
鎌倉童謡の会（B)
TEL：080-5088-1186
担当：丹羽

会員：1,000円
一般：1,200円

19日
（日）

14:45～15:45
開場：14:30

泣いても走り回ってもOK！
０才からの親子コンサート

福井綾（チェロ）上杉千夏（ヴァイオリン）塚田教予（ピアノ）等

一般社団法人GAURI
TEL：0467-22-6324
Mail：info@gauri.jp
担当：塚田

【申込制】
メール

14:00～16:30
開場：13：30

ハトマーク市民講座
～本郷先生の鎌倉ものがたり～本郷和人教授

14日
（火）

【申込制】
往復はがき・先着順

申込締切：2/28必着

16日
（木）

14:00～15:50
開場：13:30

鎌倉童謡の会（B)
「みんなで歌いましょう！」

第267回定例会

内容については、直接下記の「主催 ・問い合せ先」にご確認ください。

◆ ホ ー ル の 催 し ◆
定員286名(144名の場合あり）

18:30～19:30
開場 18:00

神奈川県議会議員　飯野まさたけ
衆議院議員　早稲田ゆき

県政・国政報告会　旧統一教会と政治

朗読の会 静
TEL：090-6105-3226
担当：田中

立憲民主党
神奈川県第4区総支部
TEL：0467-24-0573
担当：永瀬

当日：1,000円

有料

3日
（金）

有料

第二丸義会
TEL：0467-46-7664
担当：小倉

湘南童謡楽会
TEL：0467-31-3054
担当：宮﨑

有料

第284回　歌のサロン
15日
（水）

14:00～16:00
開場：13:30

11日
（土）

13:15～15:45
開場：13:00

第30回　令和4年度ふれあいの広場
入場自由

（当日先着順　200名）

12日
（日）

鎌倉混声合唱団
ムジカおさらぎ
TEL：0467-25-4624
担当：佐藤

【申込制】
電話・FAX・WEB

有料

宅建協会鎌倉支部　事務局
〒248-0007
鎌倉市大町2-1-10
TEL：0467-23-2085
※申込詳細は問合せ先へ

有料

当日：2,000円

鎌倉市基幹相談支援センター
TEL：0467-39-6122
FAX：0467-39-6132
WEB：www.kama-kikan.com
担当：石塚

【申込制】
前売：2,500円

※掲載希望をいただいた催しもののみ掲載しています。

日（曜日） 行   　　事   　　名 入場方法 主催 ・問い合せ先時  間

内容については、直接下記の「主催 ・問い合せ先」にご確認ください。

　※チケットは、当センター（鎌倉生涯学習センター）受付では取り扱っていません。
　※公演の時間等は、主催者の都合により変更になることがあります。
　 （チケット購入および内容等詳細は直接下記の「主催・問い合せ先」へお問い合せ下さい。）

前売：1,000円
当日：1,500円

有料

5日
（日）

11:00～15:20
開場：10：30

舞踊・民謡・津軽三味線
華の会発表会

入場自由

4日
（土）

13:00～15:00
開場 12:30

4日
（土）

19:00～20:30
開場：18：30

かまくら落語会第253回
瀧川鯉昇独演会

朗読サロン海　第19回公演
新美南吉作「ごんぎつね」 太宰治作「猿ヶ島」ほか

かまくら落語会
TEL：0467-25-6176
shu.hata@oregano.ocn.ne.jp
担当：波多

鎌倉市教育委員会生涯学習課
TEL：0467-61-3912
担当：岸

【申込制】
WEB

申込締切：2/28　17:00

鎌倉生涯学習センター
TEL：0467-25-2030
WEB：https://kirara-
kamakura-city.jp/event/

8日
（水）

湘南童謡楽会　第99回例会
13:40～15:40
開場:13：15

会員：1,000円
一般：1,200円

鎌倉市基幹相談支援センター主催　市民向け講演会
「風は生きよという」上映会・クロストーク

～誰一人取り残さない
まち（共生社会）づくりを考えよう～

9:45～11:45
開場：9:30

11日
（土）

①11:00～11:50
開場：10:20

②13:30～14:20
開場：12:50

音と映像で楽しいよみきかせ①②
出演：恒松あゆみ（声優）　佐々木啓夫（声優）

令和5年2月1日現在

鎌倉生涯学習センター

月 の 催 し も の 案 内
（ ホール ・ ギャラリー ）



　　

