
※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。

３００円

紙皿を土台に、色紙や布などをつかってお面をつくります。
色をぬったり、貼り付けたり、お口やお鼻をつけ・・・変顔もOK。楽しい
お面を作って盛りあがりましょう。

冬休み“愉快なお面”をつくろう！

太田プロ若手芸人爆笑ライブ  
in ふじさわ宿交流館

１２月１６日(木)午前９時～　ふじさわ宿交流館へ電話で(先着)

１，５００円

１0名

大きめのタオル

佐野晴美 （蔵まえギャラリー）

どなたでも

さまざまな色の羊毛、お好きな原毛を選んで丁寧に配置、さらにオリジナ
ル模様を付けて、幅15ｃｍ位に整えます。お湯や洗剤なども使って、摩擦
させて、出来上がり60ｃｍ程のふかふかで温かいマフラーに仕上げます。

フエルト原毛で作る オリジナル首巻き

１月１２日(水)午前９時～　ふじさわ宿交流館へ電話で(先着)　

５００円

１０ｃｍ位のかわいいお雛さまをおうちに飾りませんか？縫う所は１か所
で、それ以外はボンドで貼ります。道具はすべて用意します。

布のお雛さまづくり

１２月２２日(水)午前９時～　ふじさわ宿交流館へ電話で(先着)　

新春片瀬こま体験会

１２月１８日(土)午前９時～　ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

●片瀬こまのミニ講義
●片瀬こまを回してみよう！！
●片瀬こま　長回しチャレンジ！！
※規定時間以上回せた方には記念品を
　プレゼント

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 ！ ！ 

●12月23日（木）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「1月9日
　太田プロライブ」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数、参加希
　望時間(複数可)を書いて、
   〈〒251-0001　藤沢市西富1-3-3　藤沢市ふじさわ宿交流館〉へ。

●１月25日（火）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「２月６日
　太田プロライブ」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数、参加希
　望時間(複数可)を書いて、
   〈〒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正午・②午後２時の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。

小学生

NPO法人ふじぽけ

各10名（保護者同伴可）

どなたでも

糸子会　宮原かほる

各10名

どなたでも

片瀬こま保存会

各10名

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。

40名(抽選)

40名(抽選)

参加費

参加申込方法

１月  ９日（日） 　①正午　②午後２時
《新春特別企画》

1月  6日（木）　
①午前１０時３０分　②午後１時

   開場　①午前１１時３０分
　  　　 ②午後  １時３０分

申込受付

指　　導

対　　象

定　　員

参加費

２月１８日（金）　
午後１時

申込受付

指　　導

対　　象

定　　員

持 ち 物

定　　員

参加申込方法

２月  ６日（日） 　①正午　②午後２時
定　　員

参加費

１月２１日（金）　
①午前１０時　②午後１時

申込受付

指　　導

対　　象

定　　員

１月１０日（月・祝）
①午前１０時　②午前１０時３０分　③午前１１時

申込受付

指　　導

対　　象

定　　員

1月・2月の主なイベント

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ



ふじさわ宿交流館　☎0466（55）2255

※当館には駐車場がありません。
0466（55）2255

〒251-0001 神奈川県藤沢市西富1-3-3
https://fujisawashuku-kouryukan.com/

TEL 0466（20）5152FAX
藤沢市ふじさわ宿交流館

ふじさわ宿 交流館　1月・2月の主なイベント

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

４０名（すべての回に出席できる方）

中島淳一氏

人は何故お地蔵さまに癒されるのか？
その理由と共に、県内の各地に伝わる様々なお地蔵さまの癒しの伝承も
まじえ、わかりやすくお話しします。

かながわのお地蔵さまを学ぶ
～地域に語り継がれる様々な伝承について

募集ガイド案内  《案内》 江の島・藤沢ガイドクラブ
新春恒例藤沢七福神巡り
～ 藤沢のまちから江ノ島へ 半日で早巡り～

５００円
30名

                                         こう たい  じん ぐう　           しら  はた  じんじゃ　            えのしま   じん じゃ　          りゅう こう  じ

