
寺社特別参拝梅かまくら

主催　鎌倉十三仏実行委員会　　事務局  TEL 0467－40－3044
詳細は、 http://kamakuratoday.com/plan/13butsu.html

高徳院高徳院

明王院明王院

ーこころとむきあうー

梅香るこの季節、鎌倉の寺社では応募による人数限定の特別参拝
が実施されます。普段とは違う寺社の魅力に触れることができる
数少ない機会です。

＜応募方法＞
往復はがきに、①アルファベット ②参加希望人数（1通につき2名まで） ③代表者〒 ④代表者住所
⑤代表者名⑥代表者年齢⑦代表者ＴＥＬ⑧代表者ＦＡＸ⑨他の参加希望者の氏名・年齢 を明記の上、
下記住所までお送り下さい。当選した方にはそれぞれに対して参加証をお送りします。
複数の特別公開を申込む場合は、それぞれ別の往復はがきでお申込み下さい。

＜募集定員＞各30名 ※お申込み多数の場合は抽選 ＜応募締切＞ 各実施日の10日前必着

＜お布施＞ 1寺社1,000円（    東日本大震災復興祈願万灯会 は必要ありません）

応募による特別参拝 応募して当選した方のみご参拝いただけます

当日受付の特別参拝 申込不要。時間内なら自由に参拝可能です

海蔵寺 2/16（土） 10:30～12:00H

明王院 2/23（土） 13:00～14:30M

東日本大震災復興祈願万灯会 
長谷寺にて

3/10（日） 18:00～S

建長寺2/21（木）L

極楽寺2/18（月）J

長谷寺2/26（火）O

来迎寺 3/5（火） Q

2/4（月）A

円覚寺2/25（月）N

浄光明寺2/20（水）K

東慶寺3/1（金）P

報国寺 3/7（木）R

本覚寺 2/5（火）B

覚園寺 2/8（金）D

妙本寺 2/14（木）F
浄妙寺2/15（金）T

寿福寺 

建長寺 2/13（水）E

円覚寺 2/6（水）C

浄智寺2/15（金）G
高徳院2/16（土）I

※1通につき、1ヶ寺お申込みいただけます。往復ハガキ以外の申込は無効です。

※  　浄妙寺のみ 10時30分～T
各寺 13時30分～開始（所要時間 :1時間半から 2時間程度）

S

※A～Dはすでに締切り済み

浄妙寺浄妙寺

2 月の行事

今月のPickUp!
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鎌倉小さな

2月号　No.529

旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.8
世界遺産登録を目指して 

円覚寺
円覚寺は臨済宗円覚寺派総本山
で鎌倉五山第二位に列せられて
います。1282 年、北条時宗が中
国より無学祖元禅師を招いて創
建し、北条時宗の祈祷寺となる

など、鎌倉時代を通じて北条氏に保護されました。舎利殿と梵
鐘が国宝に指定されており、その他多くの重要文化財を所有し
ています。境内には現在も禅僧が修行をしている道場があり、
一般の人も参加できる土日坐禅会も実施されています。

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-1

かまくら
四季のみどころ

今月は梅の名所、宝戒寺と浄智寺を紹介します。
他にも、荏柄天神社　　　　・浄妙寺　　　　　
報国寺　　　　・瑞泉寺　　　　・東慶寺
光則寺　　　　・長谷寺　　　　・海蔵寺
安国論寺　　　　などのお寺が梅の名所です。

宝戒寺（かながわ花の名所 100 選）
鎌倉駅東口より徒歩 15 分

地図D-2

宝戒寺は秋の花「萩」で良く
知られているお寺ですが、梅
の花の名所としても有名で、
１本の木に赤と白の花が入り
乱れて咲くという珍しい梅
「想いのまま」など、様々な
種類の梅を楽しむことができ
ます。特に本堂前のしだれ梅
は、地面に届くほど枝垂れた
見事な枝ぶりで、満開時にはちきれんばかりに咲き誇り、
境内を華やかに彩ります。参道両側の紅梅・白梅は2月下
旬から3月中旬、しだれ梅はそれより少し遅めと長い期間
にわたって梅の花を楽しめるのも特長です。

浄智寺
北鎌倉駅より徒歩 10 分

地図 C-１

臨済宗円覚寺派の禅寺で、鎌
倉五山の第四位である浄智寺
は、境内には竹林ややぐらな
どを巡る散策路が設けられて
おり、参拝していると禅寺に
ふさわしい閑寂な雰囲気に満
たされ、季節を問わず訪れた
くなるお寺です。この季節に
は梅の花が美しいだけでな
く、ミツマタやスイセン、クロッカスなどの花々も咲き乱れ、
早春を感じる華やかな風景に出会えます。近隣のお寺と合
わせて必ず訪れたい梅の名所です。

