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※当館には駐車場がありません。

藤沢市ふじさわ宿交流館
TEL.0466（55）2255　FAX.0466（20）5152
〒251-0001 神奈川県藤沢市西富1-3-3　
http://www.fujisawa-kanko.jp/fujisawashukukouryukan/
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●藤沢駅北口より徒歩14分
●藤沢本町駅より徒歩15分
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入館料あり

【開催期間】 平成30年10月13日土～12月17日月
【開館時間】 10：00～16：30（入館は16：00まで）
【開 館 日】 毎週 土・日・月・祭日
【主　　催】 遊行寺宝物館
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次のイベントについては、入場券をお配りします。
《宿場ミニコンサート、宿場寄席、シネマ交流館》

●会場内の管理運営上、立見等でのご観覧はご遠慮願います。
●ご観覧の方は、入場券（着席・自由席券）が必要となります。
●入場券は、当日の開場時間より会場入り口で、お1人につき１枚配布いたします。
●この入場券をお持ちでない方は、入場できません。

●往復はがきに希望する講座の日時・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を書いて、
   １０月５日（金）（当日消印有効）までに 〈〒251-0001  藤沢市西富1-3-3　
   藤沢市ふじさわ宿交流館〉 へ。
●１枚の往復はがきで２名まで、上記の講座2回分申し込みができます。
●申込者が定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。（抽選は各①②毎に行います。）

ご来場の方へお願い

１０月・１１月の宿場歴史講座は
事前申し込みが必要になります

①１０月１９日（金）  第3回 藤沢宿を歩く１　遊行寺界隈の古道　
②１１月１６日（金）  第4回 藤沢宿を歩く２　白旗神社界隈の古道

10月・11月の主なイベント



※天候などの理由によりイベントの一部が変更または中止になる場合があります。また、各イベントの出演者等は変更になる場合がありますので当館のホームページをご覧ください。

ふじさわ宿 交流館　10月・11月の主なイベント

10月14日日 10：00～12：00（出入り自由）

昔遊び「大きな大きな絵を描こう」
●３ｍくらいの大きな画用紙にみんなで絵を描きます。
　カットしてお持ち帰りもできます。

大浦綾子 石塚千恵 秦野陽介 堀江冬子 福井綾

10月20日土 14：00～15：15 【開場13時・先着90名】

宿場ミニコンサート　「クラリネットと弦で贈る魅惑の響き」

10月26日金 14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

10月27日土 13：00～16：30 【開場12時30分】

宿場寄席

●ジブリとクラリネットの名曲から。
演奏：湘南エールアンサンブル　大浦綾子氏（クラリネット）　石塚千恵氏（ヴァイオリン）
　　　秦野陽介氏（ヴァイオリン）　堀江冬子氏（ヴィオラ）　福井　綾氏（チェロ）

10月19日金 14：00～16：00

講師：歴史研究家　平野雅道氏

宿場歴史講座 ～宿場町藤沢の歴史あれこれ～
 「第3回 藤沢宿を歩く１　遊行寺界隈の古道」

指導：Vivid アート展実行委員会

11月24日土

11月24日土・25日日

11月25日日 9：00～16：00

秋の華道展

24日土の午前中は公開活け込

随時受付（先着30名）

●ふじさわ宿交流館から遊行寺へ繋がる東海道や中世鎌倉道を歩いてみよ
う。意外な発見があると思います。

　《コース》 交流館 → 一里塚 → 諏訪神社 → 旧鎌倉道 → 感応院 →
               藤稲荷 → 御幣山砦 → 舟久保

10月21日日 14：30～16：00 【開場14時】

ゲスト：菅　孝能氏（建築家、藤沢市都市景観審議会会長）
基調講演：Light Brothers（工藤氏、伏見氏）他パネリスト予定
主催：藤沢今昔まちなかアート実行委員会　共催：藤沢市

場所：ふじさわ宿交流館 → 宝物館
講演者：藤島俊會氏（美術評論家）、瀧本光圀氏（仏師・彫刻家、出品者）
　　　　遠山元浩氏（遊行寺宝物館館長）
費用：無料（宝物館入館料込）
申込受付：10/1月 午前９時から
申込先：郷土歴史課  TEL. 0466-27-0101　主催：藤沢市

シンポジウム 「藤沢宿・景観照明の可能性とまちなかアート」
●藤沢今昔・まちなかアートめぐりと協働する景観照明専門家チーム Light Brothers の藤沢宿
他での活動紹介と、アート、歴史的建造物や都市景観との今後の連携の可能性を探る。

