
鎌倉市　観光商工課 　☎0467(61)3884

鎌倉市は、誰もが安心して快適に利用できる海水浴場を目指しています。
お互いを思いやる気持ちを持ち、「マナーに反する迷惑行為」の防止について、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

入れ墨等は露出しない 音量基準は 80db お酒はほどほどに 人が怖がることはしない

Cover Tattoo Keep sound levels below 80db Do not drink too much Do not frighten othersゴミは所定のゴミ箱に タバコは所定の喫煙所で BBQ、火気の使用はしない 遊泳区域内に動物を入れない 危険な遊具は使用しない

No littering Smoke at the designated areas Do not light fires on the beach Keep animals out of the water Do not use dangerous equipment

6日（水）～9日（土）

休

¥

鎌倉文学館
特別展 子どもたちへ、未来へシリーズ4「西巻茅子の世界」

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
8/6（水）・23（土）・9/13（土）11：00～ おはなし会 「わたしのワンピース」ほか
毎週土曜日14:00～学芸員による解説あり　　月曜日（祝日は開館）

23-3911TEL地図B-3

《ぼんぼり祭》 鶴岡八幡宮
（6日 夏越祭、7日 立秋祭、9日 実朝祭）

縄文時代、現在の鶴岡八幡宮の前や二階堂の荏柄天神社の
下辺りまで湾が入り込んでいたそうです。驚きですね！

開設から
131年

今年は

8月31
日まで

開設!

海水浴場の開設時間は
9時～17時です。

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の色を確認しましょう。
　　　　青旗＝遊泳可能／黄旗＝遊泳注意／赤旗＝遊泳禁止
　　　　※オレンジ旗＝津波襲来の合図→ただちに浜辺から避難しましょう。

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です
（ボディボードは可）。

22時～6時は花火は
禁止です。

入館時間 9：00～16：30

～9/21（日）
¥

鎌倉芸術館
かまくらキッズ・フェスタ×かまくら銀幕上映会

（チケットセンター）0120-1192-40地図F

いずれも　　全席自由：[おとな]900円  [こども（3歳～高校生）]600円
　　　　　   10：30～、13：00～

受付 9：00～19：00

¥
音楽の絵本「アミーゴ」

全席指定：[おとな]2,000円  [こども（3歳～小学生）]1,000円
※0歳よりご入場可　※3歳未満膝上無料
14：00開演（13:30開場）

8/24（日）

北鎌倉古民家ミュージアム
創作人形展「きずな」

25-5641TEL

休
¥ 入館料：[一般]500円　[中・高生]300円　[小学生]200円
8/18（月）・19（火）・20（水）

～8/17（日）
百鬼丸切り絵展8/21（木）～9/23（火・祝）休

¥

鎌倉国宝館
企画展 「仏像入門 ミホトケをヒモトケ！」

22-0753TEL地図D-2

観覧料：[一般]400円　[小・中学生]200円
※市内の小・中学生、市内在住の65歳以上の方、または身体障がい者手帳所持者と付添の方1名無料
毎週土曜日14:00～学芸員による列品解説あり
月曜日（8/11（月）は臨時開館）

入館時間 9：00～16：00

8/1（金）～9/7（日）

¥
企画展 「淀川長治 映画の部屋」

8月の上映

観覧料：[一般]200円　[小・中学生]100円
※市内在住の65歳以上の方、市内在学在住の小中学生無料

¥ [一般]1,000円　[小・中学生]500円（入館料込）
【10:30～（各作品初日のみ）／14:00～】

  1日・2日  　親子で参加！
　　　　　夏の映画教室「キッド」 
　　　　　     ※両日とも10:30～、14:00～
  5日～  7日  「ライムライト」
  8日～10日  「荒野の七人」

～9/28（日）

¥

¥

鏑木清方記念美術館
企画展 「清方の挿絵ができあがるまで」

23-6405TEL地図C-2

観覧料：[一般]200円　[小・中学生]無料  ※市内在住の65歳以上の方無料

入館時間 9：00～16：30

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

～8/26（火）

ワークショップ  日本画材を使って、うちわに絵を描こう!8/2（土）・8/30（土）

トークイベント
¥ [一般]1,000円　[小・中学生]500円（入館料込）　　14:00～
 8/26（火）  「淀川長治の映画人生」 ゲスト・岡田喜一郎さん（プロデューサー）

