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ハナショウブ
海蔵寺、光触寺、東慶寺、
長谷寺、報国寺、明月院 ほか

6月上旬～中旬

イワタバコ 6月上旬～7月上旬

宿泊については、観光案内所　　  0467-22-3350 （9:00～17:00）へどうぞ。
展示替期間等は休館の場合がありますので、事前にお問合せください。

TEL

24-6548TEL 24-6523FAXNPO法人  鎌倉ガイド協会

22-5000（入館時間）9：30～16：30TEL地図C-2県立近代美術館

休

【鎌倉別館】「新収蔵作品展 併陳：小泉淳作デッサン展」 ～6月22日（日）

22-0753TEL地図D-2鎌倉国宝館

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「女優王国 松竹大船撮影所物語」 ～6月29日（日）

【トークイベント】

6月の上映
¥

¥

¥

¥

¥

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

「あじさい展」 ～6月30日（月）

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

¥

¥

「Healing Heart～心の風景を求めて～」展 ～7月18日（金）
常設展・夏 6月1日（日）～8月31日（日）

古都鎌倉史跡めぐり
〈Aコース〉
「古都鎌倉、光と風の中で花の巡礼」
―紫陽花、岩たばこ、花菖蒲たちが「おもてなし」―

休

25-1502（入館時間）9：30～16：30TEL地図C-3鎌倉彫資料館
常設展 ～6月28日（土）予定
¥

休

23-6405（入館時間）9：00～16：30TEL地図C-2鏑木清方記念美術館
特別展「『観る・読む・描く』鏑木清方と文学 ―硯友社を中心に―」
～6月29日（日）

休

¥

休

¥

休

休

休

¥

¥

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

園内では、はなしょうぶ、あじさい、すいれんなどが見頃です。

（チケットセンター）0120-1192-40  （受付）9：00～19：00TEL地図F鎌倉芸術館
鎌倉芸術館ゾリステン・コンサート Vol.40 〈室内楽シリーズ〉6月1日（日）

春のかまくらランチタイム・コンサート SeasonⅣ Vol.2
市原愛 スプリング・コンサート 6月20日（金）

6月｜
23-3911（入館時間）9：00～16：30鎌倉文学館

特別展「愛とブンガク」 ～7月6日（日）

鎌倉文学館バラまつり2014 ～6月8日（日）

TEL地図B-3

「キネマの天地」
(C)1986 松竹株式会社

展示会・催し物の情報
市外局番は0467です

観覧料：[一般]400円　[小・中学生]200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～学芸員による解説あり
6月16日

観覧料：[一般]700円　[20歳未満と学生]550円　[高校生]100円
　　　  [65歳以上]350円　※中学生以下、障がい者手帳所持者無料

観覧料：[一般]250円　[20歳未満と学生]150円
　　　  [65歳以上と高校生]100円　※中学生以下、障がい者手帳所持者無料
6月8日（日）14:00～学芸員によるギャラリートークあり
月曜日

入館料：[一般]300円　[中学生]200円　[小学生]150円
鎌倉彫2時間体験もできます（要事前予約）。
月曜日、毎月第5週目

入館料：[一般]700円　[小・中学生]350円 ※未就学児無料
年中無休

参加費：500円　拝観料：950円 
実施日：6月12日（木）／16日（月）／18日（水）／20日（金）
集合：JR北鎌倉駅円覚寺側（9:30迄）、解散：JR鎌倉駅西口（14:00頃）

¥

〈Bコース〉
「長谷界隈の紫陽花を巡り、桑ヶ谷の名苑を訪ねる」
―由比ヶ浜を望む三大絶景スポットを巡る―
参加費：500円  拝観料等：650円  交通費：220円
実施日：6月17日（火）／19日（木）／24日（火）／26日（木）
集合：JR鎌倉駅西口広場（9:30迄）、解散：旧山本邸（12:00頃）

※申込はFAX、ハガキ、HPから。締切は実施日の一週間前

観覧料：[一般]400円　[小・中学生]200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
6月4日（水）、6日（金）10:30～バラの解説あり（参加自由・雨天中止）
期間中無休

※展示場空調設備の大規模修繕のため、7月上旬頃まで休館予定

観覧料：[一般]300円　[小・中学生]150円
※市内在住・在学の小中学生、65歳以上の方無料
6月14日（土）、28日（土）13:30～展示解説あり　　月曜日

観覧料：[一般]200円　[小・中学生]100円
※市内在住・在学の小中学生、市内在住の65歳以上の方無料
6月8日（日）11:00～スタッフによるギャラリートークあり

[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・4日・5日 「もず」
  6日・7日・8日 「香華〈前篇／後篇〉」※全日程13:00～
17日・18日・19日 「お早よう」※18日は10:30～のみ
20日～22日 「キネマの天地」
24日～26日 「春琴抄 お琴と佐助」※全日程14:00～・英語字幕付き
27日～29日 「学校」

