
6 月の行事

東慶寺は縁切り寺、駆け込み寺として有名ですが、鎌倉で
も屈指の花の寺としても有名で一年を通して様々な花を楽
しむことができます。この季節山門のアジサイの他、露座
の金仏様の背後に広がるハナショウブも非常に見事です。

また、鎌倉を代表する花「イワタバコ」
の群生や、本堂裏の「岩がらみ」も
見逃せません。（「岩がらみ」は特別
公開です。公開時期は鎌倉市観光商
工課までお問い合わせ下さい。）

「あじさい寺」として名の知られる明月
院ですが、あじさいの時期とおなじく
して明月院本堂後庭園ではハナショウ
ブ田が特別公開されます。（拝観料とは
別に500円の庭園拝観料がかかります。）
約3000株のハナショウブは、白、薄い
紫、濃い紫とグラデーションのように咲き誇り、アジサイ
に劣らず美しく、目を楽しませてくれます。こちらの庭園
はハナショウブの季節と秋の紅葉の季節のみの公開です。
（ハナショウブの時期の公開は6月中旬までです。）

今月のPickUp! 鎌倉小さな

6月号　No.533

旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.12

仮粧坂
仮粧坂は鎌倉七口のひとつで現
在の鎌倉市扇ガ谷から源氏山公
園を結ぶ切通です。武蔵方面へ
通じる主要な出入り口として鎌
倉の防御上重要な意味をもち、

坂上には武蔵国方面の物流の拠点として市場が開かれ賑わって
いました。1333年5月18日の新田義貞の鎌倉攻めの時、幕府軍
の抵抗激しく新田軍はこの坂道を4日かけても突破できず、稲村ヶ
崎から攻め入ったといわれています。 地図 C-2

今月はアジサイだけでなくハナショウブなども
見頃を迎える明月院と東慶寺を紹介します。

明月院 北鎌倉駅より徒歩 10 分
地図 C-1

地図 C-1

6月1日（土）～3日（月）、8、15、22、29日（土）  10時～16時
吉屋信子記念館一般公開

東慶寺
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かまくら
四季のみどころ

アジサイを楽しもう

葛原岡神社例大祭 ・・・・・・・・・・・・・ 6月3日（月） 11時

五所神社例祭 ・・・・・・ 6月9日（日） 10時 海上渡御は午後

鶴岡八幡宮 ほたるまつり・・・・・・ 6月9日（日）～16日（日）

鶴岡八幡宮大祓 ・・6月30日（日） 11時 /13時 /15時 /17時
けわいざか

アジサイの季節、鎌倉は非常に混み合います。
入場制限がかかったり、長時間並んで待つこともあります。
おすすめは早朝の鑑賞です。雨なら荘厳さただよう深い情緒を
肌に感じ、晴れれば朝日に照らされて光り輝く美しいアジサイ
をゆっくりと鑑賞することができます。
（※寺社によって拝観時間が異なりますのでご注意下さい。）

←“明月院ブルー”と言われる通り、境
内は清らかな青一色に染まります。

↑長谷寺経蔵裏手の散策路を覆
　う一面のアジサイは圧巻です。

→見下ろす
由比ヶ浜海
岸と成就院
の参道に埋
め尽くされ
たアジサイ
の共演は見
事。
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東慶寺
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浄智寺

北鎌倉方面

成就院

その他見所

長谷方面

　　　　　 円覚寺　　　　、建長寺　　　　、
光触寺　　　　、宝戒寺　　　　
小動神社　　　 、浄光明寺　　　　、
浄妙寺　　　　、青蓮寺　　　、
瑞泉寺　　　　など。
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安国論寺妙本寺
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（8:30～17:00） （9:00～16:30）
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（8:00～17:00）
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夜間（21時まで）柳原で蛍をご覧いただけます

おおはらえ

明月院（8:30～17:00）

長谷寺（8:00～17:00）

7月9日(火）に海開き

北鎌倉駅より徒歩 4分

今年は材木座・由比ガ浜・腰越
の３海水浴場を７月9日（火）から
9月8日（日）まで開設します。

※海水浴場では、喫煙は指定された場所でお願いします。

海開き式／７月9日（火）
　　　　　材木座海水浴場にて

第65回
鎌倉花火大会

由比ヶ浜海岸、材木座海岸

※雨天・荒天・高波の場合は
　24日（水）に順延。

７月23 日（火）
  19:20～20:10

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＞ 『紫陽花色に染まる古刹巡り』－北鎌倉から
扇ガ谷へ－（東慶寺、明月院、浄智寺、葛原岡神社、源氏山、仮粧坂、薬王寺、
寿福寺（徒歩約6km、高低差あり））

参加費500円、拝観料等850円、弁当、飲み物各自持参

実施日　6 月10日（月）・12日（水）・14日（金）・17日（月）
集合＊JR北鎌倉駅（9:30）　解散＊JR鎌倉駅（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】野中ユリ展 美しい本とともに
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】生誕100年 松田正平展 陽だまりの色とかたち

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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6 月8日（土）～9 月1日（日）

6 月8日（土）～9 月1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

6月23日（日）14時からゲストによるギャラリートーク有り

6月22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、すいれん、アガパンサス、すかしゆり、はなしょうぶ、あじ
さい、ばら、熱帯性スイレン、トーチジンジャー等が見頃です。

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

＜展示場＞いわひば展  6月4日（火）～9日（日）花しょうぶ展  6月11日
（火）～16日（日）ベコニア展  6月18日（火）～23日（日）など

地図 F

休館日　月曜日、6月29日、30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 葉祥明の「絵はがき原画展」　～7 月19 日（金）
常設展・夏　6 月1日（土）～8 月31日（土）

地図C-1

あじさい展 6月1日（土）～6月30日（日）

北鎌倉古民家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 25-5641（入館時間）9:00～18:00 地図C-1

入館料　一般500円、中・高生300円、小学生200円　６月は無休　

鎌倉国宝館 22-0753 （入館時間）9:00～16:00

常盤山文庫70 周年記念 名品展2013　　～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

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

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－
～6月30日（日）　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　6月17日（月）

地図B-3

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 500円（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 F

鎌倉芸術館ゾリステン・コンサート Vol.38　珠玉の室内楽シリーズ
　15:00開演　小ホール 全席指定　3,500円６月2日（日）

こども1,000円（高校生以下・4歳よりご入場いただけます。）
　15:00開演　大ホール 全席指定　おとな2,000円６月30日（日）

日本の歌 名曲コンサート Vol.5 ～日本の名曲を辿る、旅の終着点～

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

１日 (10:30の回なし)～２日「凱旋門」 /11日～13日「禁じられた遊び」
14日～16日「勝手にしやがれ」（15日は10:30の回のみ）/
25日～27日「悪魔の美しさ」  /28日～30日「夜ごとの美女」

企画展「映画に見るフランス　憧れのパリ」

６月の上映 　
観覧料　一般200円、小・中学生100円

一般1,000円、小・中学生500円(入館料込）

休館日　月曜日

【10:30～（各作品初日のみ）/14:00～】  

６月8日(土 )14:00～『スクリーンの中のファッション』
６月15日(土 )14:00～『映画の中のパリ』　ゲスト :秦早穂子さん（映画評論家）

～6月30日（日）

トーク＆サイン会 一般1000円、小・中学生500円 (入館料込）

６月23日(日 )10:30～/14:00～『歌舞伎役者 片岡仁左衛門 孫右衛門の巻』
シネマセレクション VOL.2 一般800円、小・中学生400円 (入館料込）

◆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


