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2021年1月 5日 〜 4 月11日

【 入 館 料 】 一般300
（ 210）円

【開館時間】 9：00〜16：30
（1月〜2月）

9：00〜17：00（3月〜4月）

小中学生100（ 50）円
※
（

）
は20人以上の団体料金

※鎌倉市内在住の65歳以上の方、市内在住在学
の小・中学生と同伴の保護者（2名まで）、市内在
住在学の高校生および市内の小・中学校と高等
学校の教員は無料
※身体障害者手帳などの交付を受けた方と付き
添い1名は無料
旧前田侯爵家別邸

国登録有形文化財

鎌倉文学館
Kamakura Museum of Literature

※入館は30分前まで

【 休 館 日 】 月曜日
（1月11日は開館）
【主

催 】 鎌倉文学館指定管理者
鎌倉市芸術文化振興財団
国際ビルサービス共同事業体

※新型コロナウイルス感染症対策については当館
ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
また、今後の状況により内容が変更となる場合が
ございます。
ご了承ください。

〒248−0016 鎌倉市長谷1−5−3
Tel 0467 −23 −3911

http://www.kamakurabungaku.com

収蔵品展
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※イベントは諸般の事情により、延期または中止になる場合があります。

その

愛は言葉だ！文豪のハートにふれる
バレンタイン ＆ ホワイトデー

万年筆や茶碗、机、そして愛蔵の書画など、作家の身の回りの
品には創作につながる好みや姿勢が感じられます。里見弴や
小津安二郎、久米正雄、吉屋信子、高見順ら作家ゆかりの品々
と、鎌倉を描いた作品を紹介します。

1月23日 〜3月14日
①バレンタイン特別展示
夏目漱石、太宰治、中原中也、芥川龍之介ら文豪の愛にまつわる作品を

参加イベント

常設展示室で紹介します。

恋に効く？「文豪の愛の言葉おみくじ」イベントも開催。

①文学散歩「稲村ガ崎周辺」

②
「実篤チョコ」
特別販売
（200個限定）

展覧会に関連し、
極楽寺、
稲村ガ崎周辺を訪ね、
三好達治、直木三十五ら
ゆかりの作家について文学館職員が解説します。

武者小路実篤記念館で毎年大人気のバレンタイン限定「実篤チョコ」
を

【日 時】 3月10日 、11日 、16日 、17日 ※各日同一内容
10：00〜11：30
集合：極楽寺周辺 解散：鎌倉海浜公園 稲村ガ崎地区
※集合・解散場所は予定です。
【定 員】 各回10名 【対 象】 約3kmのコースを歩ける人
【参加費】 無料
（別途寺社の拝観料は各自負担）
【講 師】 鎌倉文学館職員
【締 切】 2月25日 必着 ※往復ハガキでお申し込みください。

販売します。
チョコレートはモロゾフ製。1缶540円（税込）

※ご購入に個数制限をもうけさせていただく場合があります。

配信イベント ※3月上旬から配信予定
鎌倉文学館公式YouTubeチャンネルで、
下記の講座を期間限定で無料
配信します。
詳しくは鎌倉文学館ホームページをご覧ください。

①古典講座「芭蕉の鎌倉」

※事前申込制。
お申込みは下記の
お申込み方法をご確認ください。

②ワークショップ「鎌倉彫の小皿を彫ってみよう！」

講師：長谷川櫂さん（俳人）

芭蕉の鎌倉について、
『芭蕉の風雅』を書いた

共催・鎌倉彫資料館

長谷川櫂さんがお話します。

②文学講座
「自作を語る 大崎梢」

オリジナルデザインのバラの丸小皿を作りませんか？
初めてでも、
お1人でも、
お気軽にお楽しみいただけます。

講師：大崎梢さん（作家）

最新長篇ミステリ『さよなら願いごと』を中心に創作について、

【日 時】
【講 師】
【会 場】
【定 員】
【参加費】
【締 切】

大崎梢さんがお話します。

③資料調査講座「正岡子規 書簡」 講師：鎌倉文学館職員
④資料解説講座「花と文学」
・
「作家 身のまわり」

講師：鎌倉文学館職員

お申込み方法

参加イベント①文学散歩は往復ハガキに、②ワークショップは
メール・はがき・FAXに、
ご希望のイベント
（希望日も）、住所、
氏名、電話番号、参加希望人数（2名まで・同行者氏名も）を
記入し、鎌倉文学館「イベント名」係までお送りください。
お申込みはイベントにつき1件でお願いします。

❶

❷

❼

❽
旧前田侯爵家別邸

国登録有形文化財

鎌倉文学館
Kamakura Museum of Literature
〒248−0016 鎌倉市長谷1−5−3
Tel 0467−23−3911
http://www.kamakurabungaku.com

高徳院
（鎌倉大仏）

※応募者多数の場合は抽選し、
当落はハガキで
（2名の場合代表者の方に）
ご連絡します。
※個人情報はイベントの詳細なご案内のみに使用し、
他の目的に使用することはありません。

常設展「鎌倉ゆかりの文学」

ミニ特集「生誕140年

厨川白村」1月5日

〜3月5日

ミニ特集「文学と天災地変」
全国文学館協議会 共同展示

一般の方々の短歌会や俳句会など、
芸術文化活動の場として定員14名の
講座室を貸出しています。利用希望日
の２ヶ月前の初日（１日）からお電話で
利用申込みができます。休館日・日曜
／祝日は除きます。
詳しくはお問い合わせください。
TEL.0467-23-3911

鎌倉文学館
Museum

北鎌倉

3月6日

〜4月11日

電話または郵便、FAX、
メールによ
り、文学資料に関する質問にお答
えしております。ぜひご利用くださ
い。
（個人のプライバシーに関わる
事柄の調査、資料の鑑定、価値判
断を求めるレファレンスにはお答
えできません。あらかじめご了承く
ださい。）

電車…江ノ電「由比ヶ浜駅」より徒歩7分
「長谷駅」より徒歩10分

鎌倉駅

バス…JR鎌倉駅東口①・⑥番乗り場から乗車「海岸通り」
下車 徒歩3分

江ノ電

長谷寺
文学館入口 交番
（長谷観音）
海岸通り
由比ヶ浜駅
藤沢
長谷駅
和田塚駅

レファレンス

❻

❹

はがき：〒248‑0016 鎌倉市長谷1-5-3 鎌倉文学館「イベント名」係
メール：event2020@kamakura-arts.or.jp
F A X：0467‑23‑5952

同時開催

講座室の貸出

❺

❸

❶文鎮
神西清
❷拡大鏡
里見弴
❸カメラ
林不忘
❹やかん
小津安二郎
❺抹茶茶碗
星野立子
❻ブックエンド
林房雄
❼象の置物
高見順
❽コーヒーミル
直木三十五

3月20日
10：00〜12：00
遠藤英明さん（鎌倉彫資料館館長）
鎌倉文学館1階講座室
7名 【対 象】 高校生以上
1人2500円
（塗加工は別途有料にて当日受付）
3月9日 必着

JR線

逗子

【長谷観音】
より徒歩10分 【鎌倉大仏】より徒歩13分
※駐車設備がありませんので、
公共交通機関をご利用ください

