
この季節、ぜひ訪れたいのが、「竹の寺」とも称される報国
寺です。その庭には、京都から移してきた孟宗竹で作られ
た広い竹林が広がっています。林の中には石灯篭が置かれ、

竹の緑を引きたたせています。休耕
庵という茶席もあり、静かな空間で
新緑のすがすがしさを心ゆくまで堪
能できます。 鎌倉散歩の途中休憩に
もぴったりです。

北条政子の法号から取られた安養院は、
本堂に本尊阿弥陀如来像と千手観音像
と北条政子像が安置されています。4月
下旬頃から通りに面して植えられてい
る大紫つつじが咲き始め、満開を迎え
ると、紫みのある明るい赤色で一面が
染まり、非常に圧巻で、美しい風景を楽しめます。
ツツジは他に、荏柄天神社　　　　・大船観音寺　　　・久
成寺　　   ・高徳院　　　　・浄光明寺　　　　・貞宗寺　　
仏行寺　　　・若宮大路（段葛）　　　　などでも楽しめます。

5 月の行事

今月のPickUp! 鎌倉小さな

5月号　No.532

旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.11
世界遺産登録を目指して 

永福寺跡
永福寺は、源頼朝が建てた寺院で、
鶴岡八幡宮、勝長寿院とならん
で当時の鎌倉の代表的な寺院の
一つでした。二階の堂があった
ため「二階堂」と呼ばれ、付近一

帯の地名として現在も残っています。応永12年 (1405)に焼失し
ましたが、昭和58年から開始された調査で堂の跡などが発見され、
国指定の史跡となっています。調査をもとに現在建物の基礎部
分の復元工事が行われており、池も整備される予定です。

鎌倉市は、神奈川県・横浜市・逗子市とともに世界遺産登録
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」を構成する社寺や考古学的遺跡などを毎月紹介します。
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かまくら
四季のみどころ

今月は安養院のツツジと
新緑が映える報国寺の竹林を紹介します。

安養院 鎌倉駅東口より徒歩 17 分
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4月28日（日）～5月6日（月）、11、18、25日（土）  10時～16時
吉屋信子記念館一般公開

報国寺

問 合 せ：鎌倉商工会議所　　 0467-23-2561
最新情報：

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

鎌倉文学館　「バラまつり」
・・・5月15日（水）～6月9日（日）

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

ホームページ
ツイッターアカウント

発行／平成25年5月1日  鎌倉市観光商工課
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号
　0467－61－3884

長谷の市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5月19日（日）
8時～ 11 時　光則寺門前にて朝市
9時～ 16 時　長谷寺にてイベント、模擬店など

大船駅東口周辺にてパレードや模擬店など

光明寺 秋葉大権現例祭 ・・・・・・・・・・・5月19日（日） 11時
あきば  だいごんげん れいさい

大船まつり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5月12日（日） 10時

宝戒寺 徳崇大権現会 大般若経転読会 5月22日（水） 13時
とくそう だいごんげん  え　 だいはんにゃきょうてんどくえ
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■開催日時
　5月18日(土)  10時～ 16時半
　5月19日(日)  10時～ 16時

■会場
　由比ヶ浜海岸

「鎌倉ビーチフェスタ」
はハワイで行われてい
る祭をヒントに、「鎌
倉の海でものんびり過
ごせたら」という発想
からはじまりました。
メインイベントは、海
をバックにしたステー

ジで披露されるフラダンスやベリーダンス、地元ミュー
ジシャンによるライブですが、他にも砂像作りやゲーム
コーナー、飲食の屋台など、ふらりと立ち寄るだけでも
十分楽しめます。夏本番を前に浜辺でのんびり過ごしま
せんか？

