
みなさんは、「エースのドーム」をご存じでしょうか。
横浜三塔の「キング」「クイーン」「ジャック」は知って
いるけど「エース」って？という方もいらっしゃると思
います。 

「エースのドーム」とは、横浜馬車道にある神奈川県
立歴史博物館の建物屋上に据えられたシンボルのドー
ムのことです。約36メートルの建物の高さのうち、半分
以上を占める約19メートルの高さがある大変大ぶりな
ドームです。1904（明治37）年に横浜正金銀行本店とし
て竣工した建物は、関東大震災や戦災を乗り越えた、ま
さに歴史の生き証人でもあります。 

さて、このドーム、オリジナルは関東大震災で焼失し
ており、1967（昭和42）年の神奈川県立博物館の開館に

あわせて復元した二代目となります。県立博物館は、
1995（平成7）年に県立歴史博物館にリニューアルして、
建物もドームも現在まで大切に使い続けています。当館
では、県内の近代建築に詳しい吉田鋼市横浜国立大学名
誉教授が、このドームを「エース」と評されたことから、
先生のご承諾を得て、建物とドーム、そして当館そのも
のに、より愛着を感じていただきたいとの願いを込めて、
「エースのドーム」を愛称として使用しています。 

このドーム、残念ながら通常は非公開ですが、年間4
～5回開催する建物見学会（事前申込制）と文化の日お
よび春分の日に実施する無料観覧日（事前申込不要）に
は間近で見学していただくことができます。当館ホーム
ページ等で情報を確認して、ぜひ「エースのドーム」を
ご見学ください。http://ch.kanagawa-museum.jp/ 

エースのドーム
シンボル

カぼー ナ

神奈川県生涯学習ニュース
第20号 トピックス 

１面   ｢エースのドーム」がシンボル 
神奈川県立歴史博物館

２～4面 生涯学習施設「おすすめ情報館」
４面   相談員コラム 
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神奈川県立 

歴史博物館

写真：神奈川県立歴史博物館外観（旧横浜正金銀行本店本館） 

写真：「エースのドーム」を飾る「ドルフィン」の装飾 



神奈川県生涯学習ニュース「学ぼーカナ？」とは？ 

紙面で生涯学習情報を知りたい方を対象に、生涯学習に対する興味
関心を持っていただくための情報誌です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     掲載内容は各施設からの情報を基に作成しています。 
変更される場合がありますので、おでかけ前には確認
をお願いします。 

生涯学習関連施設 
「おすすめ情報館」 

県立近代美術館 
＜葉山＞〒240-0111 
三浦郡葉山町一色 2208-１ 
TEL: 046-875-2800 
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 

企画展 ふたたびの「近代」 
展覧会 

日 時：10月12日(土)～令和2年1月19日(日) ※祝日を除く月曜休館 
内 容：新たなスタートを切った鎌倉別館では、当館を代表する近代美

術の名品にとどまらず、美術館アーカイブの資料展示も行い、
別館の魅力を伝えます。 

会 場：県立近代美術館 鎌倉別館 (鎌倉市雪ノ下 2-8-1) 
問合せ：上記の TEL 

企画展 生誕120年・没後100年 関根正二展 
展覧会 

日 時：令和2年2月1日(土)～3月22日(日) ※祝日を除く月曜休館 
内 容：大正時代に20歳で世を去った画家、関根正二（1899-1919）。

短い生涯に残した貴重な油彩作品や初公開の作品・資料などを
展示する最大規模の回顧展です。 

会 場：県立近代美術館 鎌倉別館 (鎌倉市雪ノ下2-8-1) 
問合せ：上記の TEL 

県立歴史博物館 
〒231-0006 横浜市中区南仲通５-60 
TEL: 045-201-0926 
http://ch.kanagawa-museum.jp/ 

