
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
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）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」

23-3911TEL地図B-3

1923年（大正12）の関東
大震災によって、貴重な
文化財が失われました。
このようなことが二度と
起こらないようにと、
1928年（昭和3）に開館し
ました。

入館時間 9：00～16：30

～9/21（日）

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

¥
かまくら名人劇場 「よったり・寄ったり競演会」Part.9
全席指定：3,500円        14：00開演（13:30開場） 
※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       
出演：三遊亭円丈、三遊亭小遊三、桂米助、春風亭一朝

9/7（日）

北鎌倉古民家ミュージアム 25-5641TEL

休¥ 入館料：[一般]500円　[中・高生]300円　[小学生]200円　　　9/24（水）
百鬼丸切り絵展～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

入館時間 9：00～16：00

～9/7（日）

企画展「国宝 鶴岡八幡宮古神宝」9/12（金）～10/13（月・祝）

¥
企画展 「淀川長治 映画の部屋」

9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
9/14（日）の11:00～スタッフによるギャラリートークあり

¥ [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～】

    2日～  4日  「ガス燈」 　　　　　    
    5日～  7日  「アパートの鍵貸します」
  15日・17日・18日  「黄昏」
  19日～ 21日  「冒険者たち」
　　　　　　 ※19日・20日は時間変更あり
  23日～ 25日  「ロミオとジュリエット」

～9/28（日）

¥

¥

鏑木清方記念美術館
企画展 「手もとで味わう 清方の芸術 －卓上芸術と秋の風情－」

23-6405TEL地図C-2

観覧料：[一般]200円　[小・中学生]100円
9/13（土）・27（土）13:30～展示解説あり
月曜日（9/15（月・祝）・22（月）は開館）

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

8/30（土）～10/21（火）
¥

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

9/6（土）14:00～学芸員によるギャラリートークあり

～9/15（月・祝）

コレクションの対話 近代美術の傑作
9/27（土）～2015.1/12（月・祝）

¥

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 
月曜日（祝日は開館）

～9/15（月・祝）

美術と文学の交流　麻生三郎の装幀・挿画展
9/27（土）～2015.1/12（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

四季の風写真展

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）・9/24（水） 

9/  3（水）～9/  7（日）
「フラワーセンター四季」写真展9/  9（火）～9/21（日）
水石草物盆栽展9/17（水）～9/21（日）
神奈川県盆栽展9/25（木）～9/28（日）

「はちぞうのちいさな願い事」展～9/19（金）
「空気さんありがとう」絵本原画展9/20（土）～11/21（金）

入園時間 9：00～17：00地図F

園内では、ひがんばな、けいとう、ダリア、コスモスなどが見頃です。

休

休
¥

常設展
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

9/2（火）～12/28（日）

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

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〉扇ガ谷に萩咲く古刹を訪ねる
 　　　 ～栄西禅師八百年遠忌の壽福寺で仏殿拝観～
¥ 参加費：500円　拝観料等：500円
実施日：9/17（水）・19（金）・26（金）・29（月）
集　合：JR鎌倉駅西口 時計台広場（9:30迄） 　解　散：鎌倉駅西口（12：00頃）

NPO法人 鎌倉ガイド協会 24-6548TEL 24-6523FAX

〈Bコース〉初秋の風をうけ古道・大町大路を歩く
 　　　 ～延命寺・補陀洛寺の寺宝を特別拝観～
¥ 参加費：500円  拝観料：600円
実施日：9/10（水）・11（木）・12（金）・16（火）
集　合：JR鎌倉駅東口交番横（10:00迄）    解　散：九品寺バス停14:30頃
※申し込みはFAX、ハガキ、HPから。締め切りは実施日の1週間前

鎌倉国宝館が
できたきっかけ、
知ってる？

知ってる！？

鎌倉雑学

休

TEL

休

26日～ 28日  「ローマの休日」
12日  「淀川長治物語・神戸篇　サイナラ」
　　　　※[一般]800円[小・中学生]400円
[優秀映画鑑賞推進事業作品]
13日  「西鶴一代女」「雨月物語」
14日  「山椒大夫」「近松物語」
　　　  ※各作品[一般]500円[小・中学生]250円