鎌倉ビーチフェスタ2013第12回

よう      ふく      じ       あと

http://kamakura-cci.or.jp/
http://www.facebook.com/kamakurabeachfesta

鎌倉駅よりバス 5番のりば金沢八景駅ゆきなど
浄明寺バス停下車　徒歩 2分

小田原･鎌倉

創業百五十年の味わい

山安鎌倉店

創業百五十年、小田原「山安」の伝承の
技と味を堪能、天然天日塩仕上げの
旬のひもの。

鎌倉市雪ノ下 2-3-26
（鶴岡八幡宮の脇）
10:00〜17:30　定休日／なし
　0467-61-1137

市外局番は0467です。

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＞ 『鎖大師の御心に触れ、新緑の鎌倉山から
極楽寺へ』－青蓮寺でご法話を聴く－
（青蓮寺（ご法話）、鎌倉山記の碑、夫婦池公園、鎌倉山神社、月影地蔵堂、極楽寺（徒歩約7km、高低差あり））

参加費500円、拝観料等200円、交通費220円（バス代）

実施日　5 月9日（木）・13日（月）・15日（水）・16日（木）
集合＊湘南モノレール大船駅（9:30）　解散＊江ノ電極楽寺駅（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

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5月6日は開館）

【鎌倉館】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
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～5 月26日（日）

～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

5月11日（土）14時から学芸員によるギャラリートーク有り

5月25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）9:00～17:00

園内では、シャレーポピー、カンパニュラ、ばら、しゃくやく、ルピナス
ハイビスカス、熱帯性スイレン等が見頃です。

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5月6日は開館）、5月7日（火）　

＜展示場＞初夏の山草展  5月8日（水）～12日（日）春のばら展  5月14日
（火）～19日（日）さつき盆栽展  5月21日（火）～26日（日）など

地図 F

＜当日受付のセミナー（入園料のみ必要）＞
ばら作り～初夏の手入れ　5月15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
　　　　(5月 1日～４日まで鎌倉彫会館創作展のため入場無料）　

常設展　～6月28日（金）
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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）
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ネコ・エキスポ2013 ～5月19日（日）　

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

休館日 5月20日～30日

鎌倉国宝館 22-0753 （入館時間）9:00～16:00

特別展　鎌倉の至宝　～5月12日（日）
観覧料　一般600円、小・中学生200円
常盤山文庫名品展　　5月16日（木）～6月30日（日）
観覧料　一般500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5月6日は開館）、5月7日（火）
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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5月6日は開館）、5月28日（火）　

23-6405（入館時間）9:00～16:30
かぶらききよかた
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特別展　鏑木清方生誕135年記念　初夏の風情　－随筆『こしかたの記』とともに－

5月25日（土）　～6月30日（日）　観覧料 一般300円、小・中学生150円
5月28日（火）　13:30～ 作家・辻原登氏による講演会（申込制）

特別展　開館15周年記念　清方、美人画の巨匠へ
～5月22日（水）　観覧料 一般300円、小・中学生150円

鎌倉文学館 23-3911（入館時間）9:00～16:30

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

休館日　5月13日（月）
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毎週土曜日14時から学芸員による解説有り
バラまつり2013　5月15日（水）～6月9日（日）

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
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春のかまくらランチタイム・コンサート SeasonⅢ　牧野竜太郎 kind of love
　11:00開演　小ホール 全席自由　前売1,000円5月24日（金）

鎌倉芸術館開館20周年記念　オープンハウス（大船まつり共催企画）入場無料
　10:00～16:00　（各ホール等でイベントあり）5月12日（日）

当日1,200円

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

14日～16日「殿方ご免遊ばせ」 /17日～19日「夏時間の庭」
28日～30日「われら巴里ッ子」/31日～6月2日「凱旋門」  

企画展「映画に見るフランス　憧れのパリ」

５月の上映 　
観覧料　一般200円、小・中学生100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5月6日は開館）、5月7日（火）　

【10:30～（各作品初日のみ）/14:00～】  

1日,2日（ともに13:00）「天井桟敷の人々」/2日,6日（ともに10:00）「居酒屋」
3日(10:00),6日（13:00）「巴里の空の下セーヌは流れる」/4日(13:00),5日（10:00） 
「ロシュフォールの恋人たち」/4日(10:00),5日（13:00）「シェルブールの雨傘」

G.W.のアンコール上映 　

～6月30日（日）

1日 (10:00),3日（13:00）「昼下りの情事」 

◆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