特別陳列「古文書が語る富士山宝永噴火」 
展覧会 

日 時：令和2年1月7日(火)～2月2日(日) 
内 容：宝永4(1707)年に富士山が大噴火し、現神奈川県域は大きな被

害を受けました。深刻な被災状況と苦難の復興過程を、古文書
や絵図を紹介することで振り返ります。 

会 場：県立歴史博物館 
問合せ：上記の TEL、または HPをご覧ください。 

県博セミナー(連続講座 全4回)「井伊直弼と横浜」 
講 座 

日 時：令和2年①2月15日(土)②2月22日(土)③3月7日(土) 
④3月14日(土) 各回14：00～16：00 

内 容：茶人としての評価、相馬永胤や妻木頼黄により結ばれる横浜正
金銀行と直弼、そして横浜が記憶してきた直弼像について、全
4回の連続講座で考えます。 
【受講料】各回1,000円 

会 場：県立歴史博物館 
：往復はがきまたは HPフォームメール 
：令和2年1月22日(水)必着 

申込先：上記の TEL、または HPをご覧ください。 

県立生命の星・地球博物館 
〒250-0031 小田原市入生田 499 
TEL: 0465-21-1515 
http://nh.kanagawa-museum.jp/ 

2019年度子ども自然科学作品展 
展覧会 

日 時：12月21日(土)～令和2年1月13日(月・祝) 
内 容：地域の小・中学生が行った身近な動植物の観察や自由研究など

の自然科学に関する研究作品を展示。 
作品には当館学芸員のコメントが付き、皆さんの研究の参考に
もなります。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 
問合せ：上記の TEL、または HPをご覧ください。 

ほねほねパズルで学ぶ 動物の骨のかたちとくらし 
講 座 

日 時：令和2年2月8日(土)10:00～12:00 
内 容：タヌキやカモシカの骨格標本を観察しながら、動物の体のつくり

やくらしについて学びます。 
会 場：県立生命の星・地球博物館 

：往復はがきまたは HP申込フォーム 
：令和2年1月21日(火)必着 

申込先：上記の TEL、または HPをご覧ください。 

県埋蔵文化財センター 
〒232-0033 
横浜市南区中村町３-191-１ 
TEL: 045-252-8661  
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/ 

第7回考古学講座 
講 座 

日 時：令和2年2月15日(土)14：00～16：00 
内 容：【テーマ】「戦国・江戸時代の神奈川－小田原城とその支城から

庶民の暮らしまで－」 
【講師】山口 剛志 氏（小田原市文化部文化財課） 
【定員】250名 

会 場：かながわ県民センター 2階ホール 
：HPまたは往復はがき 
：令和２年1月24日(金)必着※応募者多数の場合は抽選 

申込先：詳細は HPをご覧ください。 

令和元年度 かながわの遺跡展「縄文と弥生」 
展覧会 

日 時：令和2年1月9日(木)～1月26日(日)9：00～16：30 
（入館は16：00まで）※1月13日(月)休館 

内 容：時代と文化の転機を生きた人々をテーマに縄文と弥生の遺跡を
展示します。会期中展示解説を行います。 
【日時】①1月12日(日)②1月19日(日)  
       各回13：30～14：30 

会 場：綾瀬市役所7F 市民展示ホール 
問合せ：詳細は HPをご覧ください。 



写真家 奥村泰宏・常盤とよ子夫妻が写した戦後の横浜 
講 座 

日 時：令和2年2月11日(火・祝)14:00～15:30 
内 容：奥村・常盤夫妻の写真から見る戦後・横浜の歴史についてのレ

クチャー。 
【講師】西村健（横浜都市発展記念館調査研究員） 
【定員】50名（抽選） 【参加費】1,000円 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 
：往復はがき、直接来館または HP申込みフォームから 
：令和2年1月28日(火)必着  

問合せ：上記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「学ぼーカナ？」をご覧いただき、誠にありがとうございます。 
生涯学習情報システム「PLANETかながわ」のホームページでも、PDF版をご
覧いただけます。 
なお、生涯学習情報やお出かけ情報なども検索できます。 

Twitterや Facebookでは、講座・イベント情報や生涯学習情報をつぶやいて
います。是非、フォローしてください。 

親子で作る！遊ぶ！科学工作入門 
講 座 

日 時：3月14日(土)①10：00～11：00、②13：30～14：30 
内 容：親子で作れる簡単な工作を行います。 

①と②は同じ内容です。 
会 場：県立青少年センター科学部（本厚木） 

：往復はがき【対象】小学生1～2年 
：2月27日(木)必着 

申込先：県立青少年センター科学部科学支援課まで 
申込の詳細は HP「イベント案内」を参照 
http://kanagawa-yc.jp 

星空教室 
講 座 

日 時：2月8日(土)18：00～19：30 
内 容：望遠鏡で月齢14の月とシリウスを観察します。 
会 場：県立青少年センター(横浜 紅葉ケ丘) 

