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江

瀬

10/29

龍口寺

11/13-11/20

15 11/16

駅
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8
13

建長寺

浄智寺

10 11/3
16 11/19・11/20
鎌倉宮

江ノ島駅

2022年

鶴岡八幡宮

1
鎌倉彫会館
鎌倉駅

14

鎌倉・佐助サロン
（笹野邸）

10/18・10/29

11/20

17
10/1-11/6
10/22

2
6

和田塚駅

鎌倉能舞台
長谷別邸
長谷寺

長谷駅

由比ケ浜駅

3 10/15
11 11/10
12 11/12

20 12/5-12/11

妙本寺
鎌倉ギャラリー祇園

7

高徳院

4
12/17 22

9/17-12/12

生涯学習センターきらら鎌倉
本覚寺

9月17日

カノンハウス鎌倉

鎌倉市川喜多映画記念館

11/13・11/23・11/26

第十七回

10/21-10/27

駅

倉

10/24-11/6

18 11/26・11/27
21 12/11

土

12月17日

土

15 11/16
9 10/29
15 11/16
オンライン無料配信

19 11/中旬〜

第十七回

鎌倉芸術祭 について

新型コロナウイルスの感染という状況が２年以上続き、
今なお予断を許しませんが、本年の鎌倉芸術祭も昨年同
様に感染防止措置を十分に行ったうえで開催いたします。

心の財産となる旅を

NHK の大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』の人気もあり、鎌倉
に観光客が戻りつつありますが芸術文化のイベントは今
なお困難な状況にあります。
このような時にこそ鎌倉芸術

Since 1966

https://www.gyb.co.jp

祭の意 義は大きいものがあります。本 年も新たに参 加さ
れる団体もあり、歴史と文化の町で芸術の香りを楽しむこ
とができるでしょう。
市民の方々をはじめ、
これまで鎌倉芸術祭を知らなかっ
た方々にぜひご参加いただければ幸いです。鎌倉芸術祭
が将来への希望の光を灯すことができるよう、変わらぬご
支援を心よりお願い申し上げます。
第十七回鎌倉芸術祭実行委員会
協

極楽寺

明王院

妙本寺

光明寺

カトリック雪ノ下教会

（株）ジェイコム湘南・神奈川

浄智寺

江ノ島電鉄（株）

メーカーズシャツ鎌倉（株） 湘南モノレール（株）
（株）グローバルユースビューロー
（公社）鎌倉市観光協会
（株）横浜銀行

鎌倉商工会議所

鎌倉彫資料館

スルガ銀行（株）湘南信用金庫

大和証券（株）ＳＭＢＣ日興証券（株）
（株）三菱 UFJ 銀行

浜銀ＴＴ証券（株）

鎌倉彫西蘭会 （公財）鎌倉市芸術文化振興財団
後

援： 鎌倉市

鎌倉市教育委員会

www.kamakura-geijutsusai.com
ご来場の際は新型コロナ感染防止にご協力ください。

主催

鎌倉芸術祭実行委員会

小泉淳作

高徳院

覚園寺

原田 寛

円覚寺

長谷寺

題字

建長寺

佛日庵

撮影

賛： 鎌倉宮

10/22（土） 18:00〜

第17回

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

6

「本尊造立1300年記念奉納演奏」
会場地図・イベントの情報は…
スマートフォン等でQRコードを読み込み、
鎌倉芸術祭のホームページにアクセスして
ご覧ください。

9/17（土）〜12/12（月）

月

（土）
日

月

（土）
日

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

【プロフィ−ル】 峯モトタカオ氏は世界を旅するハ
ンドパン奏者です。東京を拠点とし、
ライブイベント・
体験ワ−クショップ・レッスン・ハンドパンの輸入やレンタル・楽曲提供など、
日本でのハンドパン活
動を行い、地方や海外でも幅広い演奏スタイルで活動中です。
（菅野） Mail：event@hasedera.jp
問 長谷寺 TEL : 0467-22-6300

