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今月のPickUp! 鎌倉小さな

7月号　No.534

旅

シリーズ　「武家の古都・鎌倉」　vol.13

名越切通
鎌倉七口のひとつで現在の鎌倉
市南東部から逗子市に抜ける切
通です。国の史跡にも指定され
ています。かつては鎌倉から三
浦半島へ連絡する数少ない陸路

でした。鎌倉側の地域名ともなっている「名越」の名は、この
道が峻険で「難越」（なこし）と呼ばれたことに由来すると言わ
れています。衣笠城を拠点とする三浦一族に対する防衛の最重
要拠点でした。 地図D-4

今月は蓮が見頃の光明寺と
ノウゼンカズラの咲く妙本寺を紹介します。

妙本寺

光明寺

http://guide.city.kamakura.kanagawa.jp
@kamakura_kankou
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発行／平成25年7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

なごえ きりどおし

平成25年7月23日（火）　19:20～20:10（予定）
　※雨天・荒天・高波の場合は24日(水)に順延、
　　 両日とも実施できない場合は中止となります。 
■会場  　鎌倉海岸（由比ヶ浜海岸・材木座海岸）
■打上予定数  約2,500発
■お問合わせ先 　鎌倉花火大会実行委員会事務局
     　　0467－23－3050(鎌倉市観光協会内)

かまくら
四季のみどころ

かながわ花の名所100選

第65回 鎌倉花火大会
今年も花火大会は
７月に開催されま
す。海上に打ち上
げられる花火は圧
巻で、例年多くの
人出で賑わいます。
特に海面から半円
の形で開く水中花火は海で行われる花火ならではの
風情があり人気です。

その独特な形と鮮やかなオレンジの色で、
夏の暑さをひととき忘れさせてくれるノ
ウゼンカズラ。妙本寺の祖師堂前庭にあ
るノウゼンカズラの古木は、緑深い比企
谷の奥に静かに咲き誇り、訪れる者の心
を癒してくれます。

下旬には観蓮会も予定されている
光明寺。記主庭園の池に咲く古代
蓮は、二千年前の蓮が現代に花を
つけているというロマン溢れる蓮
です。また、本堂南側にある三尊
五祖の石庭も見事。庭園全体の構
図は、煩悩多いこの世（此岸）と
救われていく彼の岸（彼岸）を示
しています。

・花火打ち上げ前から交通規制終了時（18:30～22:30頃）まで若宮大路
沿いの駐車場等から出庫できなくなりますので予めご了承ください。
・駐輪場は鎌倉海浜公園由比ガ浜地区の指定の場所のみとなりますの
で、自転車でのご来場はなるべくご遠慮ください。

【
ご
注
意
】

7月9日(火）に海開き
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。
■海水浴場開設130周年記念事業･･････ 7月15日（月・祝）　
　由比ガ浜海水浴場、材木座海水浴場にて
　記念式典：10時～／水難救助訓練：11時～／盆踊り：18時30分～

小動神社天王祭

鶴岡八幡宮 七夕祭
八雲神社例大祭（大町まつり）

建長寺 三門梶原施餓鬼会
御霊神社　石上神社例祭
光明寺 観蓮会
宝戒寺 地蔵尊大施餓鬼
荏柄天神社 例大祭
鶴岡八幡宮 ぼんぼり祭
覚園寺 黒地蔵縁日
建長寺 開山忌

7月7日（日）～14日（日）

7月7日（日）17時

7月13日（土）～15日（月・祝）
7月15日（月・祝）8時
7月15日（月・祝）13時

7月20日（土）～21日（日）
7月24日（水）14時30分
7月25日（木）10時30分
8月6日（火）～9日（金）
8月10日（土）0時～正午
8月23日（金）14時　    
8月24日（土）10時頃～
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鎌倉駅よりバス７番のりば  小坪経由逗子駅ゆき光明寺バス停下車
地図 C-4

