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シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.9
世界遺産登録を目指して 

極楽寺
極楽寺は鎌倉唯一の真言律宗の
寺で、開基は北条重時、開山は
忍性です。古絵図を見ると往時
の境内には、施薬院、療病院な
どの施設があり、医療・福祉施

設としての役割も果たしていました。それらは忍性の功績であ
り、現在本堂前にある茶臼と石鉢がその証とされています。「極
楽寺境内・忍性墓」が国の史跡であり、「五輪塔」や本尊である「木
造釈迦如来立像」などが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 B-4

かまくら
四季のみどころ

今月は桜が見頃になる前にぜひ訪れたい
鎌倉街道の杉本寺と報国寺の小さな春を紹介します。

杉本寺 鎌倉駅東口よりバス 5番乗り場
「杉本観音」下車　徒歩 1分

鎌倉駅東口よりバス 5番乗り場
「浄明寺」下車　徒歩３分

地図D-2

地図 E-2

鎌倉最古の寺・杉本寺。観音霊場坂東三
十三か所第一番の札所としても知られて
おり、鎌倉初期の火災のときに３体の本
尊が自ら杉の木の下に避難して火を避け
たという縁起から“杉本観音”と呼ばれ

ています。山門も本堂も
茅葺きのこのお寺では、
白旗はためく階段が印象的。色とりどりのツ
バキも彩りを添えています。

東日本大震災復興祈願万灯会（於 長谷寺）
３月10日（日）18時浄土宗・真言宗・臨済宗・日蓮宗それぞれの

宗派による三回忌の追善法要を行います。

鶴岡八幡宮 献詠披講式 ３月31 日（日）13時・・・・・・・ ・・ 

地図G

4月６、13、20、27の土曜日、４月28日～5月6日  10時～16時
吉屋信子記念館一般公開

旧華頂宮邸一般公開
大佛次郎茶亭一般公開
旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）一般公開

4月6日（土）・7日（日）10時～16時

4月6日（土）10時～16時

4月6日（土）～7日（日）10時～16時

14 日（日）若宮大路パレード/静の舞
21日（日）流鏑馬など

問合せ：鎌倉市観光協会
　　　　　  0467-23-3050

第55回鎌倉まつり・・・・・・・・ 4月14日（日）～21日（日）

浄妙寺

鎌倉五山第五位の寺格を持つ古刹・浄妙寺。
境内には、枯山水の庭園を眺めながら贅沢
なひとときを過ごすことが出来る“喜泉庵”

が、静かに佇んでい
ます。かつて僧侶た
ちが会して茶を喫したこの場所で抹
茶をいただきながらゆっくりと春を
感じることができます。

鎌倉の桜の見頃は例年、３月下旬から４月上旬です。桜の定番スポット
は数多くありますが、鎌倉の魅力は歴史を感じる空間ならではの風情
の中でお花見を楽しめるところです。ぜひ、足をお運びください！

北鎌倉の円覚寺や建長寺では、
桜と古刹の共演が見事です。

長谷寺では満開の桜越しに由比ヶ
浜を望むことができます。桜と海か
らなる”絶景”が鎌倉ならではです。

円覚寺　地図 C-1

建長寺　地図D-1

段葛　地図 C-3～2

光明寺　地図 C-4

鶴岡八幡宮源平池　地図D-2

落ち着いた雰囲気の光明寺の桜は
山門前が見ごたえ十分です。
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鶴岡八幡宮の参道である段葛では300本の桜のトンネルが、境内では
源平池のほとりに並ぶ桜が水面に映り込む美しい風景が見どころです。

長谷寺　地図 B-3

F
【そのほかのさくらの名所】　鎌倉山桜並木　　　　源氏山公園       
散在ガ池森林公園　　 葛原岡神社　　 御霊神社       安国論寺       
光則寺       高徳院       浄妙寺       青蓮寺     杉本寺       長勝寺       
仏行寺       宝戒寺       報国寺       本覚寺       妙法寺       妙本寺       
瑞泉寺       来迎寺       頼朝の墓       ほか

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＞ 「春爛漫！桜咲く鎌倉の街に旧跡を訪ねる」
ー霊跡本山・妙本寺でご法話を聴くー
（ 本覚寺、妙本寺（ご法話）、段葛、鶴岡八幡宮、大蔵頼朝桜道、法華堂跡
（徒歩約4.5km、高低差なし））

参加費500円、拝観料等300円

実施日　3 月28日（木）・４月2日（火）・4日（木）・５日（金）
集合＊JR鎌倉駅東口 交番横（9:00）　解散＊バス停「岐れ道」（12:30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

(※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

【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

～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

＜ミュージック・コンクリート /電子音楽オーディション＞再現コンサート
3月10日（日）14時30分～16時　鎌倉別館 展示室
講師 :川崎弘二氏 音響：有馬純寿氏（申込不要、観覧料のみ）

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、ハナナ、クリスマスローズ、はなもも、つばき、
熱帯性スイレン等が見頃です。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・3月21日（木）

＜展示場＞春蘭展  3月５日（火）～10日（日）生花展  3月15日（金）～17日（日）
すみれ展  3月19日（火）～24日（日）花の会写真展  3月19日（火）～31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）＞
四季の菊作り・春の作業　4月３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

鎌倉彫会館まつり　3月20日（水）当日は全館入館無料

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　
企画展 絵本「海からの風」原画展　3月16日（土）～5月17日（金）

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

おひなさまと吊し飾り ～４月７日（日）
入館料 一般500円、中・高生300円、小学生200円　3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
～3月31日（日）
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

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

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「清方描く　桜の風情」 
３月９日（土）　～4月14日（日）　観覧料 一般200円、小・中学生100円

春休み親子鑑賞　
3月26日（火）～4月４日（木）　小・中学生及び同伴者1名観覧料無料。
また、小・中学生を対象にした解説書を配布いたします。

鎌倉文学館 23-3911（入館時間）9:00～16:30

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

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（小～高校生）は定価の半額（A ･B席が対象。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

かまくらプレミアム・オーケストラ・シリーズVol.21
小澤征爾音楽塾特別演奏会2013（ご挨拶・お話：小澤征爾）

　15:00開演　大ホール
Ｓ席3,000円　A席 2,000円　B席1,000円
3月24日（日）

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

5日～７日「儀式」
8日～10日「愛の亡霊」
19日～21日「戦場のメリークリスマス」
22日～24日「御法度」

企画展「監督 大島渚＆女優 小山明子」　～3月31日（日）

3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
休館日　月曜日

【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


