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かまくら
四季のみどころ

由比ガ浜海水浴場
鎌倉駅から一番近く、最も海水浴客が
訪れる海水浴場。趣向を凝らした個性
派ぞろいの海の家も毎年人気です。市
街地から歩いて行けるので、海水浴と
兼ねて周辺観光もできます。
アクセス：江ノ島電鉄「由比ヶ浜駅」徒歩約6
分、JR横須賀線「鎌倉駅」徒歩約20分

ゆかたで鎌倉を訪れると、45店舗の「ゆ
かたサービス」協力店で割引やサービス
が受けられる企画を実施中。
和の装いで、古都鎌倉の夏をお得に満喫
しよう！詳しくは鎌倉市観光協会まで。

材木座海水浴場
約1,100mと3か所のうち最もビーチが長
い海水浴場。遊泳区域外の場所では、マリ
ンスポーツを楽しむこともできます。干潮
時に、日本最古の築港跡の和賀江嶋で磯遊
びをするのも楽しいかも。
アクセス：JR横須賀線「鎌倉駅」より「鎌40」系
統逗子駅行きバス「材木座」バス停徒歩約2分

腰越海水浴場
横幅約220mと３か所の中では最も小さい
穴場的海水浴場。のんびりビーチを楽しみ
たい人やファミリーにおススメ。近くの腰
越漁港では、新鮮な魚介類をお土産に買え
るのもうれしい。
アクセス：江ノ島電鉄「腰越」駅徒歩約3分

でででででででででででででででで8月31日までだった海水浴場の開設期間も、今年か 。。こ にににににににににににににににににれまで8月31日までだ た海水浴場の開設期間も 今年か

明治時代、保養所や別荘地として開かれたことから始まった鎌倉の海水浴場。
市内には3か所あり、それぞれに特徴があります。
これまで8月31日までだった海水浴場の開設期間も、今年からは9月8日までに。
せっかく鎌倉に来たなら、海まで足を延ばしてみよう！

●海水浴場のオープン時間は9時～17時。
　早朝や日没後、また飲酒時に海に入るのはやめましょう。
●各海水浴場の監視所に掲げてある旗に注意しながら楽しみましょう。
　青旗＝遊泳可能／黄旗＝遊泳注意 ／赤旗＝遊泳禁止 
●ごみは持ちかえりましょう。 
●波の高さや潮の流れが急に変わることがあるので、油断しないようにしましょう。 
●開設時間内、遊泳区域内でのマリンスポーツは禁止（ボディボードは可）。 
●バーベキューはできません。
●開設時間内の犬の砂浜への連れこみ不可。
●22時～６時の間は花火禁止。
●砂浜は禁煙です。喫煙は喫煙場所で。

海水浴場で気をつけたいこと

開設から
130年

開設から
130年

夏は鎌倉の海水浴場へ！

月号　
平成25年8月1日
8 No.535

8月かまくら花の都
約3分

キョウチクトウ 6月～9月上旬　英勝寺、収玄寺
ムクゲ 7月～8月上旬 光明寺、大巧寺、浄妙寺
サルスベリ 7月下旬～9月上旬　浄妙寺、宝戒寺、本覚寺、龍口寺、
 長谷寺、瑞泉寺、海蔵寺、光則寺
ヤブミョウガ 8月～9月上旬　熊野神社ほか寺社の境内や裏山、
 切通し七口などいたるところ
フヨウ 8月中旬～9月　妙本寺、浄泉寺、瑞泉寺、極楽寺、
 建長寺、杉本寺、明月院、東慶寺、収玄寺、英勝寺

8月    6日（火）  ぼんぼり祭（鶴岡八幡宮）
      ～9日（金）  （6日夏越祭、7日立秋祭、9日実朝祭） 
8月 10日（土） 黒地蔵縁日 （覚園寺）0時～12時
8月 10日（土） 四万六千日（杉本寺、長谷寺、安養院）
8月 20日（火） 鎌倉宮例祭（鎌倉宮）10時
8月 23日（金） 開山忌（建長寺）
 ～24日（土） （23日14時、24日10時頃）

イベントカレンダー

ぼんぼり祭

御成町
（おなりまち）

御成小学校から市役
所のある辺りに、かつ
て御用邸があり、皇族
の方々が御成りになる
ことからきたそうです。
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●海水浴

海水

夏はゆかたで
街歩きがお得♪

8月1日    ▶8月31日

お問い合わせ
（平日の8：30～17：15）
0467-23-3050
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宿泊については、観光案内所　　  0467-22-3350 （9:00～17:00）へどうぞ。TEL

46-2188（入園時間）9：00～17：00TEL地図F
県立フラワーセンター

園内では、スイレン、ダリア、ムクゲ、サルスベリ、ハイビスカスなどが見
頃です。
食虫植物展  ～9月1日（日）
こども絵画展  ～9月1日（日）
　 入園料 : ［20歳以上］350円　［20歳未満・学生］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
　 月曜日

¥

休

写真提供（一部）：鎌倉市観光協会

25-5641（入館時間）9：00～18：00TEL地図C-1

北鎌倉古民家ミュージアム

 入館料 ： ［一般］500円　［中・高生］300円　［小学生］200円
 月曜日、8月19日～9月13日
¥
平成の招き猫傑作100展～8月18日（日）

休

23-3911（入館時間）9:00～16:30TEL地図B-3鎌倉文学館
特別展「いとうひろしの世界 わくわくがやってくる」 ～9月23日（月・祝）

特集展示「生誕100年 吉田秀和 言葉から音楽を」 ～9月23日（月・祝）

 観覧料：［一般］300円［小・中学生］100円
 ※市内在住の65歳以上の方、在住・在学の小中学生と保護者（2名迄）無料 
 毎週土曜日14：00から学芸員による解説有り

