
第
十
六
回

題
字
：
小
泉
淳
作

撮
影
：
原
田 

寛

題
字
：
小
泉
淳
作

撮
影
：
原
田 

寛

12月22日水
9月17日金

2021年2021年

鎌倉芸術祭実行委員会
（公財）鎌倉市芸術文化振興財団

お問合せ
鎌倉芸術祭事務局  
Tel 0467-23-3755 （公財）鎌倉市芸術文化振興財団内

主 催

Since 1966

心の財産となる旅を

https://www.gyb.co.jp

鎌倉芸術祭公式Facebookページでは、イベントの情報
等タイムリーに発信してまいります。
フォローをお願いいたします。

鎌倉芸術祭公式FacebookページのURL
https://www.facebook.com/kamakurageijutsusai

ページのご案内公式

※この画像内の動画サムネイルはサンプルです

ココをクリックして登録

チャンネルのご案内
今年からオンラインでも鎌倉芸術祭をお楽しみいただ
けるようになりました。
鎌倉芸術祭公式YouTubeチャンネルでは、15年の歴
史を持つ鎌倉芸術祭過去動画やインタビュー動画、ＰＲ
動画等を掲載してまいります。
是非チャンネル登録をお願いいたします。

鎌倉芸術祭公式YouTubeチャンネルのURL
https://www.youtube.com/channel/UCKG5wplHPWJAGO0sxHeOvmQ

第16回鎌倉芸術祭実行委員会より
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。

イベントに関するお問い合わせは、中面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、中面イベント情報
欄の問い合わせ先に直接お問い合わせください。

協　賛：
　

　

後　援：　

鎌倉宮　建長寺　円覚寺　高徳院　極楽寺　浄智寺
佛日庵　長谷寺　覚園寺　明王院　妙本寺　禅居院
光明寺　カトリック雪ノ下教会
（株）ジェイコム湘南・神奈川　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　鎌倉商工会議所
鎌倉彫資料館　（株）横浜銀行　スルガ銀行（株）
湘南信用金庫　大和証券（株）　ＳＭＢＣ日興証券（株）
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
鎌倉市　鎌倉市教育委員会

新型コロナウィルスの感染拡大という状況のなか、開催
15年目の昨年の鎌倉芸術祭はこれまでのアーカイブを発
信し、新たなかたちでの芸術文化の展開を試みました。多
くのご賛同、ご支援をあらためて感謝申し上げます。
さて、今年もコロナ禍が続き予断を許しませんが、感染
防止の措置を十分に行いつつ、可能なかぎり各イベント
を実施して参ります。不要不急という言葉が昨年来用いら
れていますが、芸術文化の活動において、不要なものはひ
とつとてないと思います。その活動が喪われる時、人々は
「心の死」を体験せざるを得ないからです。
将来への明るい光を、鎌倉芸術祭が僅かながらも灯す

ことができればと願います。
皆様のご参加、ご支援を心よりお願い申し上げます。

第十六回鎌倉芸術祭実行委員会

鎌倉芸術祭について第十六回

ご来場の際は新型コロナ感染防止にご協力ください。



ミッシェルサカイ
ニューヨーク在住

安住小百合
琳派の系譜

吉屋敬　オランダ在住
吉屋信子の姪

小林真理江
色彩のマジシャン

張媛媛　中国出身
上野の森美術館大賞展

大賞受賞
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長谷寺 TEL : 0467-22-6300　https://www.hasedera.jp/問

会場：長谷寺 内仏殿（長谷寺境内）

定員： 30名

長谷寺 秋の特別講演会
「長谷寺本尊十一面観音像の謎に挑む」

令和３年（２０２１）に造立１３００年を迎えた当山本尊である観音像。この特別な
年にあたり、仏像彫刻研究の泰斗浅見龍介氏よりその魅力についてお話をいた
だきます。

12/14（火） 18

15

12/17（金） ～ 22（水） 10時～16時半 19

問 Masako.Iimori & atelierFURUYAMA
Mail : masako.iimori@gmail.com (飯盛）/ atelierfuruyama@tokyo.so-net.jp(古山）
TEL : 090-4074-0045(飯盛）

会場：浄智寺境内・茶室 料金： 200円（拝観料のみ）
甘露・Kanro - 水をめぐる映像の物語 - 
浄智寺境内にある「甘露の井」は鎌倉十井の一つです。多くのお寺に有名な井戸や泉
があり、そこには様々な物語があります。「甘露の井」は蜜のように甘く、仏徳で授か
る霊水で不老不死の功徳があると言い伝えられてきました。
雨が降り、木々が潤い、土が水を育み、水は多彩な光を纏って様々な生を潤し、やがて
海へ…。私たちは水と共に暮らし、水に生かされています。
そのような水の物語をプロジェクション映像、写真等で展示します。