¥
【鎌倉館】田淵安一  知られざる世界

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
8/2（土）・9/6（土）14:00～学芸員によるギャラリートークあり  　  月曜日（祝日は開館）

～9/15（月・祝）

¥
【鎌倉別館】ベン・シャーンとジョルジュ・ルオー

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
月曜日（祝日は開館）

～9/15（月・祝）

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

地図C-1 入館時間 9：30～17：00

県立フラワーセンター 大船植物園

食虫植物展

46-2188TEL

休

¥ 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） 

～8/31（日） こども絵画展～8/31（日）

「はちぞうのちいさな願い事」展～9/19（金）

入館時間 9：00～17：00地図F

園内では、さるすべり、むくげ、アメリカふようなどが見頃です。

休

休

休
¥

夏休み特別企画「鎌倉彫」ってなぁに？
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

～8/28（木）

鎌倉彫資料館 25-1502TEL地図C-3 入館時間 9：30～16：30

8/17（日） 14：00～ 作家によるミュージアムトークあり（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

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

古都鎌倉史跡めぐり
〈Aコース〉夏木立  比企谷の妙本寺祖師堂でご法話を拝聴
 　　　 ～咲き誇るノウゼンカズラに比企一族をしのぶ～

¥ 参加費：500円　拝観料等：300円
実施日：8/21（木）・22（金）・25（月）・28（木）
集　合：JR鎌倉駅東口交番横（9:30迄）     解　散：鎌倉駅東口（12：00頃）

NPO法人 鎌倉ガイド協会 24-6548TEL 24-6523FAX

〈Ｃコース〉禅刹に法の雨降らす「龍」をめぐる
 　　　 ～円覚寺塔頭 如意庵 白雲庵「龍図」特別拝観～

¥ 参加費：500円  特別拝観料：400円
（円覚寺・建長寺入山料各300円自己負担・鎌倉市福寿手帳使用可）
実施日：9/2（火）・3（水）
集　合：JR北鎌倉駅円覚寺側（9:30迄）    解　散：建長寺12:30頃
※申し込みはFAX、ハガキ、HPから。締め切りは実施日の一週間前

むかしむかし、海が鎌倉のどこまで
入り込んでいたか知ってる？

知ってる！？

鎌倉雑学

10日（日） 《黒地蔵縁日》 覚園寺／午前0時～正午

10日（日） 《四万六千日》 杉本寺、長谷寺、安養院

20日（水） 《鎌倉宮例祭》 鎌倉宮／10時
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そのほか
気をつけたいこと

かまくら ごよみ花 ８月

ファミリーで
安心して楽しめる
市内３ヵ所の
海水浴場！

8月中旬～9月上旬

フヨウ
海蔵寺、極楽寺
妙隆寺、瑞泉寺 など

8月上旬～下旬

サルスベリ
宝戒寺、本覚寺
極楽寺、補陀洛寺 など

カレンダーイベント

夏！

休
¥ 800円（別途入館料200円） 外国人の方も歓迎（申し込み可）
8/2（土）13:00～15:30 ・ 8/30（土）10:00～15:00　　  月曜日

TEL

休

15日・16日  「ペコロスの母に会いに行く」
　　　　　　    ※両日とも10:30～、14:00～
　　　　　　　   [一般]800円　[小・中学生]400円
19日～21日  「ゴッドファーザー」 ※全日13:00～
22日～24日  「ウエスト・サイド物語」

明治時代に海水浴場として知られ、のちに「海の銀座」と言われるほどの賑わい
であった鎌倉の海水浴場。今年は土・日・8/11～15  にキッズ＆ファミリービーチ
を設置。夏の鎌倉へ来たら、ぜひ海水浴も楽しもう！

８月

8/3（日）　 映画「おまえうまそうだな」
8/13（水）  映画「ライフ いのちをつなぐ物語」

制  作：株式会社 湘南よみうり新聞社

http: //guide.city.kamakura.kanagawa.jp
ツイッターアカウント@kamakura_kankou

［発行］  鎌倉市観光商工課
〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号
TEL : 0467-61-3884

月号　8No.547

平成26年8月1日

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

8月 展示会・催し物の情報
市外局番は0467です


