
挿絵　佐野絵里子

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/

●御殿辺公園…屋台の出店やステージショー
●Fプレイス…そば打ち体験
●済美館………武相４宿ジオラマ展・草鞋作り体験・お茶会・地元中学生に
　　　　　　　よる藤沢宿絵画展 ほか
●藤沢宿古民家や蔵の写真パネル展、蔵の見学
●藤沢宿の老舗を巡るスタンプラリー
【主　催】旧東海道藤沢宿まちそだて隊　問合せ 090-3806-8610 福永

●遊行寺落語会
【場　所】遊行寺内信徒会館
【時　間】11：00～11：40
【出　演】桂歌助師匠の落語会
【定　員】先着120名　入場無料
【主　催】ふじさわ宿商店会　問合せ 0466-23-3536 
         　藤沢市商店会連合会事務局　福島

●浮世絵すり体験　10：00～15：00

桂歌助

マシンガンズ

浮世絵すり体験

藤
沢
市 交 流 館

出演：大矢剛康、六六三六、
　　　こじらせハスキー、フリーモンキー、
　　　ロックス、テンチュー、ポテンヒット

スペシャルゲスト：マシンガンズ

①12：00～ ②15：00～ 【開場11時・各回先着90名】

●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！！

藤沢のひなめぐり２０２０

10：00～17：00　
江の島エリア・藤沢宿エリア

エノシマトレジャー ～２つの島と世界の秘密～

～藤沢市まちづくりパートナーシップ事業～

太田プロ
若手芸人爆笑ライブ 
in ふじさわ宿交流館

2月8日土～3月31日火

2月22日土～3月3日火

2月22日土～3月3日火

藤沢宿歴史講座

3月1日日

10：00～15：00
御殿辺公園・Fプレイス・済美館ほか

藤沢宿まつり藤沢宿まつり

遊行寺

ふじさわ宿交流館

高校

おひな様展示・スタンプラリー

交流館吊るし飾りの展示
（ふじさわ宿交流館）

2月29日土（鵠沼・片瀬地区）
3月  3日火（藤沢地区）

おひな様・建物解説ツアー

2月22日土 午前・午後：各8人
　　　　　　  参加費：1,000円　会場：蔵まえギャラリー

3月8日日3月8日日

おひな様手作り講習会

年度末特別企画

参加費：500円

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。

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。

●宝の地図に描かれている暗号を解読し、各エリア
　内に実際に隠された宝を探し出すゲームです。
発見報告所：ふじさわ宿交流館(月曜日及び月曜日
　　　　　　が祝日の場合はその翌日が休館日）・
　　　　　　藤沢市観光センター

《第 6 回》  2月  7日金　 宮田　　眞氏 「発掘された藤沢宿 Ⅰ」  
《第 7 回》  ２月１4日金　 西川　武臣氏 「発掘された藤沢宿 Ⅱ」
                                               ～出土木簡と古文書をつなぐ～  
《第 8 回》  2月21日金　 鈴木　良明氏 「恵比寿信仰と藤沢」  
《第 9 回》  3月  6日金　 富田三紗子氏 「藤沢宿と助郷」  
《第10回》  3月13日金　 西本　正憲氏 「発掘された藤沢宿 Ⅲ」
                                            ～出土外国製品から見える宿の一断面～ 
《第11回》  3月20日金㊗ 平野　雅道氏 「古文書に書かれた藤沢宿」   

ご来場の方へお願い

藤沢宿歴史講座、宿場寄席、宿場ミニコンサート、
シネマ交流館、藤沢市まちづくりパートナーシップ事業

東海道分間延絵図（藤沢市蔵複製）

主催：藤沢市・湘南藤沢文化ネットワーク

【問合せ・申込み先】 蔵まえギャラリー　0466-25-9909

※会場によって異なります。

※月曜日及び月曜日が祝日の場合はその翌日が休館日

2月・3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。 ※当館には駐車場がありません。
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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

