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新年は『七福神めぐり』から
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今月のPickUp!

本覚寺 鎌倉えびす
坂ノ下海岸 船おろし
材木座海岸 船おろし
腰越海岸 船祝い
鶴岡八幡宮 手斧始式
鶴岡八幡宮 除魔神事
八雲神社（大町） 初神楽
白山神社 大注連祭
本覚寺 本えびす
材木座海岸 潮神楽
坂ノ下海岸 汐まつり
虚空蔵堂 護摩焚き供養
鶴岡八幡宮 左義長神事
円応寺 閻魔縁日
宝戒寺 太子講
荏柄天神社 初天神（筆供養）
常楽寺  文殊祭
明王院 初不動

1月１日（火･祝）～1月3 日（木）
1月2日（水）10時頃
1月2日（水）10時頃
1月4日（金）8時頃

1月4日（金）13時

1月5日（土）10時
1月6日（日）15時

1月8日（火）9時頃
1月10日（木） 祈祷会11時 /餅つき正午

1月11日（金）10時
1月11日（金）10時

1月13日（日）11時 /14時
1月15日（火）7時

1月16日（水）11時(午前中で拝観終了）
1月22日（火）13時

1月25日（金）10時30分
1月25日（金）14時
1月28日（月）13時
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旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.7
世界遺産登録を目指して 

浄光明寺
浄光明寺は、真言宗泉涌寺派の
寺院で1251年(建長３年) 六代執
権北条長時によって創建された
お寺です。北条氏や足利氏とゆ
かりの深い寺院で、足利尊氏は

後醍醐天皇に対し挙兵する直前、この寺に籠っていたと伝えら
れています。境内は、谷戸を雛壇状に造成した中世寺院の景観
がよく保存されています。本尊の阿弥陀三尊像・浄光明寺敷地
絵図・石造五輪塔が国の重要文化財に指定されています。

鎌倉市は、古都鎌倉の歴史的遺産の世界遺産登録を目指
した取り組みを進めています。そこで、武家の古都・鎌
倉の世界遺産候補を毎月紹介します。

地図 C-2

かまくら
四季のみどころ

今月は、初天神の行われる
荏柄天神社を紹介します。

荏柄天神社 鎌倉駅より鎌倉宮（大塔宮）
行きバス「天神前」下車３分

地図D-2

ちょうなはじめしき

じ ょ ま し ん じ

お お し め さい

鎌倉駅から鶴岡八幡宮を中心に、市内の広い範囲で車の乗り入れ規制が
行われますので、ご注意ください。
　　　期間　12月31日23時～1月1日17時、1月2・3日9時～17時

　【問合せ】鎌倉警察署・・・23-0110　大船警察署・・・46-0110　
　　　　 　市民安全課交通安全担当・・・23-3000 (内線 2319)

年末年始の交通規制　年末年始の交通規制　

ＱＲコード対応の携帯電話で
このＱＲコードを読み取れば、
観光商工課の携帯サイトに
直接アクセスできます。

あけましておめでとうございます

荏柄天神社は「学問の神様」
藤原道真公を祀っており、太
宰府天満宮、北野天満宮と共
に三古天神のひとつとして有
名です。1月25日には参拝者
が持ち寄った愛用の筆や鉛筆
を焚きあげて供養する初天神
（筆供養）が行われ、多くの人
で賑わいます。ちょうどこの

時期、拝殿の右側に植えられてい
る「寒紅梅」が見頃を迎えます。
美しい紅梅に見とれながら、伝統
行事に参加することができますの
で、寒さを忘れてでかけてみては
いかがでしょうか。
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12月29日（土）～31日(月)は休業、年始は1月1日（火･祝）9時から営業します。
観光案内所（JR鎌倉駅東口）の営業について　