地図 D-3鎌倉駅東口より徒歩 9分

※海水浴場では、喫煙は指定された場所で
お願いします

※お神輿がでるのは 7日 (日）夕方と 14日（日）午前中

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<Aｺｰｽ＞ 『竹の庭に涼に求め　禅の心を学ぶ』
－報国寺での坐禅体験－（徒歩約1km、高低差なし）

参加費500円、拝観料等500円、交通費190円（バス代）

実施日　7 月22日（月）・24日（水）・26日（金）・30日（火）
集合＊JR鎌倉駅東口（交番横）（9:00）　解散＊報国寺（12:30頃）

＊要事前申込。締切は実施日の一週間前。
申込＊往復はがきのみ受付。各日先着50名。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（15日は開館）

【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

地図C-2

～9 月1日（日）

～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

7月6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、はす、サルビア、ヒマワリ、むくげ、きょうちくとう
、ばら、さるすべり、ハイビスカス、マリーゴールド等が見頃です。

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（15日は開館）、7月16日

＜展示場＞ゆりの切り花展  ～7月7日（日）食中植物展  7月23 日（火）～
9月1日（日）こども絵画展 7月27日（土）～9月1日（日）など

地図 F

＜はすの鑑賞のための早朝開園＞7月13日（土）～15日（月・祝）6:00～

休館日　月曜日、第５週目

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
夏休み企画　「鎌倉彫」ってなぁに？　7月2日（火）～8月28日（水）

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）

企画展 絵本「オレンジ色のペンギン」原画展　7月19日（金）～9月20日（金）

地図C-1

ミュージアムトーク＆サイン会 7月６日（土）14:00～入館料のみ

平成の招き猫傑作100 7月12日（金）～8月18日（日）

北鎌倉古民家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 25-5641（入館時間）10:00～17:00 地図C-1

入館料　一般500円、中・高生300円、小学生200円
休館日　月曜日（15日は開館）、7月16日

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（15日は開館）、7月16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　清方が過ごした明治の風情
観覧料 一般200円､小・中学生と同伴者１名無料

7月4日（木）～8月25日（日）

鎌倉文学館 23-3911（入館時間）9:00～16:30

いま子どもたちに伝えたいことシリーズ３ いとうひろしの世界 わくわくがやってくる 　
7月13日（土）～9月23日（月・祝）
観覧料　一般300円、小・中学生100円

特集展示「生誕100年　吉田秀和　言葉から音楽を」　
7月13日（土）～9月23日（月・祝） 特別展の料金で一緒にご覧いただけます。
休館日　月曜日（15日は開館）

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）は半額（A,B席のみ。鎌倉芸術館のみ取扱い）

両公演とも未就学児のご入場はご遠慮ください

地図 F

かまくらプレミアム・オーケストラ・シリーズ Vol.22　NHK交響楽団「いざ、鎌倉への道」Vol.3
　15:30開演　大ホール S 席8,000円 A席7,000円7月13日（土）

＊学生（小～高校生）は半額（A,B席のみ。鎌倉芸術館のみ取扱い）

　(昼の部)12:30開演、(夜の部)17:00開演　大ホール
全席指定　S 席7,000円 A席6,000円 B席4,000円
7月28日（日）
松竹大歌舞伎　中村又五郎・歌昇 襲名披露公演
B席5,000円

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「宮本武蔵」 /12日～15日（全回13:00～）「青い山脈」
12日～15日（全回15:00～）「続・青い山脈」/23日～25日「蜘蛛巣城」
 26日～28日（全回13:00～）「日本誕生」

企画展『東宝映画のスターたち Part１』

7月の上映 　
観覧料　一般200円、小・中学生100円

一般800円、小・中学生400円(入館料込）
【10:30～（各作品初日のみ）/14:00～】  

7月21日(日 )14:00～『東宝スター百花繚乱～今こそ語るスターたちの横顔』
ゲスト :野上照代さん（プロダクション・マネージャー）

7月4日（木）～9月1日（日）

トークイベント 一般1000円、小・中学生500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

鎌倉国宝館 22-0753 （入館時間）9:00～16:00

平常展　　7月4日（木）～8月4日（日）
観覧料　一般300円、小・中学生100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（15日は開館）、7月16日

地図D-2


