザインによるもので、大屋根
広場はあたたかみのある空間を重視して、木を
ふんだんに使用し、湯河原温泉を使用した「手
湯」を設置しています。「木」と「手湯」のぬくも
りをぜひ満喫してください。

湯河原駅前広場13

湯河原町土肥1-2-1 

TEL：0465-63-4181（湯河原町駅前観光案内所）

自然

【開館時間】9：30～16:30
（入館は16:00まで）
【休館日】水曜日
【入館料】600円、
高校生以下350円

日本洋画壇の重鎮、文化勲章受章者である中川
一政画伯の絵画・書・陶器等の作品を展示して
います。当館は、吉田五十八賞（設計：柳澤孝彦
氏）を受賞し、平成10年には公共建築百選に選
ばれています。

中川一政美術館 文化14

真鶴町真鶴1178-1
TEL：0465-68-1128 駐車場あり（無料）

【開館時間】9：30～16:30
（入館は16:00まで）
【休館日】木曜日
【入館料】300円、
高校生以下150円

真鶴出身の貝類研究家・遠藤晴雄氏が生涯をか
けて収集した貝類標本4,500種、50,000点を所
蔵しています。世界中の様々な色や形の貝、「生
きた化石」ともいわれる「オキナエビス」の貴重
な標本が展示されています。

遠藤貝類博物館15

真鶴町真鶴1175-1
TEL：0465-68-2111 駐車場あり（無料）

自然

【開館時間】9：00～17：00
【休館日】月曜日（祝日の
場合は翌日）、11/6・26
【入館料】300円、小・中学
生100円、プラネタリウ
ムは別途

展示室、プラネタリウム、天体観測室、工作実験
室などがあり、子どもたちが施設やイベント等
を通じて生まれてくる新しい発見や感動が、
「科学する心」の芽生えにつながることを期待
しています。図書館を併設しているため、「科学
する心」の手助けとして利用できます。

子ども科学館1

伊勢原市田中76
TEL：0463-92-3600 駐車場あり（無料）

自然

【開館時間】10：00～19：00
（入館は18：30まで）
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌日）
【入館料】
300円、高校生以下無料

今年、生誕100周年を迎える洋画家、宮永岳彦の
常設展のほか、市民ギャラリーを併設。芸術文
化の振興のため、ギャラリーコンサートや創作
講座等も開催しています。隣接する日帰り温泉
ご利用の方には入場料の割引もあります。

宮永岳彦記念美術館 文化2

秦野市鶴巻北3-1-2
TEL：0463-78-9100 駐車場あり（有料）

【開館時間】9：00～17：00
（入館は16：30まで）
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌日）
【入館料】無料

桜土手古墳公園内にある展示館は、7～8世紀に
造られた古墳群から出土した遺物や秦野市内
で見つかった原始・古代の考古資料を展示して
います。また、公園内を散策しながら、保存・復
原古墳を身近に感じることができます。

桜土手古墳展示館 歴史3

秦野市堀山下380-3
TEL：0463-87-5542 駐車場あり（無料）

※キーワード、応募箱は湯河
原町駅前観光案内所にあり
ます。

※応募箱は別館にあります。

※キーワード、応募箱は
２階玄関ロビーにあります。

公共建築月間 2019
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駐車場：恩賜公園駐車場（有料）駐車場あり（無料）

駐車場あり（有料）


