
挿絵　佐野絵里子

※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/
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1月2日木・3日金

旧東海道藤沢宿写真展旧東海道藤沢宿写真展
9：00～17：00 ※最終日は16：00（12月9日月、12月16日月は休館日）
協力：藤澤写真協会

12月7日土～20日金12月7日土～20日金12月7日土～20日金

藤沢宿歴史講座（全11回）

みんなで応援！第９6回箱根駅伝
（東京箱根間往復大学駅伝競走）

出場２１チームが遊行寺坂を快走！！出場２１チームが遊行寺坂を快走！！

出場校ののぼり掲出や懐かしい写真を展示。出場校ののぼり掲出や懐かしい写真を展示。

令和元年度次のイベントについては、入場券をお配りします。

●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。

※なお、多目的ホールにてイベント開催時等は、ご覧になれない場合があります。

藤沢宿が成立する前の様子から、江戸時代に東海道宿駅制度が制定され
た藤沢宿の様子まで、時宗との関わりや、発掘により出土した遺物など、
様々な観点から藤沢宿の全体像を捉え、広く藤沢宿の歴史を伝えます。
《第１回》１２月  ６日金　伊藤一美氏  「藤沢宿成立以前の藤沢」  
《第２回》１２月１３日金　伊藤一美氏  「藤沢宿と戦国大名」  
《第３回》  １月１０日金　高野　修氏  「藤沢宿と時宗」  
《第４回》  １月１７日金　石井　修氏  「藤沢宿の成り立ち」  
《第５回》  １月３１日金　石井　修氏  「宿場の人々とできごと」  

ご来場の方へお願い

藤沢宿歴史講座、ふじさわ宿ふれあい寄席、宿場ミニコンサート、
宿場寄席、宿場講談会、江の島の弁才天像とその信仰について

東海道分間延絵図（藤沢市蔵複製）

12月・1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　12月・1月の主なイベント

12月22日日 14：00～15：15 【開場13時・先着90名】

宿場ミニコンサート 
「映画音楽とクラッシックの調べ」

12月20日金

12月21日土

14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

宿場寄席

演奏：湘南エールアンサンブル

出演：六六三六、ギャルズ、こじらせハスキー、ロングアイランド、
　　　エールタワー、青色１号

12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
●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！！

講師：伊藤一美氏（藤沢市文化財保護委員）

12月  6日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第１回 「藤沢宿成立以前の藤沢」

1月  2日木・3日金

六六三六

第９６回箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）
●みんなで応援！出場２1チームが遊行寺坂を快走！！

出演：大矢剛康、六六三六、しらすのこうげき！、こじらせハスキー、
　　　さすらいラビー、ストレッチーズ、ガレット

1月  5日日 ①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・各回先着90名】

10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！！

10：00～15：00の間に随時受付

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

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

1月19日日 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。

●若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。
※入場券を12時よりお配りします。

1月24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。
※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。

講師：高野修氏（元藤沢市文書館長）

14：00～16：00 【開場13時30分・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第３回 「藤沢宿と時宗」

※入場券を13時30分よりお配りします。

講師：伊藤一美氏（藤沢市文化財保護委員）

12月13日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第２回 「藤沢宿と戦国大名」

※入場券を13時よりお配りします。

講師：中島淳一氏

1月11日土 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

「江の島の弁才天像とその信仰について」

※入場券を13時よりお配りします。

講師：石井修氏（元藤沢市文書館長）

1月17日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第４回 「藤沢宿の成り立ち」

※入場券を13時よりお配りします。

講師：石井修氏（元藤沢市文書館長）

1月31日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第５回 「宿場の人 と々できごと」

※入場券を13時よりお配りします。

対象：子どもとその保護者（両日参加できる方、小学校４年生以上は子どもだけでの参加可）
講師：相州藤澤凧保存会　 申込先：郷土歴史課　TEL 0466-27-0101   FAX 0466-50-8432

1月18日土 9：00～12：00

親子凧づくり教室（全２回の１回目）

（全２回の２回目）

出演：一龍齋貞寿氏　一龍齋貞弥氏

12月15日日 14：00～15：30 【開場12時・ 先着90名】

宿場講談会 「年忘れ講談  女流二人会」

※入場券を12時よりお配りします。

12月  8日日 ①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・ 各回先着70名】

もうすぐお正月！ ！ ふじさわの伝統生活映画会
●ふじさわの伝統生活Ⅱ「わかめの口あけ（江の島地区）」「麦のこなし（鵠沼地区）」
   「天王祭（江の島地区）」ほか

※入場券を13時よりお配りします。

12月14日土 13：00～15：00

 要申込 参加費  1個につき500円　定員 15組

対象：子ども～大人　どなたでも
指導：蔵まえギャラリー
申込受付：11月30日（土） 9:00～
申込先：ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

お菓子のクリスマスリース
●キャンディやチョコレート、クッキーなどのお菓子をつかって、
　クリスマスリースの土台を作ります。

交流館ワークショップ

12月26日木 ①13：00 ②15：00 

 要申込 参加費 1,800円　定員 各10名

対象：子ども～大人　どなたでも
指導：湘南藤沢文化ネットワーク
申込受付：12月14日（土） 9:00～
申込先：ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

正月飾り
●20ｃｍ位の切りたての孟宗竹の入れ物に、３本の真竹を建て、
　若松や笹でおめでたい正月の竹飾りを作ります。

交流館ワークショップ

1月10日金 10：00～12：00

 要申込 参加費 200円　定員 15名

 要申込 参加費 500円　定員 先着20組　※１２月１３日（金） 9:00から電話・FAXで受付

指導：蔵まえギャラリー
申込受付：12月21日（土） 9:00～
申込先：ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

対象：子ども～大人　どなたでも
指導：昔の遊びを伝える会

桜ふぶき
●桜がたくさん降るように、さまざまな桜色の紙とこよりを使って
　桜ふぶきを作ります。天井や壁に飾って一足早い春を作りましょう。

●新たに国の重要文化財となった江島神社の弁才天像や
   弁財天信仰についてお話しします。

●凧づくりに挑戦！絵を描き、竹ひごに貼ります。 
会場：ふじさわ宿交流館

1月25日土

1月25日土

9：00～12：00

●凧あげに挑戦！糸をつけて凧をあげます。ふじさわ宿交流館で作成後、藤沢小学校に移動します。

交流館ワークショップ

1月  7日火 11：00～15：00（昼休み 12：30～13：00） 出入り自由　申込み不要

昔ながらの縁日（お正月遊び）
●ふじさわ宿交流館が昔懐かしい縁日会場になります。
   駄菓子屋、お正月遊び、４つの工作、けん玉、福笑い、
   紙芝居など、たくさんできます。

交流館ワークショップ12月  7日土 14：00～16：30 【開場13時・ 先着90名】

ふじさわ宿ふれあい寄席　
●落語、講談、手品、俗曲、バラエティー に富んだ楽しい寄席です。
   お気軽にどうぞ！ 出演：かながわ楽笑会

太尾亭狸久 浦鐘家清五楼 舎々利亭でる子 都紫子

一龍齋貞弥一龍齋貞寿

平山恵
（フルート）

渡辺久仁子
（ピアノ）

石塚千恵
（バイオリン）

秦野陽介
（バイオリン）

堀江冬子
（ビオラ）

井崎瑛惠
（チェロ）

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。
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