
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。 

山安鎌倉店 
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 

小田原・鎌倉 

創業百五十年の味わい 

　鎌倉の海水浴場では、条例により
砂浜での飲酒、音響機器の使用、入
れ墨等の露出ができません。誰もが
楽しめる海水浴場を実現するため、
ご協力をお願いします。

市外局番は0467です

Ｍ マークは中面地図の掲載箇所です

Ｍ マークは中面地図の掲載箇所です

イベント

花

　ゆかたで鎌倉を訪れると、約60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。

子どもたちへ、未来へシリーズ5  斉藤洋の世界
【一般】300円／【小・中学生】100円
※市内在住の 65 歳以上の人、在住・在学の小・中学生と保護者
（2人まで）は無料

鎌倉検定に チャレンジ！
夏はゆかたで
　 街歩きがお得！

▲このステッカーが目印

〈お問い合わせ〉 ☎0467-23-3050（8:30 ～ 17:15）

8/1 ▶▶▶期 間 土 8/31月

観光案内所（9:00～17:00）
☎0467-22-3350へどうぞ宿泊について

8/7　～8/9　　※雨天時は降納
ぼんぼり祭（鶴岡八幡宮）
7日 夏越祭／8日 立秋祭／９日 実朝祭

金

8/10 四万六千日（杉本寺、長谷寺、安養院）
8/19　～21　　鎌倉宮例祭（鎌倉宮）

月

水 金

日

サルスベリ
宝戒寺／本覚寺／極楽寺／補陀洛寺

フヨウ
海蔵寺／極楽寺／瑞泉寺／妙隆寺

最も適当なものを選んでください

1小動岬　　　　2七里ヶ浜
3材木座海岸　　4由比ヶ浜

ゆかた
情報

8月歳時記

かまくら
四季の　 
みどころ

❸腰越海水浴場 H
　約220ｍと小さいながらも江の島
を望める穴場の海水浴場です。漁
港が近いので、捕れたての海産物
を近くの店で買うことができます。
▶アクセス 江ノ島電鉄「腰越」駅徒
歩約３分

❷由比ガ浜海水浴場 C-4Ｍ Ｍ

　鎌倉駅や江ノ電の駅からも近
く、観光も海水浴も楽しめるので、
夏休み中は大にぎわい。趣向を凝
らした海の家も人気です。
▶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

❶材木座海水浴場 C-4Ｍ

　3つの海水浴場の中では一番長
い 1,100ｍのビーチ。遠浅で波が
穏やかな入り江の砂浜です。干潮
時には、日本最古の築港跡、和賀
江嶋が現れます。
▶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」下車徒歩約2分

上旬

中旬

展示会・催し物の情報
※展示替期間等は休館の場合がありますので、事前にお問い合わせください

鎌倉文学館 ☎23-3911
入館時間 9:00～16:30B-3Ｍ

～9/23（水・祝）

かまくらキッズ・フェスタ
音楽の絵本「ジャイブ」
全席指定
【おとな】2,000円
【こども（小学生以下）】1,000円
※３歳未満膝上無料

鎌倉芸術館 チケットセンター 　0120-1192-40
FＭ

8/9（日）大ホール
15:00開演（14:30開場）

8月

イル・デーヴ  サマー・コンサート
全席指定
【Ｓ席】4,000円／【Ａ席】3,000円
※未就学児の入場不可

8/29（土）大ホール
14:00開演（13:30開場）

ⓒSUPERKIDS

受　付 9:00～19:00

清方の作品から学ぶ、日本画の描き方
▶8/8（土）・22（土）13:30 から展示解説あり

鏑木清方記念美術館 ☎23-6405
C-2Ｍ

～8/23（日）

秋の情趣　清方の多彩な表現
【一般】200円／【小・中学生】100円
※市内在住の65歳以上の人、在住・在学の小・中学生は無料

8/29（土）～10/18（日）

入館時間 9:00～16:30

月曜日、8/25（火）～28（金）休

さるすべり、むくげ、
アメリカふようなど

【20歳以上】360円／【20歳未満と学生】250円／
【高校生と65歳以上】100円
※中学生以下、障がい者手帳所有者は無料

県立フラワーセンター 大船植物園 ☎46-2188
FＭ

❖見ごろの植物

食虫植物展～8/30（日）

こども絵画展～8/30（日）

押し花美術教室
3000円、各回20名。申し込み8/1（土）～16（日）

8/30（日）10:30、13:30

さるすべり アメリカふよう

入園時間 9:00～17:00

月曜日休

▶鎌倉彫 2時間体験もできます。
　要事前予約。

夏休み企画展
「鎌倉彫」ってなあに？
―歴史と作り方のひみつを
　探ってみよう―

鎌倉彫資料館
C-3Ｍ

～8/28（金）
※最終日は14:30まで

☎25-1502
入館時間 9:30～16:30

月曜日、毎月第5週目、8/13（木）～15（土）休

【一般】300円／【中学生】200円
【小学生】150円

◆チケット販売開始：
　　　9月1日から
鎌倉市観光協会 専用電話
☎0467-23-3545

▶8/8（土）14:00から戸田奈津
子さんトーク＆サイン会あり

▶8/22（土）14:00よりトークイベントあり

企画展　戸田奈津子が見てきたハリウッド
【一般】200円／【小・中学生】100円
※市内在住の65歳以上の人、在住・在学の小・中学生は無料

川喜多映画記念館 ☎23-2500
C-2Ｍ

～9/13（日）

8/4（火）～6（木）「サンセット大通り」
　8/4（火）10:30・14:00／5（水）14:00／6（木）14:00
8/7（金）～9（日）
　「クレイマー、クレイマー」
　8/7（金）10:30・14:00／
　8（土）10:30／9（日）14:00

8/18（火）～20（木）「大脱走」
　8/18（火）10:00・14:00／19（水）14:00／20（木）14:00
　※18日初回の上映時間にご注意ください。
8/21（金）～23（日）「007／ロシアより愛をこめて」
　8/21（金）10:30・14:00／22（土）10:30／23（日）14:00

【一般】1,000円／【小・中学生】500円（展示観覧料込み）

❖8月の上映

ⓒ1979 COLUMBIA PICTURES
INDUSTRIES,INC. ALL RIGHTS
RESERVED.

