
※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》 江の島・藤沢ガイドクラブ
●新春恒例 “藤沢七福神めぐり” と 
　“江の島イルミネーション” を楽しもう！

参加費 ５００円　定員 ３０名

ＪＲ藤沢駅Ⓣ北口→皇大神宮Ⓣ→養命寺Ⓣ→白旗神社Ⓣ→常光寺→
諏訪神社→感応院→龍口寺Ⓣ→江島神社Ⓣ （解散）
（約9.3Km） Ⓣはトイレ

　

新型コロナ禍の克服を願って、新春恒例の藤沢七福神めぐり（八か所の霊場）
に出かけてみませんか？ 七福神めぐりの後は、冬の風物詩 “江の島イルミ
ネーション（湘南の宝石）”を思い思いにお楽しみください。

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

宿場講談会

●往復はがきに「宿場講談会」、日時・住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を書いて、１２月２３日水（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名まで申し込みできます。 
●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。

太田プロ若手芸人爆笑ライブ  
in ふじさわ宿交流館

１２月１２日土 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

●早春の境川・今田遊水地公園と境川周辺で
　野鳥観察を楽しもう

参加費 ５００円　定員 ３０名

小田急線六会日大前駅改札口Ⓣ→境川遊水地情報センターⓉ→鷺舞橋→
今田遊水地Ⓣ（今日見た鳥の確認後解散）→湘南台駅へ
（約4Km） Ⓣはトイレ

２月１２日金 ９：00～
ふじさわ宿交流館　電話またはＦＡＸ

参加申込方法

●往復はがきに「宿場寄席」、日時・住所・氏名（ふりがな）・電話番
号を書いて、１月１３日水（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名まで申し込みできます。 
●１月・２月の２回分申し込みできます。
●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１月・２月毎に行います。）

参加申込方法

郷土歴史課学芸員の解説を交えながら、８ミリフィルム等で制作された
記録映像を上映します。

シネマ交流館

●往復はがきに「太田プロ爆笑ライブ」、日時・時間帯①②・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を書いて、１月２３日土（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名まで申し込みできます。 
●①１2：00・ ②１4：00の２回分申し込みできます。
●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。）

参加申込方法

恒例の境川・今田遊水地と境川周辺の探鳥会です。今年も常連の鳥と共
に、どんな鳥さんに会えるか楽しみです。鳥さん達から元気をもらいに、
早春の一日を屋外でゆっくり過ごしてみませんか。
２日に分けて行いますので、どちらかにご参加ください。

定員先着 各３５名
「藤沢市の文化財 ～片瀬・江の島地区編（昭和５０年度制作）」 ほか２本
郷土歴史課学芸員　黒川敏彦
１２月１7日木 8：30～
藤沢市郷土歴史課 TEL：0466-27-0101  ＦＡＸ：0466-50-8432  
E-MAL： fj-kyoudo@city.fujisawa.lg.jp のいずれかで応募者の
郵便番号、住所、氏名、電話番号、受講希望者の氏名（フリガナ）を記入

神田菫花（㊗真打昇進）
田辺いちか（㊗二つ目昇進）

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 ！ ！ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載した
イベント等は中止や変更となる場合があります。中止
や変更の場合はホームページでお知らせします。

要申込

出演

１月  ８日金 12：３０～17：00 ※荒天中止

１月２８日木 １４：００～１５：30
２月２５日木 １４：００～１５：30

２月  7日日 ①１２：００～　②１4：００～

１月１７日日 １４：００～１5：3０
新春福よせ講談

神田菫花 田辺いちか

大矢剛康

開場１３：30　定員各３５名

開場１３：30　定員３５名

１月30日土 ①１１：００～　②１４：3０～

開場①１０：３０　②１４：0０

  開場①１１：30　②１３：30  
  定員各３５名

要申込

内容

申込先

解説

申込受付

申込受付

申込先

要申込

２月２６日金・２７日土 ９：３０～12：３０

申込受付

申込先

12月・1月・2月の主なイベント



交流館ワークショップ

親子凧づくり教室

企画展示 （多目的ホール）

市制施行８０周年記念　藤沢トラフィック
ー 昔の歩く旅のどうぐ ー （郷土資料展示室）

※当館には駐車場がありません。
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御殿辺公園
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さいか屋
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←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　12月・1月・2月の主なイベント