：電話にて先着順【対象】小学生以上 
：2月7日(金) 

申込先：県立青少年センター科学部科学支援課まで 
TEL:046-222-6370 
申込の詳細は HP「イベント案内」を参照 
http://kanagawa-yc.jp/ 

県立音楽堂 
 〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-2567 
https://www.kanagawa-ongakudo.com/ 

レクチャーコンサート  ヘンデルと謎のオペラ「シッラ」 
公 演 

日 時：令和2年1月8日(水) 14：00開演 
内 容：2月29日、3月1日音楽堂で上演するヘンデル「シッラ」をより

深く楽しめるレクチャーコンサート。音楽、台本、歴史など
様々な視点からこのオペラの魅力と謎に迫る。 
【料金】2000円、ドリンク付・当日現金払い 

会 場：横浜市民ギャラリー 
：メールにて事前申込み 
：定員になり次第締切 

申込先：【メール】ongakudo_oubo@kanagawa-af.org 

〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26-１ 
TEL: 045-315-2828 http://ycag.yafjp.org/ 

横浜市民ギャラリー 
 

粘土をつくろう 
講 座 

日 時：令和2年2月16日(日)10:30～12:00 
内 容：ひみつの材料で、粘土をつくってあそびましょう。 

【講師】大竹美佳（造形作家） 
【定員】25名（幼稚園、保育園の年長に相当する幼児・抽選） 
【参加費】1,500円（材料費込） 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 
：往復はがき、直接来館または HP申込みフォームから 
：令和2年2月1日(土)必着  

問合せ：上記 

横浜能楽堂 
〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 27-2 
TEL: 045-263-3055 FAX: 045-263-3031 
http://ynt.yafjp.org/   E-mail:nougaku@yaf.or.jp 
 

能楽師が案内する横浜能楽堂見学と能楽ワークショップ 
講 座 

日 時：令和2年1月17日(金)／2月1日(土)、10:00／19:00、 
各回２時間 

内 容：1月は狂言の体験ワークショップと能舞台案内(山本則秀)、2月
は能の体験ワークショップと能舞台案内(梅若紀彰)。能楽師の
シテ方、狂言方がそれぞれの視点から案内。 
【参加費】各回2,000円、【定員】各回20名 

会 場：横浜能楽堂 
：電話または来館で、先着順に受付中 
：定員に達し次第、申込終了。 

申込先：上記 

おとな狂言ワークショップ 
講 座 

日 時：令和2年2月7日(金),14日(金),21日(金)19:00～21:00 
内 容：全3回のワークショップ。狂言方大蔵流山本東次郎家のみなさ

んが、足の運び、扇の使い方、謡など狂言の基礎を実技指導。 
【参加費】6,000円、【定員】25名、【対象】18歳以上 

会 場：横浜能楽堂 
：はがき、FAX、HPから、応募者多数の場合は抽選 
：1月20日(月) はがき、FAXは必着、HPは17:00。 

申込先：上記 

一閑張り作り体験と横浜能楽堂見学 
講 座 

日 時：令和2年2月21日(金)10:00～12:00 
内 容：一閑張りは古くから日本に伝わる伝統工芸の一つ。古い米袋を

使って、世界で一つだけのオリジナルミニショルダーバックを
作ります。 
【参加費】2,000円、【定員】20名 

会 場：横浜能楽堂 
：電話・来館で、12月15日正午から、初日は電話のみ 
：定員に達し次第、申込終了 

申込先：上記 

県立青少年センター 
 〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 9-1 

TEL: 045-263-4400 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html 



県立図書館 
 〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-5900 
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html 

もっと知りたい！調べたい！身近な相続問題 
講 座 

日 時：令和2年1月18日(土) 14：00～16：30 
内 容：弁護士が相続に関する相談事例を紹介した後、D1-Law.com法

情報総合データベースの講師による、判例検索等の実習を行い
ます。基本的なパソコン操作のできる方が対象です。 

会 場：県立図書館 新館３階 PC研修室 
：申込フォーム 
：令和元年12月4日(水)～令和2年1月7日(火) 