徒
歩
約    
分

浄智寺

不老長寿

JR北鎌倉駅
徒歩約6分

徒歩約25分

徒歩約5分

江ノ電で約4分

病魔退散

鶴岡八幡宮

芸能・開運

長 寿

本覚寺

商売繁盛

財 福

長谷駅

御霊神社

幸福・財宝

一日で巡ることが出来る鎌倉・七福神詣は北鎌倉から巡るのが
おすすめです。江戸時代から親しまれてきた個性豊かな神々の巡
拝へ、一年の幸福を願っていざ!出かけましょう。

布袋尊

弁財天

毘沙門天

寿老人

4

妙隆寺

宝戒寺

夷 神

大黒天

長谷寺

福禄寿

弥勒菩薩の化身と
いわれています。境
内奥の洞窟に祀ら
れています。

源頼朝や北条政子が諸祈
願を行った弁財天といわ
れています。弁財天像は鎌
倉国宝館にあります。

北条氏ゆかりのお寺で、本尊左
に祀られています。“多聞天”と
も呼ばれる仏教の守護神です。

中国の道教の長寿神。本堂手
前のお堂に、欅の一木造りの寿
老人像が祀られています。

幕府の守り神として
源頼朝が祀ったと
いわれています。

徒歩約６分

大黒堂内には“出世開運授け大黒天”や“さわり
大黒”が祀られています。また、宝物館には神奈川
県最古の大黒天が
安置されています。

徒歩約4分

徒歩約１０分

中国の神が起源。境内の
宝蔵庫に祀られています。

市外局番は0467です。

再生紙を使用しています。

NPO法人　鎌倉ガイド協会 24-6548
古都鎌倉史跡めぐり<Bｺｰｽ＞ 「新春、招福祈願（鎌倉宮）と霊峰富士を仰ぐ」
　（ 鎌倉宮（正式参拝）、杉本寺、名越切通、光明寺（山門特別参拝））

参加費500円、拝観料等600円、交通費190円（バス代）

実施日　1 月22日（火）・24日（木）・28日（月）・30日（水）
集合＊JR鎌倉駅東口交番横（9:30）　解散＊光明寺バス停（14:30頃）

＊要事前申込。締切は実施日の一週間前。
申込＊はがきかファックスに希望コース名・希望日・氏名（同伴者名）・〒住所・
　　　電話番号明記の上『NPO法人鎌倉ガイド協会』宛まで
宛先＊〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜4-1-1　FAX : 0467-24 -6523

(※弁当・飲み物は持参）

県立近代美術館 22-5000（入館時間）9:30～16:30

【鎌倉別館】戦後の出発 1945年以後 混乱と希望の時代

観覧料　一般250円、20歳未満・学生150円、65歳以上100円

休館日（鎌倉館・鎌倉別館とも）  月曜日（14日は開館）

【鎌倉館】現代への扉 実験工房展 戦後芸術を切り拓く

観覧料　一般900円、20歳未満・学生750円、65歳以上450円
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1月27日（日）14時からギャラリートーク
1月19日（土）14時～ ゲストトーク 講師:大日方欣一氏

1月27日（日）15時からギャラリートーク

1月12日（土）～3 月24日（日）

1月12日（土）～3 月24日（日）

【鎌倉館・鎌倉別館とも】高校生100円、中学生以下・障害者手帳所持者無料

県立フラワーセンター 46-2188（入園時間）9:00～16:00

園内では、パンジー、アイスランドポピー、梅、ろうばい、シクラメン等
が見頃です。各種セミナー・イベント等は、下記よりご確認ください。

入園料　20歳以上350円、学生・20歳未満250円、65歳以上
　　　　と高校生100円、中学生以下・障害者手帳所持者無料
休館日　月曜日（14日は開館）、12月28日～1月4日、1月15日

＜展示場＞園内盆栽展  1 月 5日（土）～14日（月･祝）、パンジー・ビオラ展
1月5日（土）～20日（日）、スプリングガーデン展  1月26日（土）～2月24日（日）

