
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

各回入場券を13時よりお配りします

入場券を13時よりお配りします

※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。

藤
沢
市

交 流 館

募集ガイド案内  《案内》 江の島・藤沢ガイドクラブ
●龍口寺五重塔の特別拝観とゑのしま道の寺社巡り●みどりの日、クラシックに親しもう♬

参加費 ５００円　定員 ６０名

江ノ電・江ノ島駅（集合）→龍口明神社(元宮)→龍口寺→常立寺→
寛文供養庚申塔→西行戻り松→本蓮寺→一遍上人地蔵堂跡→密蔵寺→
諏訪神社(上社・下社)→泉蔵寺→岩屋不動→馬喰橋→藤沢市民会館（解散）
　

花まつりの日に開扉される五重塔と周辺寺社見学の半日コースです。

一龍齋春水氏

平野雅道氏 郷土歴史課　TEL 0466-27-0101

●引地川周辺の藤を巡り生産量日本一のワイン工場を訪ねる

ＪＲ辻堂駅東改札～(バス)～大庭小学校バス停→
大庭城址公園→引地川親水公園→成就院→舟地蔵公園→
端山藤園→臼井邸→宗賢院→メルシャン藤沢工場（約６㎞）

　

この時期、引地川や境川沿いの公園や寺社では藤の花が咲き揃います。
今回は大庭地区の藤の花ベストスポットを巡り、ワインの生産量日本一の
メルシャン藤沢工場を訪ねます。

●海の道トンボロから江の島　浮世絵の島へようこそ！

片瀬江ノ島駅→江の島弁天橋・トンボロ体験→聖天島公園→
青銅鳥居→仲見世通り→西浦→江島神社→
江の島市民の家（約３㎞）

　

江戸の人びとがこぞって訪れた江の島は、浮世絵でも大人気のスポットです。
そんな江ノ島を訪ねて、少しだけタイムスリップしてみましょう。

●鵠沼別荘地・鵠沼海岸の散策と片瀬教会で宗教画の見学

江ノ電鵠沼駅→賀来神社→鵠沼別荘地散策→東屋跡→
鵠沼公民館（長谷川路可展）→湘南海岸公園→
片瀬カトリック教会→小田急線片瀬江ノ島駅（約５㎞）

　

鵠沼別荘地開発の歴史を探り、別荘地を散策、ゆかりの人々を紹介。鵠沼公民
館で長谷川路可展を見学後、片瀬教会で路可の宗教画の説明を受けます。

藤沢宿鎌倉屋史料あれこれ

宿場ミニコンサート

●和楽器アンサンブル

●一龍齋春水独演会

藤嶺学園藤沢中学校・高等学校茶道部に
よるお点前です。

初夏のお茶会

宿場講談会

会議室ご利用のお知らせ

3月１0日火 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

参加費 ５００円　定員 各3０名
4月１0日金 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

参加費 ５００円　定員 ６０名
4月１0日金 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

参加費 ５００円　定員 ６０名
5月１0日日 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

「文政３年藤沢宿書上帳（１）と奉公人請状」

「文政３年藤沢宿書上帳（２）と売渡畑証文」

山本佳代氏（ソプラノ） 　　
坂元陽子氏（ピアノ）
佐藤学氏（トロンボーン）

岸田晃司氏（横笛）
渡邊香澄氏（箏）
藤田淳哉氏（津軽三味線）
石高万紀子氏（尺八）
千代園剛氏（邦楽囃子）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ふじさわ
宿交流館で開催するイベントなどは３月末までの間
中止とし、受付業務のみとします。
ここに掲載した４月・５月開催予定のイベントなども
中止や変更となる場合があります。
変更となる場合はホームページ等でご案内します。

【ご利用時間】 9：00～21：00　２時間100円
【休館日】 月曜日（休日の場合は翌日）１月１日及び
　　　　１２月２７日～１２月３１日
ご利用する日の３か月前から電話で予約できます。
詳細はお問合せください。

