９月１日号

２０１６年（平成２８年）
第 ４50 号

補陀洛寺

﹁鎌倉朝日﹂は１９７９年︵昭
上げて報道し︑読者の方

の身近なニュースを取り
創刊当初はタブロイド

分近くが広告で占められ

でしょうか︒最盛期は半
１３００円︒

前売・シニア千円︑当日

います︒周辺地域のミニ

れが深刻な問題となって

で︑ 時〜北鎌倉を舞台

生涯学習センターホール

い込まれる中で︑今後も

コミ紙が次々と休刊に追

時 分〜華頂宮を舞台に

︵小津安二郎監督︶︑

に原節子主演の﹁麦秋﹂

よう︑今後ともご支援ご

の配役で情感豊かに描く

松田優作と藤谷美和子ら

﹁鎌倉を野鳥の楽園にと

舞台に撮影した映画Ⅰ︑

記念した上映会﹁鎌倉を

こめて︑４５０号発行を

日頃の皆様への感謝を

二本立て︒

原作︑森田芳光監督︶の

﹁それから﹂︵夏目漱石

芸術館小ホールで︑﹁そ

Ⅰ９月６日︵火︶鎌倉

・保坂和志氏のゲストト

倉育ちで芥川賞受賞作家

あるのでお楽しみに︒鎌

サプライズプレゼントが

８百年記念祭に多彩な行

して父になる﹂などで知

たった今と鎌倉の環境や

倉を舞台に四姉妹の生活

られる是枝裕和監督が鎌

１７００円︒チケットは

前売１５００円︑当日

ークもお聞き逃しなく︒

午後の部の上映後︑是

レコードショップで発売

店︑小田急藤沢店︑逗子

斉藤建設

▼十二所神社例祭

〜

日

日秋季開山忌︒

時半すすき念仏会︒

時鎌

日宵宮

日

時半面掛行列︒

日正午例祭︑

▼面掛行列
祭︒

倉神楽︑

▼松葉ヶ谷法難会

御霊神社︒

月２日

時︒安国論寺︒

▼人形供養

時︒本覚寺︒９月中受付︒

でもある川端康

成︒都心から少し

離れただけで︑自

警のために静まり返った

感じていたそうです︒夜

然を感じられるこ

・

▼ 森 戸 大 明 神 大 祭︵ 葉

時御神楽︒

日

日仏

日 時流鏑馬神

時鈴虫放生祭︒

▼遊行寺開山忌︵藤沢︶

事︑

神幸祭︒

日宵宮祭︒ 日例大祭︑

▼鶴岡八幡宮例大祭

日神輿祭︒ 日例祭︒

▼甘縄神明神社例祭

法難会︒龍口寺︒

舎利塔平和記念法要︒

▼龍ノ口法難会

日︒常栄寺︵大町︶︒

▼ぼたもち供養

祭︑

とを鎌倉の魅力の１つに

３日

0120(25)0567 鎌倉市扇ヶ谷4-5-8

鎌倉文士の一人
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「光冷暖システムは、KFT株式会社
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です
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和 ︶４月に創刊されました︒鎌
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感じてしまいます▼歩き

難しいのではないかと

囲の風景を楽しむことが

策をしていても会話や周
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