1

鎌倉市川喜多映画記念館

料金： 特別展観覧 一般 400円
映画鑑賞

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

日本画家大竹正芳
『花鳥画と美人画の流れ
「ほとりの世界」展』 料金：無料
会場： 鎌倉ギャラリー祇園

映画をデザインする
一小津安二郎と市川崑の美学
会場：

10/24（月）〜11/6（日） 13:00〜17:00
※土日・10/29は18:00まで
7
舞踏（公演、
W・S）「静寂の回廊」 演劇「戒厳令下の愛」
日時：11/5（土）16時〜16時半
日時：10/29（土）13時〜
料金：無料
料金：4,000円 他

小・中学生 200円

一般 1,000円 〜 小・中学生 500円〜

※鎌倉市民の方は特別展観覧料が無料（要証明書）

10/1（土）〜11/6（日）

※10/2
（日）
・30
（日）
9時〜17時まで
ライブペインティング実施予定
（最終入館16時半）

2

観音ミュ−ジアム特別展

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

会場：

観音ミュ−ジアム（長谷寺境内）

会場：

※チケット完売

10/29（土）14：00、18：00（2回公演）

9時〜17時まで
※30分前開場
（最終入館16時半）

会場：

出演：中井貴惠
（朗読）
、
松本峰明
（ピアノ）
主催：（一社）
鎌倉同人会、
(株)オンザフィールド

10/18（火）・29（土）

9時〜17時まで

4

会場：

料金：大人5,000円
小人3,000円

10/21（金）〜27（木）

9時〜17時まで
9:00〜16:30
（最終入館16時半）

平和への祈り展
会場：

浄智寺 料金： 無料

※拝観料 大人200円 子供100円が別途必要です
戦争の被害者であるウクライナの子供たちへの支
援目的で、公募された作品の入選者をバーチャル
にて公開しているチャリティー展示会です。今回は
その中から選抜されたメンバーによ
る実際の展示会。
問 アーティザンズ北鎌倉 TEL：050-5806-9401

https://www.artisansjp.com/
https://www.facebook.com/ArtisansKitakamakura/

鎌倉幕府と日蓮聖人

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

10

9:00開場
9時〜17時まで
（日）
11/19（土）14:30開場
15:30〜18:00開演 11/ 20（最終入館16時半）
10:00〜12:30開演

会場：

建長寺

生涯学習センター(きらら鎌倉)

料金： 4,500円 ※小学生以下無料（全席自由）
出演
細見涼子（メゾソプラノ）
中村ザイフェルト徳惠（ピアノ）
問 COCCO PROJECT
TEL：090-6512-9457（中村）

鎌倉彫会館
無料

12/11（日）13:00・16:00開演（各回30分前開場） 21
9時〜17時まで
（最終入館16時半）

会場：
料金：

カノンハウス鎌倉
3,500円 各回40名

出演
羅 順英（ソプラノ）、田中俊太郎（バリトン）、
染川真弓（ピアノ）、
朝比奈惠温（朗読・浄智寺住職）

（染川）
問 TEL：080-6786-9199
Mail：mayumi17@grace.ocn.ne.jp

16

12/17（土） 開場 13:30

9時〜17時まで
12:00〜、
15:00〜
（2回公演）
（最終入館16時半）

三人キチザ〜ハツうたげ〜
会場：

長谷別邸

料金： 大人3,500円（前売り）／3,800円（当日）
小学生以下 2,000円

※お申込みはお電話、
またはメールにてお願い致します。
電話090-1549-2576（佐々木）/ Mail：sasaki@zingyzap.com

出演：原田大二郎、
村山竜平、
和泉妃夏
問 有限会社ジンギーザップエンタープライズ
TEL：03-5447-1210 Mail：sasaki@zingyzap.com
担当：090-3507-9487
（須田）
、
090-1549-2576
（佐々木）

22

鎌倉能舞台で聴く
「和」
のコンサート
会場：

※別途建長寺拝観料が必要です

11/20（日）

9時〜17時まで
開演
14:00
（最終入館16時半）

グローバル鎌倉コンサート

料金：

鎌倉能舞台
3,000円

問 岩手郷土芸能祭in鎌倉実行委員会
TEL：080-4387-8201 FAX：0284-42-6435
Mail：dentougeinou.yuinokai@gmail.com
チケット取扱所：島森書店、
たらば書房、
ピースロード鎌倉(大船駅東口)