会議、研修会、サークル活動等にふじさわ宿交流館会議室をご利用ください。
プロジェクター、スクリーン、テレビモニターをご利用できます。

要申込

出演

講師 問合せ

出演

出演

４月  ５日日 ９：3０～１3：００ ※荒天中止

４月24日金・27日月 ９：3０～１5：００頃 ※荒天中止

５月１１日月 ９：3０～１2：3０ ※荒天中止

５月26日火 ９：3０～１2：3０ ※荒天中止

5月  9日土 14：００～　全３席

4月29日水㊗ 14：００～

5月  1日金 14：００～16：００

5月15日金 14：００～16：００

5月  4日月㊗ １４：００～１５：１５

5月  5日火㊗ １４：００～１５：１５

山本佳代

平野雅道

坂元陽子 佐藤学

岸田晃司 渡邊香澄

石高万紀子 千代園剛

藤田淳哉

一龍齋春水

北斎：
富嶽三十六景
「相州江之嶌」

開場13時　先着60名

開場13時　各回先着60名

開場13時　先着各席２５名

開場13時　先着60名

申込受付
申込先

要申込
申込受付
申込先

要申込
申込受付
申込先

要申込
申込受付
申込先

4月・5月の主なイベント

～坂戸町宿役人
　の記録～



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

交流館ワークショップ

※当館には駐車場がありません。

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Fプレイス

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

北口

商工会館
ミナパーク

0466（55）2255

0466（20）5152
〒251-0001 
神奈川県藤沢市西富1-3-3

https://fujisawashuku-kouryukan.com/

TEL

FAX

藤沢市
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

ふじさわ宿 交流館　4月・5月の主なイベント

藤沢商工会議所　遊行の盆係　TEL 0466-27-8888

毎年７月に開催されている盆踊り「藤沢宿・遊行の盆」で
踊る「遊行ばやし」の唄・三味線の公開講習会です。

藤沢市内に数多く所在する仏像について、その
特徴と信仰のかたちをわかりやすくお話しします。

遊行の盆 ～唄・三味線講習会～

若手落語家のフレッシュな落語をお楽しみください。

宿場寄席

どなたでもご覧になれます。

ごんちゃんの紙芝居

藤沢のみほとけたち
●長くて大きい大きい絵を描いてみよう！！

ロールのクラフト包装紙にいろいろな道具や様々な技法を
使って、カラフルな絵の具で楽しい絵を描きましょう。

参加費 ５００円　定員 2０名

中島淳一氏

太田プロ若手芸人爆笑ライブ  
in ふじさわ宿交流館

ご来場の方へお願い

子どもから大人（無料・出入り自由）
Vividアート展（汚れてもよい服装で）

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX

●一貫張りのかごづくり

竹かごに和紙を何枚も重ねて貼り、丈夫なかごを作ります。

蔵まえギャラリー
４月１１日土 ９：00～

４月１１日土 ９：00～

5月10日日 ９：00～

１個につき５００円　対象及び定員 親子10組

●からくりこま

糸を引っ張るだけでよく回るこまを、親子で作っていっしょに遊びませんか。

こぶし荘木工サークル　木佐貫茂氏

参加費 １,５００円　定員 各10名

●藍の生葉染め（旧モーガン邸の朝採れ藍）

生葉の藍は絹に触れると美しい空色になります。輪ゴムで簡単な模様を
付けて染めましょう。（大きなタオルをビニール袋に入れて持参）

蔵まえギャラリー

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。

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 ！ ！ 

大矢剛康、六六三六　
ライオンロック、もんぶらん　
ガレット、はなび、フリーモンキー

大矢剛康、六六三六　
テンチュー、ぐりーんぴーす　
しらすのこうげき！、エールタワー　
サルベース

宿場講談会、宿場ミニコンサート、初夏のお茶会
藤沢宿鎌倉屋史料あれこれ、藤沢のみほとけたち、宿場寄席

４月18日土 10：0０～１2：3０

要申込

４月24日金 14：００～
5月22日金 14：００～

出演

４月  5日日 　①12：００～　②15：００～

出演

5月  3日日㊗ ①12：００～　②15：００～

４月12日日・19日日・26日日　5月17日日・24日日
いずれも13：００～１7：００

講師

5月30日土 14：００～16：００
寿
昌
寺
韋
駄
天

１月の公演から

開場13時　先着60名

開場12時　各回先着60名

４月25日土 １１：００～１３：００
5月23日土 １１：００～１３：００

出入り自由・各話１０分程度

   開場11時
①、②とも各回先着60名

対象

申込先

申込先

申込先

問合せ

指導

４月23日木 13：0０～１5：0０

指導

申込受付

申込受付

申込受付

要申込

5月10日日 10：0０～１2：0０

指導

要申込

5月29日金 ①10：0０～１2：0０　②13：0０～１5：0０

指導

～その特徴と
   信仰について～


