
ふじさわ宿交流館　☎0466（55）2255
※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。

宿場寄席

太田プロ若手芸人爆笑ライブ

●浮世絵の版画を刷り、うちわに仕立てます。

５００円

20人

浮世絵うちわづくり

５月２０日(金)午前９時～
ふじさわ宿交流館へ
電話で(先着)　

若林　豊氏
わかばやし　ゆたか

●６月６日（月）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「６月２４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。
※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。

40人(抽選)

６月２４日（金）　 午後２時～３時３０分

各回40人(抽選)

●６月１６日（木）（必着）までに往復はがき（１通２人まで）に「７月３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。
※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。

７月  ３日（日） 　
①正午　②午後２時

定　　員

６月１９日(日)　午後１時～３時

●和紙を根気良く、かごに何重にも貼り付けて、かごを作ります。今回は
麻や綿の藍に染めた糸や布を最後の仕上げに使い、アクセントの模様飾
りとします。27cmの大きな丸いザルで、丈夫で長く愛用して頂けます。

8００円

各10人

一貫貼り（藍染布をあしらって）

５月１８日(水)午前９時～　ふじさわ宿交流館へ電話で(先着)　

蔵まえギャラリー　佐野晴美氏
さ   の  はる  み

６月１日(水)　①午後１時　②午後２時３０分　

募集ガイド案内  《案内》 江の島・藤沢ガイドクラブ
江の島歴史ガイドツアー　北条時政の足跡を辿る

1,５００円（江の島１dayパスポート代を含む）

30人

飲み物、筆記用具、ゴミ袋、雨具等、マスク着用、
歩き易い靴と服装でご参加ください。

５月１５日（日）午前９時～　
ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

●今年話題の大河ドラマに登場している北条時政に思いを馳せ、江の島
を歩いてみませんか？普段は入ることのできない施設の見学ができる
など、このガイドツアーならではの特別企画があります！

藤沢市観光センター → 江の島弁天橋 → 青銅の鳥居 → 朱の鳥居 → 
＊江の島エスカー(上り専用) → 江島神社辺津宮・＊奉安殿 → ★江島神社
中津宮 → ＊江の島サムエル・コッキング苑、＊江の島シーキャンドル → 
山二つ → 江島神社奥津宮→稚児ヶ淵→ ＊江の島岩屋
(＊ は参加費に含まれる施設です。)
★江島神社中津宮の特別拝観、江島神社神職による「江島縁起」の解説があります。

①５月２６日(木)、②２８日(土)、③６月２１日(火）、④２５日(土)
午前９時～午後０時３０分　※小雨決行、荒天中止

参加申込方法

参加費

申込受付

指　　導

定　　員

定　　員

参加申込方法

参加費

申込受付

指　　導

定　　員

参加費

申込受付

定　　員

持ち物等

江島神社　辺津宮 題名不詳（弁才天と北条時政）
作者 歌川 国貞（三代 豊国）

案内コース

5月・6月・7月の主なイベント

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ



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。

5入館人数と滞在時間の
　制限があります

グループでの入館は
最大１０名、滞在時間は３０分

4人との距離を１メートル
   保ちましょう。

入館時にお願いします

2検温の実施にご協力
　ください

入口のサーモカメラで
検温をお願いします

1マスクの着用にご協力
　ください

未就学児は可能な限り

3手指の消毒にご協力
　ください

6大声での会話はお控え
　ください

他のお客様のご迷惑になり
ますのでご注意ください

入館時にお願いします

7食事は指定の場所で
　お願いします

マスク飲食にご協力ください

安心してご利用いただけますよう
ご協力をお願いします。

入館時のお願い

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ふじさわ宿交流館　☎0466（55）2255 ふじさわ宿交流館　☎0466（55）2255

※当館には駐車場がありません。
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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

募集ガイド案内  《案内》 江の島・藤沢ガイドクラブ
湘南アイパーク～鎌倉古道を歩き
川名清水谷戸の風景を楽しむ

坂のまち善行の今むかしを巡り、
グリーンハウスへ…レッツウォーク！

５００円

30人

飲み物、筆記用具、ゴミ袋、雨具等、マスク着用、
歩き易い靴と服装でご参加ください。

５月１７日（火）午前９時～　ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

●最先端の湘南アイパーク（旧武田薬品工業）の見学（30分～４5分）が
入ります。今も残る鎌倉古道を歩き鎌倉権五郎景正をお祀りする神社を
参拝、川名清水谷戸の里山を歩いてほのぼのとした空気を身体に浴びて
リフレッシュしてください。最新のアイパークと千年の時の歴史を少し感
じて里山を歩きましょう。

●善行地区は藤沢市のほぼ中央部、相模野台地の南端に位置します。
白旗川の浸食によって入り組んだ谷戸には、市街化した今も、いにしえを
感じられる景観がところどころに残っています。本コースでは、昨年、国の
登録有形文化財に指定されたグリーンハウスを目指してウォーキングを
楽しみながら、善行のまちの移り変わりや歴史の面影を巡ります。

藤沢駅北口広場 → (路線バス利用) → 湘南アイパーク 　→ 兜松と八ツ島

→鎌倉古道上の道 → 旗立山・宮前御霊神社 → 川名清水谷戸 → 神光寺

・横穴墓群→ 川名御霊神社 → 現地解散

６月８日(水)
午前９時２０分～午後０時３０分　※雨天中止

６月1８日（土）
午前９時３０分～午後０時３０分　※荒天中止　

（歩行距離 約4km）

５００円

30人

飲み物、筆記用具、ゴミ袋、雨具等、マスク着用、
歩き易い靴と服装でご参加ください。

５月２５日（火）午前９時～　ふじさわ宿交流館に電話で（先着）

善行駅東口   → 横須賀水道みち → 藤會橋と馬頭観音 → 白旗川遊歩道 

→善行神社 → 善行団地 → 幡随院 → 善行市民センター     → 善行公園 

→ グリーンハウス

（歩行距離 約4.2km）

募集ガイド案内  《案内》 江の島・藤沢ガイドクラブ

ぜんぎょうえきひがしぐち                  よこ   す   か  すい  どう                         ふじ あい ばし         ば  とう かん のん              しら はた がわ ゆう  ほ   どう      

      ぜんぎょう じん じゃ            ぜんぎょう だん  ち              ばん ずい いん            ぜんぎょう  し  みん                                            ぜんぎょう こう  えん 

参加費

申込受付

定　　員

持ち物等

湘南アイパーク 宮前御霊神社

案内コース

参加費

申込受付

定　　員

持ち物等

案内コース

グリーンハウス 善行神社

ふじさわ宿 交流館　5月・6月・7月の主なイベント

…トイレあり …トイレあり