11/30（火） 1３時～16時半 

鎌倉同人会　TEL : 090-2727-7622（本多）問

会場：鎌倉生涯学習センターホール 参加費：無料
第16回鎌倉歌壇さきがけ源実朝公顕彰歌会
歌人としても知られる鎌倉三代将軍源実朝にちなんで
毎年行われている歌会。
講演 ： 今野寿美氏（歌誌「りとむ」編集人、宮中歌会始選者）
　　  「われてくだけて裂けて散る　実朝らしさについて」
歌会 ： 投稿歌の講評と選歌・表彰
　　選者 ： 大木一真、香山静子、木村雅子、今野寿美、津金規雄
　　賞　 ： 選者賞（各選者2首ずつ）、同人会賞（2首）
※投稿は一人3首まで（新作に限る）10月15日締め切り
　詳しくは、鎌倉同人会ホームページか下記にお問い合わせ下さい。
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10/18（月） 7

10/31（日） 18時10分開場　1８時40分開演 8

16
５人の現代女流画家による“新･五媛展”

1711

11/6（土） 11/7（日）～10（水） 10

小林真理リサイタル実行委員会　TEL : 03-3705-4413（担当：安江）
  Mail ：yukominchin@gmail.com

問

会場：鎌倉生涯学習センターホール
料金： 4,000円

会場：浄智寺
アーティスト：荻江寿愼氏､他 ゲスト：朝比奈惠温住職

料金： 4,980円（拝観料・鑑賞料含む) ※要予約

会場：浄智寺書院 先着60名料金： 3,000円（拝観料込)

会場：浄智寺書院庭園   料金：入場無料（拝観料別）　

ベルエポックのオペレッタ
～小林真理と若い歌い手たち～

フランス19世紀後半から第１次世界大戦までのよき時代（ベルエポック）を彷彿
できるオペレッタの数々をお届けします。
さあ、女性の方々は羽飾りのついた大きな帽子をかぶり柔らかな動きのドレスを
召して、男性諸君はチョッキ付きの背広で葉巻をくわえて、シャンパンを飲みなが
ら軽やかなワルツの調べ、フレンチカンカンの楽しい歌声を聞きに行きましょう！
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410/13（水） ～ 10/18（月）  10時～16時 

3

13時半～15時 

11/18（木） 10時45分～11時半

14

会場：鎌倉パークホテル B１ 特設会場　料金：無料　

13時半開場　14時開演

9

19/17（金） ～ 12/12（日） 9時～17時まで
（最終入館16時半） 

会場：鎌倉能舞台鎌倉能舞台『能を知る会®』

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/
e＋（イープラス）http://eplus.jp

問

料金：全席自由席 6,380円（追加指定席料1,000円でお席の指定可）

字幕e能®　（わかりやすい字幕解説付き　現代語訳＆英訳）

午前の部（10時始め）：狂言「萩大名」能「梅枝」
午後の部（14時始め）：狂言「柿山伏」能「鵜飼」
午前の部（10時始め）：狂言「丼礑」能「経正 替之型」
午後の部（14時始め）：狂言「金藤左衛門」能「楊貴妃」

10/6（水）

11/3（水）

6

　玉縄城址まちづくり会議 事務局 TEL : 0467-45-7411
  

問

旅人 たびゅ～と
  TEL：045-270-6973  FAX：045-881-8587  http://tabyu-to.com/

問

会場：龍寳寺 玉縄歴史館 国重要文化財古民家旧石井邸 料金：　

　大人200円 小人100円

大人1,500円 小人1,000円

大竹正芳フリーペイントライブ＜アートが生れるとき＞

会場：龍寳寺 玉縄歴史館 ギャラリー 料金：
大竹正芳アバンギャルド作品展【紡ぐ展】

音楽と絵画、ブラジル音楽と日本画、異質のスピリットが衝突するとき、大竹正芳は何を生み出すのか？
「それは本人にも分からない・・・？」この日このとき、重文古民家で何かが起きる。そこに立ち会うのはキミだ。

異なる文化、異なる時代、異なるジャンルとのコラボレーションに挑戦。
まっすぐ写実の美、日本画の本流を歩んでいる画家が、突然、もう一つの顔をみせ
た！大竹正芳が出会い、紡ぎ、生み出したものを、意外な場所で確かめたし。
玉縄、龍寳寺、玉縄歴史館ギャラリーにお出でください。