入館時間 9:00～16:30

月曜日休

入館時間 9:00～16:00

仏像入門
～ミホトケをヒモトケ！～
【一般】400円
【小・中学生】200円
※市内の小・中学生、市内在住の 65
歳以上の人、または身体障がい者手
帳所有者と付き添いの人1人は無料

鎌倉国宝館 ☎22-0753
D-2Ｍ

～9/6（日）

月曜日（8/10は開館）休

月曜日（祝日は開館）

鎌倉からはじまった。
1951-2016
PART2:1966-1984
発信する近代美術館
【一般】1,000円／
【20歳未満と学生】850円／
【高校生】100円／【65歳以上】500円
※中学生以下、障がい者手帳所有者は無料

☎22-5000
C～D-2Ｍ

～10/4（日）
❖鎌倉館

鎌倉からはじまった。1951-2016 版画の部
【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、障がい者手帳所有者は無料
※鎌倉館の観覧券で当日に限り鎌倉別館を無料で観覧できます

～10/4（日）
❖鎌倉別館

県立近代美術館
入館時間 9:30～16:30

両館とも月曜日（9/21は開館）休

8月
葉月

No.559 
平成27年
8月1日

8/31まで
 開設！ 

　　　 北条泰時の命で築かれた、
現存する日本最古の築港遺跡であ
る和賀江嶋があるのはどこですか？
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問 題

答えは展示会・催し物の情報ページ

開設
から132年 ●海水浴場の開設時間は 9 時～17 時。この間は遊泳

　区域内でのマリンスポーツ禁止（ボディボード可）
●早朝や日没後、また飲酒時は海に入らないこと
●各監視所に掲げてある旗の色を確認しましょう
　　＝遊泳可能／　＝遊泳注意／　＝遊泳禁止
　　＝津波襲来の合図➡ただちに浜辺から避難を
●波の高さや潮の流れが急に変わることがあります
●22時～ 6時は花火禁止

■そのほかの注意事項

鎌倉の
海水浴場
へ行こう！

10月9日●10日●
鎌倉薪能
【鎌倉宮】

1枚7000円（税込み）

金 土

鎌倉検定に
チャレンジ！ 3材木座海岸１面

 など

 など

休

【
答
え
】

北鎌倉古民家ミュージアム
C-1Ｍ

9/18（金）まで一部改装のため休館

☎25-5641

犬のジェイクと空の旅へ
「ジェイクとかみひこうき」
絵本原画展

【一般】700円／【小・中学生】350円
※未就学児、障がい者手帳所有者は無料

葉祥明美術館

～9/18（金）

常設展　夏の風景
～8/31（月）

☎24-4860
入館時間 10:00～17:00C-1Ｍ

年中無休休

【実施日】8/10（月）、11（火）
【集　合】JR鎌倉駅東口交番横（9:00～9:20）
【解　散】報国寺（12:30ごろ）　【参加費】500円
【拝観料】500円　【交通費】200円（バス代）
※申し込みは往復ハガキのみ（各日先着50人で締め切り）

【Ａコース】
竹林を吹き抜ける涼風の中、禅の心にふれる
～報国寺で夏の坐禅体験～

【実施日】8/20（木）、24（月）、25（火）、26（水）
【集　合】JR大船駅南改札 西口歩行者デッキ・2階トイレ前
　　　　（9:00～9:30）
【解　散】洞窟前バス停（12:00ごろ）　【参加費】500円
【拝観料等】400円　【交通費】230円（バス代）

A・Ｂコースとも、申し込み締め切りは実施日の 1 週間前まで。
希望コース名、希望日、〒、住所、氏名、電話を明記。
〈ハガキ〉 〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜 4-1-1「NPO法人鎌倉
ガイド協会」宛て。〈HP〉http://www.kcn-net.org/guide/

【Ｂコース】
田谷の洞窟に涼を求める
～密教修行道場の田谷瑜伽洞を参拝～

NPO法人 鎌倉ガイド協会

❖古都鎌倉史跡めぐり
☎24-6548   FAX 24-6523

▶申し込みは、ハガキまたは FAX、HPから

〈発 行〉鎌倉市観光商工課
〒248-8686  鎌倉市御成町18 番10 号
☎0467-61-3884

▶ツイッター  @kamakura_kankou
〈制作〉株式会社 湘南リビング新聞社

かまくら観光
砂浜
は飲酒禁止

音

響機
器の使用禁止

タバ

コは所
定の喫煙所で

遊泳

区域内
に動物を入れない

入

れ墨等は露出し
ない

ゴ

ミは所定のゴミ
箱に

BBQ、火気の使用はし

ない

危険な遊具は使用し
ない

鎌倉市海水浴場のマナー


