
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＞ 『小坪の寺社から新緑の大崎公園へ』
－小坪の双体道祖神を巡る－
（ 和賀江嶋、正覚寺、住吉神社、海前寺、小坪寺、光明寺廟所
（徒歩約4.5km、高低差あり））

参加費500円、拝観料等300円、交通費190円

実施日　4 月16日（火）・18日（木）・22日（月）・24日（水）
集合＊JR鎌倉駅東口 交番横（9:30）　解散＊バス停「光明寺」（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

(※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】日本画の伝統と革新
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( 但し4月29日は開館）

片岡球子　創造の秘密　日本画家のスケッチブックから

観覧料　一般700円、20歳未満・学生550円、65歳以上350円

地図C-2

4 月6日（土）～5 月26日（日）

4 月6日（土）～5 月26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

4月27日（土）14時から学芸員によるギャラリートーク有り

4月13日（土）14時から学芸員によるギャラリートーク有り

県立フラワーセンター 46-2188（入園時間）9:00～16:00

園内では、ビオラ、キンセンカ、チューリップ、さくら、しゃくなげ、ぼたん
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(但し4月29日は開園）

＜展示場＞おしば美術展  4月2日（火）～5月6日（月）春の盆栽展  4月9日
（火）～14日（日）さくらそう展  4月16日（火）～21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）＞
家庭で楽しむ果樹栽培　4月17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　

企画展 絵本「海からの風」原画展　～5月17日（金）

常設展・春　～5月31日（金）

地図C-1

ミュージアムトーク＆サイン会　4月6日（土）14:00～ 入館料のみ　

ネコ・エクスポ2013 ４月13日（土）～5月19日（日）
入館料 一般500円、中・高生300円、小学生200円　4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

特別展　鎌倉の至宝
4月6日（土）～5月12日（日）
観覧料　一般600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(但し4月29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(但し4月29日は開館）

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」 
～4月14日（日）　観覧料 一般200円、小・中学生100円
特別展　開館15周年記念　清方、美人画の巨匠へ
4月19日（金）　～5月22日（水）　観覧料 一般300円、小・中学生150円
※4月18日（木）は開館15周年記念のため無料開館（9時～14時30分）

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
特別展　太宰治VS津島修治
4月27日（土）～7月7日（日） 観覧料　一般400円、小・中学生200円

休館日　月曜日(但し4月29日は開館）、4月22日（月）～26日（金）

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（鎌倉芸術館のみ取扱い）
未就学児のご入場はご遠慮ください

地図 大船

春のかまくらランチタイム・コンサート SeasonⅢ
水谷川優子チェロ・リサイタル

　11:00開演　小ホール
全席自由　前売1,000円　当日1,200円
4月23日（火）

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

9日～11日「フレンチ・カンカン」   12日～14日「パリ・オペラ座のすべて」
23日～25日「マリー・アントワネット」
26日 (10:30の上映なし）～27日「パリ、ジュテーム」  28日～30日「椿姫」

企画展「映画に見るフランス　憧れのパリ」

4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500円、小・中学生250円

特別鑑賞料金（観覧料込）一般1,000円、小・中学生500円

休館日　月曜日(但し4月29日は開館）

【10:30～（各回初日のみ）/14:00～】  
4月4日（木）～6月30日（日）

第２回鎌倉シネサロン　4月20日（土）10:00～／14:00～の2回
「発掘された鎌倉の映画『わが町の出来事』～父シュウ・タグチの仕事を語る～」
講師：田口寧さん　

◆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

源氏池の畔に造られた廻遊式の日本庭園に約3０品種6００株
の牡丹が植えられています。元旦から2月にかけての「正月
ぼたん」も有名ですが、春は、4月上旬～５月上旬に「春ぼたん」

を堪能できます。桜の開花時期によっ
ては源氏池ほとりのソメイヨシノと
牡丹の美しい共演も楽しめます。牡
丹は他にも長谷寺　　　　や建長寺
　　　　でも見られます。