会場：長谷寺境内（本堂・観音ミュージアム・ほか）
料金：大人 2,000円　小人(小学生） 1,500円

学芸員の案内による長谷寺特別参拝
10/31（日）・11/7（日）・14（日） １０時～１１時半

会場：長谷寺本堂

御本尊造立1300年
　　　　スペシャル・アート・トーク
　－1300年の観音力、そしてこれからも－

世界で活躍する和紙アーティスト・堀木エリ子氏と、新進気鋭の仏像作家・中村恒克氏
をお招きし、長谷寺本尊造立1300年を記念する作品「天耳天心」（堀木氏）と「絆観
音」（中村氏）について、見どころや作品に込めた想いを語っていただきます。

11/21（日） 15時～16時半

11/10（水） 明王院等六ヶ寺 ・ 11/11（木） 浄智寺等七ヶ寺  

僧侶と巡る鎌倉十三仏実行委員会
TEL : 0467-40-3044(わたなべ)
https://13butsu.net/

問

参加費： 各日 11,000円

僧侶と巡る鎌倉十三仏

僧侶と共に各寺で般若心経を唱え、御朱印をいただきな
がら十三仏（十三ヶ寺）を歩いてめぐります。料金には、
お布施・御朱印代・昼食代・入山料・保険料含む/交通費は
各自負担　　＊要事前申込

揚琴を独奏楽器として確立した揚琴演奏家の第一人者。日本各地で
コンサートを開催、飛鳥Ⅱ世界一周クルーズ出演など活躍中。
石の彫刻家。日本橋三越本店にて個展１１回。称名寺（徳川家康の幼
名竹千代命名の寺）に石彫５０点蔵。

● 金亜軍

● 川井信一    

　東の巡礼 　　西の巡礼

11/27（土）～12/5（日）1１時～18時

10/16（土）　15時開場 16時開演 　 

10/6（水） ・ 11/3（水・祝）

　和文化普及団体れん事務局
　090-1076-1722 (10：00-17：00）
問

　https://eiren-kyoto.com

会場：浄智寺書院
料金：3,500円（拝観料別途）

音絵巻　鎌倉

10/8（金）・10/23（土） 

10/16（土） 10/16（土）～11/24（水）13時開場
13時半～15時
（ペイントライブ）

9時半
 ～15時半
 （作品展）

電話・FAXによる事前申込制※先着順

料金： 500円 ハガキによる事前申込制 ※先着順

定員： 各回15名 料金： 無料（長谷寺拝観料は要別途）
定員： お席が無くなり次第終了

「御足参り」が体験できる特別企画の境内案内です。様々なご利益をもたらす霊験
あらたかな観音様と、数々の霊宝が伝世する観音ミュージアムを当山学芸員が詳
しくご案内いたします。

長谷寺 TEL : 0467-22-6300  FAX : 0467-22-6303問 長谷寺 TEL : 0467-22-6300　https://www.hasedera.jp/問

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

問

薪能発祥といわれる奈良、京都に次ぐ歴史を有する鎌倉薪能。
1959年より受け継がれてきました伝統の古典芸能は、今年で63回
目を迎えます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、初の試みとなる無
観客によるオンライン無料配信を行いました。本年も、未だ新型コロ
ナウイルスの終息が見通せない中、昨年同様に無観客で「第63回鎌
倉薪能」を開催し、無料配信を行います。

オンライン無料配信第63回 鎌倉薪能

▲第60回鎌倉薪能「石橋」
　群勢 金春流　シテ 金春安明（撮影：国東 薫）

11月下旬　オンライン無料配信
※写真はイメージです

http://www.kamakura-doujin.com/

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

問

会場：鎌倉能舞台 料金：3,000円

グローバル鎌倉コンサート
ヴァイオリニスト天満敦子
無伴奏コンサート

日本の伝統芸能の普及・振興を目的として創設された
「鎌倉能舞台」にて、ヴァイオリンの美しい調べをお楽し
みください。

かさぎ画廊　TEL : 0467-23-3876  携帯 : 090-5568-8226
  Mail ：yokoso@kasagi-garo.com

問
かさぎ画廊　TEL : 0467-23-3876  携帯 : 090-5568-8226
  Mail ：yokoso@kasagi-garo.com

問

国の重要無形文化財“荻江節”和のコンサート
荻江節鑑賞会～浄智寺の書院で和を愉しむ～

江戸時代に生まれ250年続く三味線音楽｢荻江節｣。三味線・笛・唄の伝統的な調べを、
鎌倉を代表する寺院・浄智寺の普段入れない書院でお楽しみ頂きます。
当日は、浄智寺に15時から境内に入れますので、開場までにぜひご本尊様に参拝して
からご入場下さい。