11

ギャラリーg

日本と中国 ふるさとの歌
〜愛と情景を旋律にのせて〜

料金： 前売券 3,100円 ※当日券なし/全席自由席

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

会場：

15

龍王殿

小学生以下無料

21人展

問 鎌倉彫21人展実行委員会
0467-25-1500
（鎌倉彫会館 後藤）

東日本大震災復興支援

11/10（木） 開場18:30 開演19:00
鎌倉から世界へ 旅する音楽

料金：

岩手郷土芸能祭 in 鎌倉

建長寺

歌とピアノのデュオコンサート

会場：

10,000円

問 有限会社ジンギーザップエンタープライズ
TEL：03-5447-1210 Mail：sasaki@zingyzap.com
担当：090-3507-9487
（須田）
、
090-1549-2576
（佐々木）

5

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

（撮影：辻井清一郎）
※写真はイメージです

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

問 日蓮宗鎌倉組寺院教会
電話 0467-22-4825
（安国論寺）
Email: kamakura.nichirenshu@gmail.com
https://www.facebook.com/kamakura.nichirenshu

出演：東京剣舞会エッジ−志伝流−

問 鎌倉能舞台： 鎌倉市長谷3-5-13（江ノ電長谷駅下車）
0467-22-5557
Mail：webmaster@nohbutai.com
http ://www.nohbutai.com/

9:00〜15:00

▲「箙」シテ 金春流 金春憲和

12/5（月）〜11（日）9:30〜17:00
※初日13:00〜／最終日15:00まで 20
鎌倉彫

※拝観料、開帳料、昼食代、保険料を含みます。
交通費は自己負担。事前に予約をお願いします。

志伝流 奉納演舞

はじめての能楽〜土蜘蛛〜 10/29（土）
10時半始め

11/16（水）

料金：

ー志を次の世代へー

料金：6,380円

14

〜僧侶と共に日蓮聖人の足跡を辿る旅〜

本山 本覚寺 本堂

11/3（木・祝） 13:00〜

問 公益社団法人鎌倉市観光協会：0467-23-3050
https://www.trip-kamakura.com

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

19

オンライン無料配信

本年も、未だ新型コロナウイルスの終息が見通せない中、昨年
同様に関係者のみで開催し、その様子を一部編集し無料配信を
行います。

11/13（日）・23（水・祝）・26（土） 11:30〜、
14:00〜

問 日蓮宗鎌倉組寺院教会
電話 0467-22-4825
（安国論寺）
Email: kamakura.nichirenshu@gmail.com
https://www.facebook.com/kamakura.nichirenshu

能を知る会鎌倉公演 10/18（火）
10時始め 14時始め

9

※予約優先、全席自由

会場
：鎌倉能舞台
（最終入館16時半）

龍淵荘

鎌倉の小さな音楽祭 Vol.3

9時〜17時まで
オンライン無料配信
（最終入館16時半）

(予定)
「翁」 金春流 金春憲和
「鐘の音」 和泉流 野村萬斎
「箙」 金春流 金春安明

チケットサイト▼
※お申込み カンフェティチケットセンター
たらば書房、
ブンブン紅茶店、
佐助カフェ
問 トイミスト・エンネ事務局
TEL：080-2262-6225
Mail: toimistoenne2021@gmail.com

料金： 4,000円 中学生以下：2,000円

オンザフィールド： 050-5525-1493
問（株）
（平日12:00〜17：00）
https://otf-webshop.com

演目
素謡
狂言
能

各日14:00 メインコンサート
4,000円、学生3,000円
出演 水谷川優子（チェロ）、谷川かつら
（ピアノ）、
瀬川祥子（ヴァイオリン）、小柳美奈子（ピアノ）
カンフェティ

「不愉快な みほとけ
−日蓮聖人殺害計画−」

生涯学習センターきらら鎌倉

料金： 4,000円 (全席指定)

浄智寺

11月中旬〜

第64回 鎌倉薪能

〜国際的アーティストたちによる〜

日蓮聖人御降誕800年慶讃演劇

音語り｜秋刀魚の味 〜小津安二郎映画を聞く〜

13

「花・浄智寺」
安住小百合 日本画展

TEL：090-1770-6972 (佐藤)
Mail：otoemaki5@gmail.com
お申し込みサイト Peatix
13時 https://otoemaki13.peatix.com
15時 https://peatix.com/event/3299833