●お書初め

大きな和紙に、太い筆でお正月らしい文字を書きます。
汚れても良い服装で来てください。

参加費無料　定員 各１０名
子どもから大人
楽書壇　菊地光道

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX
１２月１２日土 ９：00～

●浮世絵と写真で見る江の島

藤澤浮世絵館及び市民ギャラリー常設展示室に関連して同期間、昔の
旅行者の装備品を特集し、ふじさわ宿交流館の郷土資料展示室で紹介
します。

江戸の浮世絵と令和の写真。時代を超えて江の島の歴史を振り返ります。

※多目的ホールでのイベント開催中はご覧になれない場合があります。

定員 各35名

撮影協力：江の島・藤沢ガイドクラブ

出瓶：藤沢華道協会

出展：糸子会

《藤澤浮世絵館職員による浮世絵見どころ解説》

ふじさわ宿交流館　
電話先着順

１２月１2日土 ９：00～

藤沢宿に春の訪れを告げる
おひな様を展示します。

●おひな様展示

春の訪れを様々な草花の姿から
お楽しみください。
２0日土 ９：00から公開活け込みを
見学できます。

●春の華道展

●折り紙のおひな様　

両面折り紙を使って、持ち帰って飾れるおひな様を作ります。

参加費無料　定員 各１０名
子どもから大人
昔の遊びを伝える会　賀来宏之

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX
１月30日土 ９：00～

参加費 ５００円　定員 先着１０組
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）
相州藤澤凧保存会

ふじさわ宿交流館

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。

１２月１7日木 8：30～

●ひな吊るし

①桃と球

吊るし飾りのおひなを２回続きで作ります。(１回でも参加できます。) 本絹を
使い、紐にペアで飾る材料を用意します。（桃２個・球４個＋ハイハイ人形２つ）
出来上がったひな飾りの１本は、交流館に展示します。
慣れた裁縫道具が有ればご持参ください。

参加費 １，2００円　定員 １０名
大人
ばあばのひなまつり　宮原かほる

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX
１月9日土 ９：00～

②ハイハイ人形

参加費 １，2００円　定員 １０名
大人
糸子会　宮原かほる

ふじさわ宿交流館　電話またはFAX
１月9日土 ９：00～

藤沢市郷土歴史課 TEL：0466-27-0101  ＦＡＸ：0466-50-8432  
E-MAL： fj-kyoudo@city.fujisawa.lg.jp のいずれかで応募者の
郵便番号、住所、氏名、電話番号、受講希望者の氏名（フリガナ）を記入

１月  ６日水 ①１３：0０　②１４：３０
要申込
対象

申込先

指導
申込受付

１２月１０日木～1月3日日  多目的ホール

１２月１９日土 ①１１：00　②１４：00

要申込

申込先

申込受付

１２月２２日火～2月14日日

２月２３日火㊗～３月３日水 
（２月２７日土、２８日日は舞台にも展示します。）

２月２０日土、 ２１日日 9：00～１6：00

２月１３日土 ①１３：0０～　②１４：３０～
要申込

対象

申込先

指導
申込受付

１月１６日土 9：0０～１2：0０（全２回の１回目）

要申込

対象

会場

１月２３日土 9：0０～１2：0０（全２回の２回目）

申込先

講師
申込受付

1月２６日火 １３：0０～１４：3０
要申込
対象

申込先

指導
申込受付

２月  ２日火 １３：0０～１４：3０
要申込
対象

申込先

指導
申込受付