10月  7日日

10月13日土

①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・先着90名】

８月の公演から

太田プロ若手芸人爆笑ライブ in ふじさわ宿交流館
●太田プロ若手芸人らが繰り広げる喋りの競演藤沢の地で開催！ ！ 
　ＭＣは地元出身の「大矢剛康」氏と「六六三六」コンビのＷで！！

11月  4日日 ①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・先着90名】

８月の公演から

太田プロ若手芸人爆笑ライブ in ふじさわ宿交流館
●太田プロ若手芸人らが繰り広げる喋りの競演藤沢の地で開催！ ！ 
　ＭＣは地元出身の「大矢剛康」氏と「六六三六」コンビのＷで！！

11月  9日金 13：00～（135分） 【開場12時・先着70名】

シネマ交流館 「未知との遭遇」（吹き替え）　
●1997年スティーブン・スピルバーグ監督。ある日、メキシコの砂漠 
　で第二次世界大戦中の戦闘機を発見する。それは消失当時と変わ
　らぬ姿で残っていた。

●昭和の名曲がよみがえる。

 要申込 定員４０名 ※申込み方法は表面をご覧下さい

11月16日金 14：00～16：00

講師：歴史研究家　平野雅道氏

宿場歴史講座 ～宿場町藤沢の歴史あれこれ～
 「第4回 藤沢宿を歩く２　白旗神社界隈の古道」
●藤沢宿は本陣を中心として江戸時代発達します。家康の藤沢
　御殿や中世の大庭御厨の領家の歴史がつまっています。
　歩いてみよう。
    《コース》 交流館 → 日限地蔵 → 古東海道 → 厄神社 → 
                 堀内家墓地 → 常光寺 → 永勝寺 → 妙善寺

 要申込 定員４０名 ※申込み方法は表面をご覧下さい

 要申込 先着6０名

●藤沢市内の若手職人（藤沢市技能職団体連絡協議会青年部）と
　一緒に“ものづくり”を楽しく体験しよう！！

10：00～15：00の間に随時受付遊行寺近辺の無料ミニガイド
●藤沢宿の紹介や遊行寺近辺の現地案内をします。　江の島・藤沢ガイドクラブ

10：00～15：00の間に随時受付

遊行寺近辺の無料ミニガイド
●藤沢宿の紹介や遊行寺近辺の現地案内をします。　江の島・藤沢ガイドクラブ

10月28日日 10：00～15：00

職人体験まつり

ものづくり体験〈多目的ホール〉※いずれも当日申込み制　　　　　　　　　　　　　　　
● 和菓子づくり体験（藤沢菓子組合）………１回300円
● 畳コースター作り（畳組合湘南）…………１回200円
● ペン立て作り（湘南内装表具師会）………１回200円    
                                     

模擬店〈外広場〉　
● 綿菓子販売…………１個１００円
● ポップコーン販売……１個１００円
その他模擬店あり

12：00～14：00（出入り自由・各話10分程度）

ごんちゃんの紙芝居 ●どなたでもご覧になれます。

11月17日土 12：00～14：00（出入り自由・各話10分程度）

ごんちゃんの紙芝居 ●どなたでもご覧になれます。

●若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。

講演「文化の伝承と創造」と遊行寺宝物館見学
●遊行寺宝物館の美術展「創造と継承」（市指定文化財仏像ほか）の記念講演・フォーラムの
　あと、展示会を解説付きで見学。

※入場券を12時よりお配りします。

11月23日金㊗ 14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

宿場寄席
●若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。

●秋から冬へ、季節の移り目を通して様々な草花の姿を
　お楽しみください。

9：00～16：00

生け花体験教室
●お一人でも親子でもどなたでも参加できます。
　１１：００～１4：００の間で１人２０分程度。

※入場券を12時よりお配りします。

※入場券を13時よりお配りします。

※入場券を13時よりお配りします。 中山正瑠山本佳代 坂元陽子

11月  3日土 14：00～15：15 【開場13時・先着90名】

宿場ミニコンサート  ～秋のふれあいコンサート～
●楽器と触れ合いましょう！オーボエってどんな楽器？
　みんなで歌いましょう日本の歌！

演奏： 山本佳代氏（ソプラノ）
　　　中山正瑠氏（オーボエ）
　　　坂元陽子氏（ピアノ）

※入場券を13時よりお配りします。

11月10日土 14：00～15：15 【開場13時・先着90名】

宿場ミニコンサート 「懐かしの青春ポップス」 

演奏：MOON FLOWER　
　　　ケイリー寺谷氏（ヴォーカル＆ギター）
　　　城晴彦氏（リードギター）
　　　北里淳子氏（ヴォーカル＆パーカッション）
　　　竹松要一氏（ベース）
　　　ｅｍｍａ寺谷氏（キーボード）

オーボエ

主演： リチャード・ドライファス
※入場券を12時よりお配りします。