[一般]1,000円　[小・中学生]500円（入館料込）
15日15:00～「想い出の大船撮影所」ゲスト・山田洋次監督
18日14:00～「小津安二郎監督と『お早よう』あれこれ」ゲスト・山内静夫元映画プロデュ―サー
月曜日（祝日は開館し、翌平日を休館）

全席指定3,500円　学生500円
※学生は小～高校生が対象 ※未就学児のご入場はご遠慮ください
15:00開演（14:30開場）

全席自由　前売り1,000円　当日1,200円
※学生席(小～高校生)は定価の半額 ※未就学児のご入場はご遠慮ください
11:30開演（11:00開場）

入館料：[一般]500円　[中・高生]300円　[小学生]200円
会期中無休

さつき盆栽展 6月3日（火）～8日（日）
花しょうぶ展 6月10日（火）～15日（日）
花とみどりの写真展 6月10日（火）～22日（日）
夏の洋らん展 6月24日（火）～29日（日）
　入園料 : [20歳以上]360円 [20歳未満と学生]250円 
　　　　　[65歳以上と高校生]100円 ※中学生以下、障がい者手帳所持者無料
　月曜日（祝日の場合は開園し、翌平日を休園）

¥

¥

¥

休

【鎌倉館】「一原有徳 1910-2010　版―無限の可能性」 ～6月8日（日）

○1日（日）～3日（火）、6月中の土日
 吉屋信子記念館一般公開10時～16時
○3日（火） 葛原岡神社例大祭10時～
○8日（日） 五所神社例祭
 10時～例祭～神幸祭、15時頃～海上渡御
○8日（日）～15日（日） ほたるまつり（鶴岡八幡宮境内柳原神池）
 夜間（20時30分まで）
○30日（月） 大祓（鶴岡八幡宮）
 11時～、13時～、15時～、17時～

荏柄天神社、瑞泉寺、東慶寺、
長谷寺 ほか
ナツツバキ ～7月上旬
光則寺、成就院、浄智寺 ほか

今年は材木座・由比ガ浜・腰越の3海水
浴場を7月1日（火）から8月31日（日）ま
で開設します。
海開き式：7月1日（火）
　　　　　由比ガ浜海水浴場にて

7月23日（水）
19時20分～20時10分

由比ヶ浜海岸、材木座海岸
※雨天・荒天などの場合は24日（木）に順延

第66回鎌倉花火大会

7月1日（火）に海開き

あじさい三大名所の明月院・成就院・長谷寺をはじめ、鎌倉にはあじさいを楽しめる
スポットがたくさんあります。雨の日に、晴れた日に――いろいろな表情をみせる
花たちに会いに行きませんか。

成就院 MAP B-4 MAP B-3

MAP C-1

拝観時間：8時～17時
拝 観 料：志納
アクセス：江ノ電極楽寺駅より徒歩5分

山門からまっすぐにのびた参道両側に
般若心経の文字数と同じ262株のあ
じさいが咲きほこります。階段を上り
きり振り向くとあじさいの向こうには
由比ヶ浜の海岸が。

あじさいめぐり
古
都

長谷寺

拝観時間：（3月～9月）8時～17時
拝 観 料：大人300円、小学生100円
アクセス：江ノ電長谷駅より徒歩5分

40種以上約2,500株のあじさいが色
とりどりに咲く「アジサイの径（こみ
ち）」。散策路にある「見晴台」からは鎌
倉の海と街並みが一望でき、鎌倉有数
の景勝地でもあります。

明月院

拝観時間：（6月）8時30分～17時
拝 観 料：（6月）大人500円、小・中学生300円
　　　　  [6月公開本堂後庭園別途500円]
アクセス：JR北鎌倉駅より徒歩10分

別名「あじさい寺」として全国的にも有
名。数千株が青一色に染まるみごとな
様は「明月院ブルー」とも呼ばれていま
す。この時期本堂後庭園（菖蒲園）の特
別公開もあります。

MAP C-1東慶寺
拝観時間：（3月～10月）8時30分～17時
拝 観 料：大人200円、小・中学生100円
アクセス：JR北鎌倉駅より徒歩3分

MAP D-2鎌倉宮
拝観時間：（2月～11月）9時～16時30分（受付は16時まで）
拝 観 料：なし（神苑 山あじさい散歩道 大人300円、小学生150円）
アクセス：JR鎌倉駅よりバス「大塔宮」下車徒歩１分

MAP D-3安国論寺
拝観時間：9時～16時30分（祝日以外の月曜日は閉門）
拝 観 料：100円
アクセス：JR鎌倉駅よりバス「名越」下車徒歩3分
　　　　  JR鎌倉駅より徒歩13分

MAP B-3御霊神社
拝観時間：（収蔵庫）9時～17時
拝 観 料：なし（収蔵庫100円）
アクセス：江ノ電長谷駅より徒歩5分

MAP B-4極楽寺
拝観時間：9時～16時30分
拝 観 料：志納
アクセス：江ノ電極楽寺駅より徒歩2分
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