31日
（金）

12:00～16:00
開場：11:30

鎌倉市詩吟詩舞連盟　春季発表会 入場自由
鎌倉市詩吟詩舞連盟
TEL：0467-44-2903
担当：髙橋

24日
（金）

13:30～15:30
開場：13:00

みらいふる鎌倉・栄区シニアクラブ連合会
シニアファッションショー

入場自由
みらいふる鎌倉
TEL：0467-45-0437
担当：赤井

29日
（水）

17:50～20:35
開場：17:30

子どもたちの多様な学びを考えるシンポジウム
星山麻木教授・鈴木秀樹先生・松尾崇鎌倉市長・

岩岡寛人鎌倉市教育委員会教育長

【申込制】
メール

レインボーサークルかまくら
TEL：090-4434-6299
Mail：rainbowchildren0467
@gmail.com　担当：神田

コーナー 主催 ・問い合せ先

◆ ギャラリー の 催 し ◆
時  間会　期 行   　　事   　　名

7日（火）
～

12日(日)
第59回　新春展 A・B・C・D

（公社）日本総合書芸院
TEL：0467-23-2100
担当：岩壁

※最終日は16時まで

※初日は13時から

2/28（火）
～

3/5（日）

10:00～17:00
「古都の欠片（ことのかけら）」

原田寛写真展
C・D

原田　寛
TEL：0467-23-3694

31日（金）
～

4/1(土)
（舟芳書会）第24回　習作展と書のつどい C・D

（舟芳書会）
習作展と書のつどい
TEL：0467-31-8054
担当：澄川※最終日は18時まで

9:30～19:00

※最終日は15時半まで

10:00～17:00

※初日は13時から

※最終日は16時まで

14日（火）
～

19日(日)

10:00～17:00
第50回　鎌倉蒼美会　洋画展 A・B・C・D

鎌倉蒼美会
TEL：0467-22-2523
担当：今市※初日は13時から

※最終日は16時まで

22日（水）
～

26日(日)

10:00～17:00
第26回　水遊会水彩画展 A・B

水遊会
TEL：0466-88-0706
担当：髙須※初日は13時から

日（曜日） 時  間 行   　　事   　　名 入場方法 主催 ・問い合せ先

21日（火）
～

26日(日)

10:00～17:00
第5回　イマージュフォト写真展 C・D

全日写連　イマージュフォト
TEL：090-1857-2273
担当：岩崎※初日は13時から

※最終日は16時まで

2/28（火）
～

3/5（日）

10:00～17:00
原田寛風景写真講座第24回写真展

「鎌倉の魅力」
A・B

星月写真企画
TEL：0467-23-3694
担当：原田・上野※初日は13時から

※最終日は16時まで

◇ 子ども・親子向けイベント ご案内 ◇

【入場無料】 ①11:00～11:50 ②13:30～14:20 

「小学館おはなし玉手箱よみきかせキャラバン」がやってくる！

プロの声優が大きなスクリーンに映った映像と音にあわせて楽しい

よみきかせをお届けします。

【参加無料】 13:00～15:00

きらら鎌倉にかざったお花を、すててしまう前にもう一度、

作品として生まれ変わらせてみませんか？

花びらや葉っぱを使って、オリジナルの動物を描いてね！

3月12日（日）ホール 3月19日（日）美術創作室

◇詳細・お申込みはきらら鎌倉ホームページから！ https://kirara-kamakura-city.jp/きらら鎌倉