7日（日）

9月 10月

《鎌倉の朝市》
鎌倉漁業協同組合
（鎌倉パークホテル
  正面玄関）／10時～

かまくら

ごよみ花

13日（土）《護摩焚き供養》 
虚空蔵堂
11時～、14時～

14日（日）《例祭》 甘縄神明宮
10時 式典、正午～ 神幸祭

《吉屋信子記念館 一般公開》 10時～16時

4日（土）《大佛茶亭 一般公開》 10時～16時
おさらぎ

4日（土）・5日（日）
《旧華頂宮邸 一般公開》 10時～15時
《旧川喜多邸別邸（旧和辻邸）一般公開》10時～16時
《オクトーバーフェスト KAMAKURA 2014》
  4日 12時～、5日 11時～

9月

ヒガンバナ9月下旬～10月上旬
英勝寺、光触寺、
瑞泉寺、東慶寺、
宝戒寺

ハギ9月中旬～10月上旬
海蔵寺、建長寺、
浄光明寺、瑞泉寺、
東慶寺、宝戒寺

キンモクセイ9月下旬～10月上旬
円覚寺、円応寺、海蔵寺、東慶寺

カレンダーイベント

さわやかな秋の訪れを感じに足を運んでみませんか。
鎌倉ならではの伝統行事をご紹介します。

　  形供養
古くなった人形などを集めて
供養し、お焚き上げをします。
供養希望者は9月中に本覚寺
へ（有料）。

　  霊神社例祭と面掛行列
伎楽や舞楽、田楽面をつけた面掛衆が
練り歩く面掛行列は、県指定無形民俗
文化財です。

秋 の 鎌 倉 へ
出 か け よ う ！観覧料：[一般]500円　[小・中学生]200円

※いずれも市内の小・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（祝日は開館）・9/9（火）～11（木） 鶴岡八幡宮

開催日：10月10日（金）・11日（土） 開演17時 ※雨天中止
会　場：鎌倉宮境内（鎌倉市二階堂154）
料　金：全席指定 7,000円(税込）解説パンフレット付き
　　　　  ※席は全席指定ですが、位置の希望は受けられません
　　　　  ※小学生以下の入場はできません
　　　　  ※入場券の販売は売り切れをもって終了となります
申込み専用電話：☎0467（23）3545（9時～16時）先着順
出　演：和泉流野村万作師（人間国宝）、野村萬斎師ほか

MAP D-2

御

人
本覚寺
MAP C-3

MAP Ｃ～Ｄ-2  

　 9月18日（木） 
　　　正午～   例祭
　　　13時～   五穀豊穣を祈る鎌倉神楽
　　　14時30分～16時30分  面掛行列

〈問合せ〉
☎0467（23）3050
（平日 8時30分～17時15分）
鎌倉市観光協会

第56回 鎌倉薪能 9月1日（月） 9時からチケット販売開始

1日（水）～3日（金）、10月中の毎週土曜日

トークイベント
¥ [一般]1,000円　[小・中学生]500円（入館料込）　　14:00～
 9/19（金） 「サイナラ、サイナラ、こんにちは。」ゲスト・大林宣彦さん（映画作家）
月曜日（祝日は開館し、翌平日を休館）休

※市内在住・在学の小・中学生、
　市内在住の65歳以上の方無料

【鎌倉館】

【鎌倉別館】

※中学生以下、障がい者
　手帳所持者無料

©鶴岡八幡宮

©鎌倉市観光協会

観世流 野宮 シテ 梅若玄祥

1年で最も大切な祭事。源頼朝公の時
代より約800年の伝統を受け継いでい
ます。
　  9月14日（日）  　 18時～宵宮祭
　 　　15日（月・祝） 10時～例大祭
　　　　　　　  　 13時～神幸祭
　 　　16日（火）　  13時～流鏑馬神事
　　　　　　　  　 17時～鈴虫放生祭

　  岡八幡宮例大祭鶴

御霊神社
MAP B-3

※27日は音声ガイド付き上映

　 10月5日（日） 
　 ☎0467(22)0490 本覚寺
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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
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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。
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

9月 展示会・催し物の情報
市外局番は0467です