大船観音寺 節分会

建長寺 節分会

長谷寺 節分会

鎌倉宮 節分祭

荏柄天神社 針供養
佐助稲荷神社 初午祭
丸山稲荷社 初午祭

2月1 日（金）
12時頃開場 先着1,000名まで　14時頃～豆まき

2月3日（日）
11時 法要　12時頃～ 豆まき

2月3日（日）
12時～豆まき

2月3日（日）
15時20分頃～鬼やらい神事　15時40分頃～豆まき

2月8日（金）10時30分
2月9日（土）正午頃
2月9日（土）14時頃

・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・  ・・・・・・                           

・・・・・・・・・・     　　　

・・・・・・・・・・・・     　　　

 　　　                       

地図D-2 地図 E-2

地図 B-3

地図 D-3

地図 B-3 地図 C-2

地図 E-2地図 D-3 地図 C-1

〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-3-7-301鎌倉十三仏詣実行委員会事務局 応募 シ 係

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<Aｺｰｽ＞ 「梅の香りとともに、龍口寺輪番八カ寺を
巡る」ー龍口寺から、片瀬山公園、小動岬へー
（ 龍口寺、常立寺、本蓮寺（開扉）、法源寺、本龍寺、勧行寺、妙典寺、東漸寺、
本成寺（開扉）、浄泉寺、小動神社（徒歩約５km））

参加費500円、拝観料等２00円

実施日　2 月2１日（木）・2５日（月）・2７日（水）・3月１日（金）
集合＊湘南モノレール・湘南江の島駅（9:30）　解散＊江ノ電腰越駅（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】戦後の出発展 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（11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

地図C-2

2月16日（土）14時から学芸員によるギャラリートーク

2月16日（土）15時から学芸員によるギャラリートーク

～3 月24日（日）

～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、梅、まんさく、パンジー、ハナナ、クリスマスローズ等が見頃
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（11日は開館）、2月12日

＜展示場＞スプリングガーデン展  ～2月24日（日）スイートピー展  
～2月11日（月･祝）クリスマスローズ展  2月14日（木）～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）＞
クリスマスローズの楽しみ方　2月20日（水）13:30～　定員 :60名

休館日　月曜日

鎌倉彫資料館 25-1502（入館時間）9:30～16:30

入館料　一般300円、中学生200円、小学生150円　
常設展　～6月28日（金）

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　　年中無休　
常設展・冬　～２月28日（木）

企画展 今道友信先生を偲んで「雲のゆくおるがん」原画展
～3月15日（金）

地図C-1

２月９日（土）14時から葉祥明によるミュージアムトーク＆サイン会

おひなさまと吊し飾り ２月2日（土）～４月７日（日）
入館料 一般500円、中・高生300円、小学生200円　２月は無休

北鎌倉古民家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 25-5641（入館時間）9:30～17:00 地図C-1

鎌倉国宝館 22-0753 （入館時間）9:00～16:00

ひな人形
2月16 日（土）～3月31日（日）

肉筆浮世絵の美 ー氏家浮世絵コレクションー
～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（11日は開館）

地図D-2

鏑木清方記念美術館

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（11日は開館）、2月12日

23-6405（入館時間）9:00～16:30
かぶらききよかた

地図C-2

収蔵品展「描かれた女性美」 
～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

愛は言葉だ！文豪のハートに触れるバレンタイン
2月2日（土）～2月14日（木）収蔵品展の入館料でご覧いただけます。
（期間中、バレンタイン特別割引あり。カップルまたは、ご夫婦1名無料。）

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

休館日　月曜日（11日は開館）

地図B-3

期間中の土・日・祝・14日
文豪の愛にまつわるギャラリートーク13時から（10分程度）
＊『ビブリア古書堂の事件手帖』イラスト原画展／期間中 1階講座室

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（小～高校生）は1,000円（鎌倉芸術館のみ取扱い。当日要学生証）
未就学児のご入場はご遠慮ください。

地図 大船

能楽の世界「初めてでも楽しめる新･能楽講座」
15:00開演　小ホール 全席指定2,500円3月３日（日）

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

2月2日「少年」（英語字幕版）（＊14:00～はなし）
５日～７日「愛と希望の町」＋「明日の太陽」
８日～10日「青春残酷物語」19日～21日「絞死刑」
22日～24日「少年」

企画展「監督 大島渚＆女優 小山明子」　2月1日（金）～
3月31日（日）
２月の上映 　

観覧料　一般200円、小・中学生100円

料金（観覧料込）一般1,000円、小・中学生500円

講演会　『大島渚監督との出会い～二人の映画人生～』
2月２日（土）1４:00～　料金 （観覧料込）1，000円　講師 :小山明子さん　

休館日　月曜日（11日は開館）、2月12日

【10:30～（各回初日のみ）/14:00～】  

◆宿泊については、観光案内所 （     0467-22-3350　9:00〜17:00 ）へどうぞ。

展示会・催し物の情報