旅人 たびゅ～と
  TEL：045-270-6973  FAX：045-881-8587  http://tabyu-to.com/

問

問

｢浄妙寺｣と｢報国寺｣の和の芸術を歴史案内付で楽しみ、国の重文｢一条恵観山荘｣の特
別解説を聞いた後、篠笛コンサートを堪能します。燈のともった山荘と美しい庭園を眺め
ながらの特別な夕食もお楽しみ頂きます。
※一条恵観山荘のみ参加も可能です

14時 鎌倉駅東口 集合
※一条恵観山荘から参加の方は16時

重要文化財「一条恵観山荘」特別解説と共に楽しむ
音楽の夕べ　～篠笛コンサート～
会場：一条恵観山荘
料金： 12,800円 (入場料・案内料・夕食代・篠笛鑑賞含む)

料金： 特別展観覧
映画鑑賞

400円
1,000円～

小・中学生 200円
小・中学生 500円～

一般
一般

※要事前予約

Since 1966
https://www.gyb.co.jp

会場：長壽寺
料金： 入場無料（但し、長壽寺拝観料300円必要）

原田寛写真展「古都憧憬」

新型コロナの影響で、帰省さえも遠慮せざるを得ない社会情勢でした。
本来ならば、そんな時こそ心安まる古都の風景を…
せめて写真でお楽しみください。

※駐車場はありません。近隣の有料駐車場利用となります。
※コロナ感染拡大防止対策として入場の際はマスク着用のご協力をお願いします。

秋の色につつまれた浄智寺書院にて、日本に伝承される
お箏の音色と上方舞をお楽しみください。
箏曲と舞と茶道が一体となった演目「茶音頭」の上演や、
レクチャーコーナーでは箏と上方舞の魅力を分かりやすく
ご紹介します。　【出演者】 箏 ： 山本ゆう子　舞 ： 西川影戀

演奏＆彫刻展示
14時～17時

9時～16時半
石の彫刻展

年2021年2021

（金）月 日9 17（金）（金）（金）月 日日日9 17
（水）月 日12 22（水）（水）（水）月 日日日12 22

第16回第16回

11/13（土）・14（日）  

https://canonhouse.jp/
E-Mail : mayumi17@grace.ocn.ne.jp  TEL : 080-6786-9199（染川）

問

会場：カノンハウス鎌倉 料金： 3,500円

～つむぐ音の和～
チェコ音楽の魅力をペトロフとともに

｢石の彫刻に語りかける揚琴の調べ」

「川井信一  石の彫刻展｣

チェコを代表する作曲家の音楽をチェコが誇る老舗ピアノブランドであるペトロフ
でお送りします。両日、別プログラムで演奏予定です。
チェコの響きを存分にお楽しみください。チェコ雑貨の販売、チェコ語ミニ講座も
あります。

出演：  染川真弓（ピアノ）、出井則太郎（テノール）
  田中英明（13日出演・ピアノ）、松本裕香（14日出演・ヴァイオリン）

13時半開場 　14時開演

鎌倉市川喜多映画記念館 TEL : 0467-23-2500問

会場： 鎌倉市川喜多映画記念館
田中絹代 ー女優として、監督として

14歳で映画デビューした田中絹代（1909－1977）は、サイレント映画の時代
に可憐な娘役で人気を博して以降、数々のヒット作で松竹のトップ女優となりまし
た。つねに冒険精神を持ち続けた田中絹代は、さらに1950年代には監督デ
ビューを果たし、女性監督として6本の作品を手がけました。本展では、鎌倉とも
ゆかりの深い田中絹代の足跡を貴重な資料の数々とともに紹介します。

イベント情報 ＆ MAP

星月写真企画　http://www.haradahiroshi.com/
TEL：0467-23-3694　E-Mail : info@haradahiroshi.com

長谷駅

極楽寺駅

稲村ヶ崎駅

由比ケ浜駅

和田塚駅

北鎌倉駅

鎌
倉
駅

カノンハウス鎌倉

川喜多映画記念館

長谷寺

鎌倉能舞台

浄智寺

鎌倉生涯学習センター

長寿寺

一条恵観山荘

玉縄小学校

植木小学校
大船
観音

鎌倉パークホテル

龍寳寺

高徳院

鶴岡八幡宮

鎌倉宮
10/16

11/21

12/17-22

9/17-12/12

10/13-10/18

11/13･14

10/8･23

10/31

11/30

11/6
11/7-10

10/16-11/24

11/27-12/5

10/6･11/3

10/18

10/31･11/7･14

11/18

12/14

市内13ヶ寺
11/10･11

オンライン無料配信
11/下旬～
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