3

9時〜17時まで

9:00〜16:30
（最終入館16時半）

会場： 鎌倉・佐助サロン（笹野邸）
料金： 各日11:30 親子コンサート 大人1,000円、子供500円

お申込み

（宗藤） Mail：muneto@kannon-museum.jp
問 長谷寺 TEL : 0467-22-6100

9時〜17時まで
開場14:30
開演 15:00
（最終入館16時半）

8

浄智寺 書院

テレ朝『じゅん散歩』、NHK総合に出演。著書多数。朝日カル
チャー講師。 ホームページ：https://yanoart.net

10/15（土）

11/13（日）〜20（日）

（染川）
問 TEL：080-6786-9199
Mail：mayumi17@grace.ocn.ne.jp

問 TEL：046-274-2779
（安住）
Mail：kidsartcrayon2@yahoo.co.jp

出演：小林真理、
岩瀬龍太、
松本卓以、
山田岳

【出演者プロフィ−ル】 矢野元晴（やの もとはる）
1988年鎌倉生まれ。2012年日大藝術学部デザイン学科卒。
2017年鎌倉水彩画塾開講。

出演
染川真弓（ピアノ）、遠藤万里（ヴァイオリン）/ 両日出演
田中英明（ピアノ・26日出演）、福井綾（チェロ・27日出演）

料金： 寺院拝観料（大人200円、小人100円）

料金： 各3,000円 （拝観料 200円別途）

料金： 大人：300円 小人：150円 ※長谷寺拝観料が別途必要です。

カノンハウス鎌倉
4,000円 各日40名

チケットの購入：井上蒲鉾店 駅前店
問 鎌倉･湘南ビューネンフェライン
TEL：080-4190-9998
（10〜18時）
Mail：k.s.buehnen.v@gmail.com

会場：

第6回音絵巻コンサート in 浄智寺

水彩画家・矢野元晴、長谷寺で武士を描く
会場：

10/29（土） 13：00〜、15:00〜（2回公演）

9時〜17時まで
（最終入館16時半）

会場：
料金：

ヴィヴァルディ：グローリア ニ長調 RV 589
横森由衣(ソプラノ) 横森由有(ソプラノ)
高橋ちはる(アルト) 前田幸康(指揮) 他

（大竹）
問 展示：0467-24-2623
舞踏：090-9303-5035
（加藤）
Mail:m.2in2tem8tohki@outlook.jp
演劇：045-661-7670
（株式会社コーデック）

問 鎌倉市川喜多映画記念館 TEL : 0467-23-2500

11/26（土）・27（日）14:00開演（13:30開場） 18

つむぐ音の和
〜チェコ音楽の魅力をペトロフとともに〜

▶お申込み用QRコード

鎌倉生涯学習センターホール 料金： 4,000円（全席自由）
メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第1番 二短調 作品49
梅津美葉(ヴァイオリン) 藤村俊介(チェロ) 大場智子(ピアノ)

※長谷寺ウェブサイトオンラインストアよりお買い求め下さい。

9 17
12 17

〜鎌倉・湘南ゆかりのアーティストと仲間達〜

12

会場：

観音堂（長谷寺境内）

料金： 2,500円（120名・先着順）

2022年

9時〜17時まで
14：00開演
（最終入館16時半）

鎌倉・湘南ビューネンフェライン デビューコンサート

〜スペシャル・ヒーリング・ライブ〜

会場：

11/12（土） 13：30開場

出演：吉澤延隆
（筝）
、
大河内淳矢
（尺八）

問 グローバル ユース ビューロー
TEL：03-3505-0055
Mail：gyb-inf@gyb.co.jp

17

Since 1966

イベントに関するお問い合わせは、各イベント情報に記載されてい
る問い合わせ先に直接ご連絡ください。
また、新型コロナウイルス
の感染拡大によってイベントが中止になる場合がございます。
こちらもイベント情報欄の問い合わせ先に直接お問い合わせくだ
さい。

宗教施設で行われるイベントへご来場の皆様には、会場が
祈りの場であるというご配慮をよろしくお願い申し上げます。