北口

商工会館
ミナパーク

ふじさわ宿 交流館　2月・3月の主なイベント

2月16日日 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」 ～昭和の名曲がよみがえる～

2月28日金

2月22日土

14：00～15：30 【開場12時・先着90名】

宿場寄席

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

出演：大矢剛康、六六三六、こじらせハスキー、ぐりーんぴーす、　
　　　もんぶらん、それもまた一興、ガッチキール

2月  2日日 3月  6日金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！！

出演：大矢剛康、六六三六、こじらせハスキー、フリーモンキー、ロックス、テンチュー、ポテンヒット
スペシャルゲスト：マシンガンズ

3月  8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　「年度末特別企画」
●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：宮田眞氏（株式会社博通代表取締役）

2月  7日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第6回 「発掘された藤沢宿 Ⅰ」

10月の公演から

小沢朝江

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

●春の訪れを様々な草花の姿からお楽しみください。
　22日 9：00から活け込を見学できます。　
   出瓶：藤沢華道協会

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

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。

2月15日土 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。

3月27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。

●幕末。迫る外国の脅威に備え、安中藩主・板倉勝明は藩士を鍛えるため、
　十五里の山道を走る大会を開催。そんななか、藩士不在の城に刺客が
　送り込まれる。

※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：西川武臣氏（横浜開港資料館長）

2月14日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第7回 「発掘された藤沢宿 Ⅱ」～出土木簡と古文書をつなぐ～

※入場券を13時よりお配りします。

講師：鈴木良明氏（藤沢市文化財保護委員会委員）

2月21日金 14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第8回 「恵比寿信仰と藤沢」

※入場券を13時よりお配りします。

2月22日土・23日日㊗ 9：00～16：00

春の華道展　

講師：富田三紗子氏（大磯町郷土資料館学芸員）

【第1部】 講演：１３：３０～１４：５０　講師：小沢朝江 氏（東海大学教授）
【第2部】 藤沢のひなめぐり2020を終えて　報告会：１５：００～１６：００

14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

13：30～16：00 【開場13時・ 先着70名】

藤沢宿歴史講座　第9回 「藤沢宿と助郷」

3月  7日土
「歴史的建造物と景観のヘリテージ活動推進・利活用事業」 フォーラム
～藤沢市まちづくりパートナーシップ事業～

※入場券を13時よりお配りします。

3月13日金
講師：西本正憲氏（玉川文化財研究所調査研究員）

14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第10回 「発掘された藤沢宿 Ⅲ」

※入場券を13時よりお配りします。

3月21日土 13：30～15：30 【開場12時30分・ 先着70名】

シネマ交流館 「サムライマラソン」

※入場券を12時30分よりお配りします。

3月20日金㊗
講師：平野雅道氏（歴史研究家）

出演：佐藤健、小松菜奈、森山未來ほか

14：00～16：00 【開場13時・ 先着90名】

藤沢宿歴史講座　第11回 「古文書に書かれた藤沢宿」

※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。

2月  5日水 10：00～12：00

 要申込 参加費  1,000円　定員 10人

指導：ばあばの雛まつり
申込受付：１月18日（土） 9:00～
申込先：ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

吊るし飾り　桃づくし
●雛飾りとして飾れるよう桃の実と桃の花を１本の紐に吊るし飾りの
　セットを絹布で用意します。

交流館ワークショップ

3月28日土

MOON FLOWER

2月  8日土 10：00～12：00

 要申込 参加費  1,000円　定員 10人

指導：蔵まえギャラリー
申込受付：１月25日（土） 9:00～
申込先：ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

はまぐり雛
●大きなはまぐりの貝に布を着せて、お内裏さまとお雛さまを作ります。

交流館ワークショップ

© “SAMURAI MARATHON 1855” Film Partners

～出土外国製品から見える
　宿の一断面～


