
挿絵　佐野絵里子

藤沢ゆかりの小栗判官物語を描いた
浮世絵２０点を展示します。

※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  https://fujisawashuku-kouryukan.com/

16：40開演～20：00終演予定

時宗総本山遊行寺境内特設会場
特設舞台 入場無料　

《会　場》

※雨天の場合、藤嶺学園藤沢中・高等学校体育館（入場制限あり）

8月22日木 

要：入場整理券

遊行寺薪能第34回

かながわ信用金庫本支店窓口で 8月1日木9：00～先着順

【問合せ】遊行寺薪能実行委員会事務局
 ☎046-821-1709
（かながわ信用金庫業務部内　平日9:00～17:00まで）

入場整理券配布方法

　能/半　蔀

狂言/呼　声

　能/小鍛冶

（観世流）

（大蔵流）

（観世流）

大松　洋一

山本　則重

山階 彌右衛門

 はじ         とみ
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《演　目》

※かながわ信用金庫本支店にてお一人様１枚限り、なくなり次第終了

済美館

トレアージュ
白旗

蔵まえ
ギャラリー

藤嶺学園中

宝物館
御殿橋 惣門

白旗神社
藤嶺学園高

遊行寺

市民病院

白旗神社

白旗

市民病院入口

藤沢橋

遊行寺小
田
急
江
ノ
島
線

↑
湘
南
台

境
川藤沢公民館・

労働会館等
複合施設

御殿辺公園

遊行寺橋

さいか屋

東海道線

ビック
カメラ

サンパール広場

←辻堂

藤沢本町駅藤沢本町駅

藤沢駅藤沢駅

ふじさわ宿
交流館

●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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●小栗判官と東海道浮世絵

●浮世絵みどころ解説

藤沢照手 平塚小栗藤沢照手 平塚小栗

9月15日日 ①11：00 ②14：00
【開場】①10時 ②13時　
　　　各回先着70名

※入場券を①１０時 ②１３時よりお配りします。

交流館浮世絵ミニ展示
9月10日火～16日月㊗ 多目的ホール

夏休み会議室の無料開放
２階会議室を「自習室」として無料開放します。
　期間：２０１９年７月３０日（火）～８月３０日（金）
　　　　毎週火曜日～金曜日
●午前９時～午後６時（火曜日が休日にあたる場合、イベント等が開催される 
　日を除く。開放できない日はホームぺージでお知らせします。）
●対象：小学生～大学生

入館料あり

【開催期間】 2019年 9月7日土～11月10日日
【開館時間】 10：00～17：00（入館は16：30まで）
【開 館 日】 毎週 金・土・日・月・祭日
【主　　催】 遊行寺宝物館
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8月・9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。

※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　8月・9月の主なイベント

宿場ミニコンサート
 「情熱の響き マリンバ・アンサンブル」 
演奏：マリンバパーカッショングループ TONES
　　   木村奏子 氏、小畑寛 氏、平野有希子 氏

出演：一龍齋貞橘 氏、田辺銀冶 氏

8月25日日

8月  4日日

14：00～15：30 【開場13時・先着90名】

①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・各回先着90名】

太田プロ若手芸人爆笑ライブ 
in ふじさわ宿交流館

8月11日日 14：00～16：30 【開場12時・先着90名】

ふじさわ宿ふれあい寄席　
●熟練素人演芸家の渾身の芸で綴る高座をお楽しみください。 落語のほか、　
　三味線漫談、マジックもある楽しい寄席です！ 出演：かながわ楽笑会

宿場寄席
8月23日金
●若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。

田辺銀冶一龍齋貞橘

14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

8月18日日 14：00～15：30 【開場13時・先着90名】

※入場券を12時よりお配りします。

宿場講談会
●「盛夏の競演・貞橘/銀冶」

※入場券を13時よりお配りします。

※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。

大鋸町内会プレゼンス　ライブショー
出演：colorful THE  DOUGHNUT

8月27日火 17：00～18：00 

講師：中島淳一 氏
※入場券を13時よりお配りします。

宿場寄席
9月27日金
●若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。

9月14日土 13：30～ 【開場12時・先着60名】

場　　所：ふじさわ宿交流館→宝物館
講 演 者：遠山元浩 氏（遊行寺宝物館館長）

申込受付：９月２日（月）  午前９時～
申 込 先：郷土歴史課　
               電話 0466-27-0101 または
               FAX 0466-50-8432

「真教と時衆～聖絵と縁起絵の世界～」と
遊行寺宝物館見学

14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

※入場券を12時よりお配りします。

藤沢市民まつり
9月28日土・29日日
●旧東海道藤沢宿ジオラマほか
　関連資料を展示します。
　（多目的ホール）

※入場券を①10時 ②13時よりお配りします。

5月の公演から

colorful THE  DOUGHNUT

太尾亭狸久 山酔亭熊王浦鐘家清五楼

舎々利亭でる子仲見世亭夢介都紫子

TONES

8月24日土 10：00～15：00の間に随時受付

11：00～13：00
（出入り自由・各話10分程度）

遊行寺近辺の無料ミニガイド

ごんちゃんの紙芝居

●藤沢宿の紹介や遊行寺近辺の現地案内をします。

●どなたでもご覧になれます。

●どなたでもご覧になれます。

江の島・藤沢ガイドクラブ

江の島・藤沢ガイドクラブ

9月28日土 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。

11：00～13：00（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。

●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 ！ ！ 

9月  1日日 ①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・各回先着90名】

太田プロ若手芸人爆笑ライブ 
in ふじさわ宿交流館

3月の公演から

●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 ！ ！ 

9月15日日

9月22日日

①11：00～ 
②14：00～ 【開場①10時 ②13時・各回先着70名】

浮世絵見どころ解説
●小栗判官と東海道浮世絵

8月10日土 14：00～16：00 【開場13時・先着90名】

お地蔵さまの世界 ～「湘南のお地蔵さま」 から学ぶあれこれ～
●なぜ、私たちはお地蔵さまを身近に感じるのかに
　ついて、わかりやすくお話しします。

 要申込 参加費無料（宝物館入館料込）

次のイベントについては、入場券をお配りします。
お地蔵さまの世界、ふじさわ宿ふれあい寄席、宿場講談会、
宿場寄席、宿場ミニコンサート、浮世絵みどころ解説

●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。

ご来場の方へお願い
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