 特別展の料金で一緒にご覧いただけます。
 月曜日（祝日は開館）

¥

¥
休

（チケットセンター）0120-1192-40    9：00～19：00TEL地図F鎌倉芸術館

¥

¥

 全席自由［おとな］ 前売り1,000円（当日1,300円） ［こども］（3歳～高校生）
 前売り500円（当日700円） ※3歳未満膝上無料(お席にお座りになる場合はこども料金が必要)
 1回目 11:00上映（10：30開場）／2回目 14:00上映（13：30開場）

 全席指定［おとな］ 2,000円   ［こども］（3歳～小学生）  1,000円 
 ※3歳未満膝上無料(お席にお座りになる場合はこども料金が必要)
 14:00開演（13：30開場）

音楽の絵本～クールブラス～ 8月25日（日）

映画「マジック・ツリーハウス」 8月4日（日）

23-6405（入館時間）9：00～16：30TEL地図C-2鏑木清方記念美術館
収蔵品展「清方が過ごした明治の風情」 ～8月25日（日）

収蔵品展「大正期の美人画」 8月30日（金）～9月23日（月・祝）

 観覧料 ： ［一般］200円 ※会期中、小・中学生及び同伴者1名無料
  8月10日（土）、24日（土）13：30から学芸員による解説有り

 ［一般］200円［小・中学生］100円
 月曜日（祝日は開館）

¥

休
¥

☎

22-5000（入館時間）9：30～16：30TEL地図C-2県立近代美術館
【鎌倉館】  「生誕100年  松田正平展  陽だまりの色とかたち」
～9月1日（日）
 観覧料 ： ［一般］900円　［20歳未満・学生］750円
  ［65歳以上］450円　［高校生］100円
  ※中学生以下・障害者手帳所持者無料
 8月2日（金）14：00から学芸員によるギャラリートーク有り

 観覧料 ： ［一般］250円　［20歳未満・学生］150円
　　　　　　［65歳以上］100円　［高校生］100円
  ※中学生以下・障害者手帳所持者無料
 月曜日

¥

¥

休

【鎌倉別館】  「野中ユリ展　美しい本とともに」 ～9月1日（日）

25-1502（入館時間）9：30～16：30TEL地図C-3鎌倉彫資料館

 　入館料 ： ［一般］300円　［中学生］200円　［小学生］150円
 　会期中、第1・3日曜日、第2・4土曜日12：30から学芸員による解説有り
　 月曜日、毎月第5週目、夏期休暇 8月12日（月）～16日（金）

¥
夏休み企画「鎌倉彫」ってなぁに？ ～8月28日（水）

休

24-6548TELNPO法人  鎌倉ガイド協会
古都鎌倉史跡めぐり＜Aコース＞（半日コース）
「緑陰の涼風を求めて六浦道をゆく」
―光触寺で頬焼阿弥陀像の特別拝観―
明王院、大慈寺跡、光触寺(特別拝観)、梶原太刀洗水、朝夷奈切通、
熊野神社（徒歩約3.5km、高低差あり）
 参加費：500円　拝観料：300円　交通費：200円(バス代)
 実施日　8月19日（月）/20日（火）/21日（水）/22日（木）
 集合：JR鎌倉駅東口 交番横 （9：00）　解散：朝比奈バス停（12：00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』まで
  宛先 〒248-0014鎌倉市由比ガ浜4-1-1 FAX：0467-24-6523
  ホームページhttp://www.kcn-net.org/guide/からも申込可能

¥

申

22-0753（入館時間）9：00～16：00TEL地図D-2鎌倉国宝館

¥ 観覧料：［一般］500円［小・中学生］200円
 会期中、毎週土曜日14：00から学芸員による解説有り
 　月曜日（8月12日、9月16日は臨時開館）

国宝 鶴岡八幡宮古神宝 8月8日（木）～9月16日（月・祝）

休

展示会・催し物の
情報

市外局番は0467です
。8月｜TEL

¥

23-2500（入館時間）9：00～16：30TEL地図C-2川喜多映画記念館
企画展  「東宝映画のスターたち Part1」 ～9月1日（日）

8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～】
   3日　　　「次郎物語」※10：30～
   3日　　　「風の又三郎」※14：00～
   6日～  8日「社長太平記」
   9日～11日「日本のいちばん長い日」
 20日～22日「ニッポン無責任時代」
 23日～25日「怪談」 ※13：00 1回のみの上映
 月曜日

¥

休

「日本のいちばん長い日」ⓒ東宝

24-4860（入館時間）10：00～17：00TEL地図C-1葉祥明美術館

 8月17日（土）14：00から作家によるミュージアムトーク＆サイン会
 あり（入館料のみ・予約不要）

 入館料 ： ［一般］700円　［小・中学生］350円 ※未就学児無料
 年中無休
¥

企画展  絵本「オレンジ色のペンギン」原画展 ～9月20日（金）

常設展  「夏を感じる葉祥明作品」 ～8月31日（土）

休