よう  めい  じ　            じょうこう   じ　              す    わ   じん じゃ　           かん のう いん

飲み物、筆記用具、ゴミ袋等。（歩き易い靴・服装）

１２月１７日（金）午前９時～　ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

江の島道を龍口寺へ　早春の梅と富士山を満喫する

５００円
30名

いし がみ こう えん              しんばやし こう えん　           いわ  や    ふ  どう そん     

じょうりゅうじ　            りゅうこう   じ           　            

飲み物、筆記用具、ゴミ袋等。（歩き易い靴・服装）

１月７日（金）午前９時～　ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

宿場講談会

懐かしの青春ポップス

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）

MOON FLOWER

●往復はがきに「お地蔵さまの世界を学ぶ」・住所・氏名（ふりがな）・電話
　番号を書いて、１２月２３日（木）（必着）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。 新春恒例の七福神巡りを今年も楽しんでみませんか。厄災を払い幸せの

祈りをかなえてくださる藤沢七福神の八か所を、バスと電車も利用して、
ぎゅぎゅっと半日で巡ります。

●１月12日（水）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「１月28日
　宿場寄席」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数を書いて、
   〈〒251-0001　藤沢市西富1-3-3　藤沢市ふじさわ宿交流館〉へ。

①JR藤沢駅　②皇大神宮　③白旗神社　④江島神社　⑤龍口寺
⑥養命寺　⑦常光寺　⑧諏訪神社　⑨感応院

江戸時代から興った江の島詣の旅人が歩いた江の島道を歩きます。途中
霊峰富士山を望むスポットと梅の名所をめぐり
ゴールは龍口寺。アップダウンの多いコースです。

①藤沢駅南口湘南ゲート・江ノ電藤沢駅改札前　
②砥上公園　③新林公園　④岩屋不動尊
⑤常立寺　⑥龍口寺　⑦江ノ電江ノ島駅

40名(抽選)

40名(抽選)

●２月８日（火）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「２月25日
　宿場寄席」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数を書いて、
   〈〒251-0001　藤沢市西富1-3-3　藤沢市ふじさわ宿交流館〉へ。

40名(抽選)

●お地蔵さまって、神様？仏様？それとも・・・

●「湘南・横須賀のお地蔵さま」について

●「小田原・箱根などのお地蔵さま」について

●藤沢宿のお地蔵さまを巡る (現地案内 ２班に分けます。)

一龍斎貞弥 氏
田辺凌天 氏

●１月７日（金）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「１月23日 宿場講
　談会」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数を書いて、
　〈〒251-0001 藤沢市西富1-3-3 藤沢市ふじさわ宿交流館〉へ。

40名(抽選)

●２月１日（火）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「２月１３日 懐かしの
　青春ポップス」、住所・氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数、参加希望時
　間(複数可)を書いて、
　〈〒251-0001 藤沢市西富1-3-3 藤沢市ふじさわ宿交流館〉へ。

※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。

※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。

※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。

※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。

１月２８日（金）　 午後２時～３時３０分

参加申込方法

①１月１５日(土)　午後２時～４時

②１月２９日(土)　午後２時～４時

③２月  ５日(土)　午後２時～４時

④２月１９日(土)　午後２時～４時

講　　師

定　　員

参加申込方法

定　　員

定　　員

２月２５日（金）　 午後２時～３時３０分

参加申込方法

定　　員

参加費

１月１４日(金) 
午前９時～午後１時　※荒天中止

申込受付

案内コース

定　　員

持 ち 物

参加費

２月  ８日(火)
午前９時３０分～午後０時３０分　※荒天中止

申込受付

案内コース

定　　員

持 ち 物

１月２３日（日）  
午後２時～３時３０分

参加申込方法
一龍斎貞弥 田辺凌天

出　　演

定　　員

２月１３日（日）  午後２時～３時３０分

参加申込方法

出　　演