例年４月上旬に海棠を楽しむことがで
きます。海棠は桜の花よりもやや紅色
が濃く、枝先に数個の花が集まって咲
くのが特徴です。特に光則寺の海棠は
「かながわの名木100 選」「鎌倉市天然
記念物」にも指定されており、推定樹
齢約200 年といわれている古木で、他の海棠の若木ととも
に枝いっぱいに可憐な花を咲かせ、満開時にはまさに春一
番の美しさを誇ります。
他に、海蔵寺　　　　・妙本寺　　　　などでも楽しめます。

4 月・5月の行事

今月のPickUp! 鎌倉小さな

4月号　No.531

旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.10
世界遺産登録を目指して 

荏柄天神社
荏柄天神社は、長治元年（1104
年）雷雨とともに黒い束帯姿の
天神画像が天降り、神験をおそ
れた里人等が社殿を建ててその
画像を納め祀った縁起に始まる

といわれています。治承4年（1180年）鎌倉幕府を開いた源頼朝
は荏柄天神を鬼門の方角に位置し、改めて社殿を造立しました。
今の本殿は寛永元年（1624年）に鶴岡八幡宮若宮の旧本殿を譲
り受け移築したもので、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D-2

かまくら
四季のみどころ

今月は春爛漫の鎌倉の花巡りにでかけませんか。
桜が終わっても海棠や牡丹など見所満載です。

光則寺 江ノ電「長谷駅」
徒歩 約 6分

鎌倉駅　徒歩 約 10 分

地図 B-3

地図 D-3 地図 C-2

地図 D-2

地図 B-3

地図 D-1

4月６、13、20、27の土曜日、４月28日（日）～5月6日（月）  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

第55回鎌倉まつり・・・・・・・・ 4月14日（日）～21日（日）

・・・・4月8日（月） 10時～15時

・・・・・・4月7日（日） 12時～15時

鶴岡八幡宮 菖蒲祭 ・・・・・・・・・・・・・ 5月5日（日） 13時

極楽寺特別拝観

8日（月） 10時～15時／9日（火） 10時～12時

鶴岡八幡宮 神苑ぼたん庭園

問合せ：鎌倉市観光協会　　 0467-23-3050

鎌倉宮 草鹿神事・・・・・・・・・・・・・・・ 5月5日（日） 13時
くさじし

第55回 鎌倉まつり
1959年(昭和34年)から続いている春の一大イベント、鎌倉まつりは、
まさに鎌倉の春の訪れの象徴といえます。鶴岡八幡宮を中心にパレー
ド、静の舞、流鏑馬、野点席など様々なイベントが行われます。歴史と伝
統が息づく、まさに鎌倉ならではの春恒例行事に参加して、鎌倉の春を
堪能してみませんか？

鎌倉まつりの締めくくりは迫力満点の「流
鏑馬」。勢いよく駆け抜ける馬にまたがる
射手が、馬上から3つの的を順番に射止
めていきます。

主な行事
4月14日（日）

15時～ 静の舞

第一小学校からスタートし
鶴岡八幡宮まで続く、にぎ
やかなパレードです。
音楽隊や神輿のほか、武者
行列を沿道から見ることが出来ます。

11時～ パレード 【若宮大路】

4月21日（日）13 時～ 流鏑馬 【鶴岡八幡宮馬場】

毎年舞の名手により奉納される、古式ゆ
かしい「静の舞」が鶴岡八幡宮舞殿にて
行われます。

その他、野点席・義経まつり等、市内各所で
数多くのイベントを予定しています。

パレード・静の舞・流鏑馬の開催の有無につきましては、当日9時から鎌倉
市観光協会（TEL 23-3050）ホームページ http://kamakura-info.jp/ 、また
は9時～12時まで鎌倉市観光商工課（TEL 61-3884）でお知らせします。

かながわ花の名所100選

かながわ花の名所100選

しゃ   か   にょらい とくべつ  ご   かい  ひ

にんしょう  ぼ  さつ   ご  びょう

釈迦如来特別御開扉

忍性菩薩御廟特別参拝
・・・・・・・・・・4月8日（月） 10時～15時

かん ぶつ  え

灌仏会（花祭り）

かいどう

かいどう

http://guide.city.kamakura.kanagawa.jp
@kamakura_kankou
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