第十五回

第十五回

鎌倉芸術祭 について

鎌倉芸術祭は今年で開催 15 年目の節目の年を迎えます
が、新型コロナウイルスの感染拡大により例年の企画を
大幅に見直し、主としてこれまでの芸術祭の記録映像を
中心に作成し実施することにしました。
鎌 倉 芸 術 祭 公 式チャンネルをジェイコム湘 南・神 奈 川 の
ご協力で開設し、映像を YouTube にアップします。
芸術祭のアーカイブと映像配信という新たな試みです。
芸術文化イベントの開催が困難な時こそ、多くの方々の
ご協力をいただき、未来への創造の場を展開して参ります。
鎌倉市をはじめ皆様のご支援を賜りましたことを感謝申し
上げます。
第十五回鎌倉芸術祭実行委員会
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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。

撮影

ご来場の際は新型コロナ感染防止にご協力ください。

鎌倉芸術祭実行委員会

第十五回鎌倉芸術祭は、
神奈川県文化芸術活動
再開加速化事業補助金を
受け実施しています

主催

（公財）鎌倉市芸術文化振興財団

10月 毎週土・日

日中各2回 雨天中止
①11:00〜 ②14:00〜
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観音かみしばい
「鎌倉はせでら不思議物語」
会場：

11/1（日）〜12/20（日）

平日 9:00-16:30
（16:00受付終了）

土休日 9:00-18:00
（17:30受付終了）

画家・藤岡牧夫と長谷寺子ども忍者の世界展
会場：

料金： 無料（但し、別途拝観料 大人400円、小人200円必要）
座席数：50席

走る、
跳ねる、
飛ぶ、
潜る――。
四季折々の美しい草花が咲く長谷寺の境内で、
自由自在に駆け
回る子ども忍者。画家・イラストレーター・絵本作家として知られる
藤岡画伯の、
詩情あふれる世界をお楽しみください。

（代）0467-22-6100(直通)
問 長谷寺 観音ミュージアム ： 0467-22-6300

問 長谷寺：0467-22-6300

Mail : info@kannon-museum.jp

10月15（木）以降オンライン無料配信
オンライン無料配信
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※写真はイメージです

11/7（土）

14:30開場 15:00開演

5

「秋に奏でる世界の民謡」

料金：3,000円
会場：鎌倉生涯学習センター ホール

小林 真理 メゾ・ソプラノ
田中 恭子 ハープ

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62回目を迎えます。
本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による様
々な状況を総合的に判断し、現在、無観客でのオンライ
ン無料配信の準備を行っています。
詳細が決まりましたら、当協会のホームページにてお知
らせをいたします。

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

3

鎌倉能舞台『能を知る会®』 −籠太鼓・熊坂−
午前の部（10時始め）
解説：「能の小道具・作物」中森貫太
狂言：「宗八」野村萬斎
能 ：「籠太鼓」中森貫太

午後の部（14時始め）
解説：「能の小道具・作物」中森貫太
狂言：「成上り」野村萬斎
能 ：「熊坂」中森健之介

※この画像内の動画サムネイルはサンプルです

問 お申込み TEL : 03-3705-4413(安江)
Mail ： yukominchin@gmail.com

▲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）

字幕e能® （わかりやすい字幕解説付き 現代語訳＆英訳）

10/21（水）10時始め・14時始め

11/7（土）

11/8（日）〜23（月・祝）

1１:00
〜18:00
（絵画展）

14:00開場
14:30開演
（トークショー）

トークイベント
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会場：鎌倉パークホテル B1 洋室宴会場

料金：2,000円（要予約） コーヒー（紅茶）付

ルーヴルからの出発
幻の画家・笠木治郎吉を語る

鎌倉芸術祭公式YouTubeチャンネルのURL

｢モナ･リザ｣公認模写の画家･斎藤吾朗
横浜市歴史博物館学芸員･吉井大門

https://www.youtube.com/channel/UCKG5wplHPWJAGO0sxHeOvmQ

絵画展 世界に挑む７人のアーティスト〜かさぎ展

安住小百合/今永清玄/出口雄樹/斎藤吾朗/齋藤将/末永敏明/張媛媛

（特別出品）笠木治郎吉〜横浜市歴史博物館収蔵記念
会場：鎌倉パークホテル B１ 特設会場・かさぎ画廊
料金：無料

字幕e能® （わかりやすい字幕解説付き 現代語訳＆英訳）

鎌倉能舞台『能を知る会®』 −鶴亀−

公式

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

11/3
（火・祝）13時始め
解説：「中国の能」中森貫太
狂言：「栗焼」善竹十郎
能 ：「鶴亀」中森貫太

東の巡礼・明王院等六ヶ寺

西の巡礼/浄智寺等七ヶ寺

11/10（火）・25（水） 11/11（水）・26（木） 7

各回料金：5,800円 会場：鎌倉能舞台

僧侶と巡る鎌倉十三仏 参加費：各日 11,000円

動画での有料配信を予定しています。
（料金・詳細未定）
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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。

https://www.facebook.com/kamakurageijutsusai

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

3

ページ の ご案内

鎌倉芸術祭公式FacebookページのURL

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

問 公益財団法人鎌倉能舞台：0467-22-5557
鎌倉市長谷3-5-13 （江ノ電長谷駅下車）
Mail ： webmaster@nohbutai.com
HP http ://www.nohbutai.com/
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ココをクリックして登録

プログラム
ガルシア・ロルカ
古いスペインの歌
ベンジャミン・ブリテン イギリスの民謡
モーリス・ラヴェル
２つのヘブライの歌
伊福部昭
アイヌの歌
モーリス・ラヴェル
５つのギリシャ民謡
主催：小林真理リサイタル実行委員会
後援：湘南日仏協会

10/21（水）
・11/3（火・祝）
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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。

※長谷寺拝観料が別途必要です。
中学生以上：400円、小学生：200円

当山僧侶が長谷寺縁起絵巻を紙芝居でご紹介。十一面観音像が誕
生し、
遷座されるまでをユーモアいっぱいに、
わかりやすく語り、
お
見せします。長谷寺では新型コロナ感染防止策を徹底して行って
おりますので、
秋の一日を安心してお過ごしください。
（尚、
来山時にはマスク着用をお願いします。）

イベントの詳細
と
会場のご案内

チャンネル の ご案内

長谷寺 観音ミュージアム

料金： おとな（高校生以上）：300円
こども（小・中学生）：150円

長谷寺 上境内 さくら広場（屋外）

第62回 鎌倉薪能
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※スマートフォンでこのQRコードを読み込むと、
イベントの詳細と開催場所の地図を表示することができます。
QRコードの読み取り方法はお使いのスマートフォンの説明書をご覧ください。