申込先：調査閲覧課 045-263-5901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この秋、紅葉ケ丘 5 館の文化施設の連携事
業「紅葉ケ丘まいらん」がスタートしました。
県立音楽堂・県立青少年センター・県立図書館

の県立 3 館と横浜市立の市民ギャラリーと横浜能楽堂
を加えた 5館の公共施設が連携しながら、文化の魅力を
発信する事業です。今回は、施設そのものを知って頂く
ための建物ツアーをはじめ様々なイベントが開催され、
スタンプラリーも実施されました。台風の影響で中止の
企画もあったことが残念でした。 
「まいらん」5館のイベントの後は、図書館での振り

返りはいかがでしょうか。興味あるものを掘り下げるこ
と、関連付けてフィールドを拡げること、これらが、生
涯学習の醍醐味であり、学ぶ楽しさに繋がる秘訣です。
県立図書館は、県立の社会・人文系ライブラリーとして、
社会・人文系の専門資料、神奈川県に関する資料や音楽・
映像資料を収集しています。生涯学習や調査・研究に役
立つ資料や貴重なコレクションが満載です。興味あるも
のを掘り下げ、拡げるには恰好な場所です。生涯学習の
拠点として大いにご活用ください。ちょっとしたきっか
けで奥深い世界が視野に入ります。 
「まいらん」5館の展示・公演に関係する蔵書は枚挙

にいとまがないほどです。『調査相談カウンター』でレ
ファレンスサービスを利用すれば、お目当ての書籍、項
目、気になる演目などへたどり着くことができます。結
果、楽しさは倍増します。 

県立図書館内の『音
楽・映像コーナー』に
は、クラシックやジャ
ズのＣＤが数多く開架
されています。書庫に
は和洋のロック・ポピ
ュラー音楽のＣＤ・Ｌ
Ｐもあり、膨大なＬＰレコードのコレクションも有名で
す。オペラ・バレエ・能・狂言・歌舞伎の各名作集のＤ
ＶＤ・ＬＤ（レーザーディスク）、謡曲のＣＤも数多く
取り揃えています。関連公演、関連作品などを通してフ
ィールド拡張に最適な資料が豊富です。視野の広がりを
感じるひとときです。次のコンサートや演目に興味も湧
いてきます。 
また『生涯学習情報コーナー』では、各種のコンサー

ト・公演のチラシをはじめとして、各種の講座、サーク
ルや指導者、大学の公開講座などの情報提供をしていま
す。またワークショップや、カルチャーセンターでの関
連講座などもご紹介しています。大学での芸術関連の学
びのご案内もしています。自分から一歩踏み出してみる
チャンスがそこにあります。新しい扉がすぐそこにあり
ます。 
『生涯学習情報コーナー』は、多彩な分野への踏み出

して行くこと――そのお手伝いをするところです。どう
ぞお立ち寄りください。お待ちしています。 

 
 
 

生涯学習のためのパソコン講座 第3回 
講 座 

日 時：令和2年2月16日(日)10：00～15：00 
内 容：簡単！Microsoft Excelの基礎を学び、名簿を作ろう。 
会 場：県立図書館 新館３階 PC研修室 

：申込フォームまたは往復はがき 
：令和元年12月18日(水)～令和2年2月6日(木)必着 

問合せ：広報・生涯学習推進課 045-263-5916 
URL : https://www.planet.pref.kanagawa.jp/vol/pc-  

  kouza.html 

何かとつながる県立図書館 

 学習相談員のコラム 

vol.14 

● 問 合 せ ● 県立図書館生涯学習情報コーナー（新館１階）☎045-263-5920 
● 発 行 元 ● 県立図書館広報・生涯学習推進課 〒220-8585横浜市西区紅葉ケ丘９-２ ☎045-263-5916 

 PLANETかながわ 

企画展示 オリンピックの歴史と名場面 
展 示 

日 時：令和2年2月12日(水)まで 
内 容：オリンピックの歴史を感じることのできる資料を紹介します。 
会 場：県立図書館 本館１階 展示コーナー 
問合せ：調査閲覧課 045-263-5901 
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