→ http: //www.pref.kanagawa.jp/cnt / f598/

地図 大船

＜当日受付のセミナー（入園料のみ必要）＞
落葉果樹の冬期剪定　1月23日（水）13:30～　定員 :60名

休館日　月曜日、12月28日～

鎌倉彫資料館 25-1502（入館時間）9:30～16:30

1月５日　入館料　一般300円、中学生200円、小学生150円　
常設展　1月6日（日）～6月30日（日）

地図C-3

葉祥明美術館 24-4860（入館時間）10:00～17:00

入館料　一般700円、小・中学生350円　

企画展「学びの思い出展 ～教科書表紙絵～」　～1月25日（金）
企画展「雲のゆくおるがん」展　1月26日（土）～3月15日（金）
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1月12日（土）14時からミュージアムトーク＆サイン会
年中無休（12月30日～1月2日は16:00まで）

前田順子 和のキルト展 ～紅絹でつないだ記憶～ ～1月27日（日）
入館料 一般500円、中・高生300円、小学生200円

北鎌倉古民家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 25-5641（入館時間）9:30～17:00

休館日　　12月31日、1月1日

地図C-1

鎌倉国宝館 22-0753 （入館時間）9:00～16:00

肉筆浮世絵の美  ー氏家浮世絵コレクションー
1月1 日（火・祝）～2月11日（月・祝）
観覧料　一般400円、小・中学生200円
毎週土曜日14時から学芸員による解説有り
休館日　月曜日（14日は開館）、1月15日

地図D-2

鏑木清方記念美術館
収蔵品展「正月の風情 ー羽子板展 ー」
～1月20日（日）　観覧料 一般200円、小・中学生100円

毎月第2・第4土曜日13時30分から学芸員による解説有り
休館日　月曜日（14日は開館）、12月29日～1月3日

23-6405（入館時間）9:00～16:30
かぶらききよかた
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収蔵品展「描かれた女性美」 
1月26日（土）～３月3日（日）　観覧料 一般200円、小・中学生100円

鎌倉文学館 23-3911（入館時間）9:00～16:00

鎌倉の西洋館 写真と三大洋館建築模型展
1月9日（水）～1月27日（日）収蔵品展の入館料でご覧いただけます。

収蔵品展 鎌倉文人録シリーズ７「ミステリー作家・翻訳家篇」 
12月15日（土）～4月21日（日）観覧料　一般300円、小・中学生100円

休館日　月曜日（14日は開館）、12月29日～1月3日

地図B-3

毎週土曜日14時から学芸員による解説有り

48-5500 
（ﾁｹｯﾄｾﾝﾀｰ )
　0120-1192-40鎌倉芸術館

＊学生席（小～高校生）は鎌倉芸術館のみ取扱い、当日要学生証

＊学生席（小～高校生）は半額（鎌倉芸術館のみ取扱い）
全公演とも未就学児のご入場はご遠慮ください。

地図 大船

鎌倉芸術館ゾリステン Vol.37 結成20周年記念コンサート

かまくら名人劇場番外編「浪曲 国本武春」

大ホール

14:00開演　小ホール 全席指定3,000円

1月13日（日）15:00開演

2月３日（日）

S席4,000円　A席 3,000円　B席 2,000円　学生席 500円

川喜多映画記念館 23-2500 （入館時間）9:00～16:30 地図C-2

　　　　　　【11:00～（各回初日のみ）/14:00～】   
1月8日～10日「山河あり」11日～13日「放浪記」
２２日～24日「六條ゆきやま紬」

特別展「映画女優 高峰秀子」　～1月27日（日）
　

1月の上映 
観覧料　一般300円、小・中学生150円

料金（観覧料込）一般1,000円、小・中学生500円

連続講座　第３回『高峰秀子 引退後の日々』
1月２６日（土）1４:00～　料金 （観覧料込）1，000円　講師 :斎藤明美さん　

休館日　月曜日（14日は開館）、12月29日～1月3日、1月15日

25日～27日＊26日（11:00のみ）･27日（14:00のみ）「恍惚の人」

◆宿泊については、観光案内所 （     0467-22-3350　9:00〜17:00 ）へどうぞ。※12月29日（土）～31日（月） 休業

展示会・催し物の情報


