平成 30 年 2 月度 かながわのお祭りと行事
諸般の事情により、内容等の変更及び中止となる場合がございます。
詳細につきましては、ご確認のほど、お願い申し上げます。
吾妻山菜の花ウォッチング (二宮町)

内

容：吾妻山公園では 6 万株もの早咲きの菜の花が見頃を迎えます。同公園の山頂からは丹沢、
箱根の山々、相模湾、伊豆半島、そして天候に恵まれると美しく真っ白な富士山が目の前に
広がる景色を楽しむことが出来ます。イベント期間中、観光スポット巡るスタンプラリーや
週末を中心に地場産品等の販売会、雛の吊るし飾り展などのイベントが開催されます。
詳細はお問合せください。

開催日：1 月 6 日(土)～2 月 12 日(月)
（吾妻山公園 開園時間

8:30～17:00）

場 所：吾妻山公園及び町内各所
お問合せ：二宮町観光協会
開館時間 9：00～16：00
水曜日定休（1～3 月無休）

電話番号：0463-73-1208
http://shonan-ninomiya-kankou.com/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14681
寄ロウバイまつり (松田町)

内

容：早春のまだ寒さが厳しいころ、敷地面積 13,000 平米以上、
20,000 本のロウバイの黄色く可憐な花と甘い香りが
楽しめます。

開催日：1 月 13 日(土)～2 月 12 日(月) 9：00～16：00
場 所：寄ロウバイ園
お問合せ：松田町観光経済課
電話番号：0465-83-1228
http://town.matsuda.kanagawa.jp/site/7roubai/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14456
はじめての草笛教室 (横浜市)

内 容：草笛初心者向けの教室です。葉の選び方や持ち方、息の出し方などを学び、音を出せるように練習
します。
○開催場所 ビジターセンター会議室（公園北口）
○定員 なし
○参加費 無料
※事前申し込み不要
※当日１０時に開催場所に集合

開催日：2 月 1 日(木) 10:00~11:00
場 所：神奈川県立四季の森公園
お問合せ：神奈川県立四季の森公園管理事務所

電話番号：045-931-7910
http://www.kanagawaparks.com/shikinomori/

www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14833
竹 de おひなさま作品写真展 (大磯町)

内

容：前回、ひな祭りに向け開催したイベント
「竹細工教室 竹 de おひなさま」に参加された方たちが、
竹やソテツの種子などを使って製作したおひなさまの写真を
展示します。参加者が思い思いにソテツの種子に描いた顔など
数々の個性あふれるおひなさまを見比べるのも楽しいです。

入場料：無
主

料

催：県立大磯城山公園
指定管理者 (公財)神奈川県公園協会・湘南造園（株）グループ

駐車場：土日祝日 有料

開催日：2 月 1 日(木)～2 月 15 日(木) 9:00～17:00
場 所：旧吉田茂邸地区 管理休憩棟
お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355
節分会、節分祭 (鎌倉市)

内

容：【節分】立春、立夏などの季節が変わる前日のことで、昔の暦が立春から新しい年が始まると
されていたことから節分は 1 年の最後の日であった。災いを運んでくるという目に見え
ない精霊を鬼と考え、豆をまいて追い払い、自分の持つ心身のけがれを流し去った所で
新しい年の幸福を願う気持ちが節分の行事を伝えている。

開催日：2 月 1 日(木)～2 月 3 日(土)
1日

11 時～大船観音寺

3日

11 時～建長寺 江戸芸かっぽれ奉納そのあと豆まき
12 時（予定）～長谷寺
13 時～鶴岡八幡宮

場

所：鶴岡八幡宮、鎌倉宮、大船観音寺、建長寺、長谷寺など

園芸基礎講座

内

～山野草編～

(大和市)

容：ご自宅で育てやすい山野草の栽培方法などを学びます。また、山野草を使った寄せ植え作りの
コツもご紹介します。

対象：高校生以上（２０人）
参加料：無料
持ち物：筆記用具 ※先着受付中（1/4(木)～1/27(土))

開催日：2 月 3 日(土) 10:00～12:00
場 所：大和市グリーンアップセンター
お問合せ：大和市グリーンアップセンター
電話番号：046-263-8711
http://www.yamato-zaidan.or.jp/guc

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14641

節分祭奉祝花火 (箱根町)

開催日：2 月 2 日(金) 19：30~
場 所：芦ノ湖元箱根湾
お問合せ：箱根神社
電話番号：0460-83-7123
節分祭 (川崎市)

内 容：毎年、年男・年女による「豆まき」が行われる。
【開催場所】若宮八幡宮 (川崎区大師駅前２-１３-１６)
【開催時間】豆まき式は１０：００、１６：００の２回実施。
※10：00 の回は小学生以下の方のみ。中学生以上、および保護者の方のご参加はできません。
【お問合せ】若宮八幡宮 電話：044-222-3206

開催日：2 月 3 日(土)
場 所：若宮八幡宮
節分会(セツブンエ)・豆まき式 (川崎市)

内 容：大本堂にて除災招福、開運満足が祈願され、境内特設舞台において、年男・年女によって豆まき式が
くりひろげられます。「福は内！」の第一声につづいて、福豆が一斉にまかれます。 ※3 回行います。
【開催場所】川崎大師平間寺 境内特設舞台 (川崎区大師町４-４-８)
【開催時間】豆まき式は 11：30、14：00、16：30 の 3 回実施。
【お問合せ】川崎大師平間寺 電話：044-266-3420

開催日 2 月 3 日(土)
場 所：川崎大師平間寺 境内特設舞台
http://www.kawasakidaishi.com

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14843
KAWASAKI Kimono Walk Vol.2 (川崎市)

内 容：盛大に行われる川崎大師の節分会ツアーと、日本酒テイスティングを、参加者の皆さまとの交流と共に
お楽しみいただけます。普段は体験できない日本文化をお楽しみいただける絶好の機会に、ぜひお誘いあわせ
の上お越しください！国籍や性別を問わずにどなたでもご参加いただけます★
※少雨決行、大雨中止（事前にご連絡いたします）
【参加費】5,000 円（着付け＆ヘアアレンジ 3,000 円／日本酒テイスティング 2,000 円）
※着付のみ、日本酒テイスティングのみの参加も可能です。ご予約の際にお申出ください。
【定員】限定 20 名様 （※男性着付け 5 名まで可）
【申込方法】 ※1 月 30 日（火）〆切
電話予約 044-221-2250
オンライン予約 https://ws.formzu.net/fgen/S37629265/
＜コンテンツ＞
11:30 着付開始 -Hotel & Hostel ON THE MARKS
13:00 街歩きスタート
13:30 川崎大師参拝 ※自由参加
14:00 節分会体験！（14 時豆まきスタート）
16:00 日本酒テイスティング -方舟 LA CITTADELLA

北信越専門店「方舟」日本酒 5 種飲み比べ！
18:00 自由解散
※着物は 21：00 までにご返却ください。
【開催場所】着付場所：Hotel & Hostel ON THE MARKS （川崎区小川町 17-1）
節分会場：川崎大師平間寺 (川崎区大師町 4-48)
日本酒テイスティング：「方舟」 ラ チッタデッラ店 (川崎区小川町 4-1)
【開催時間】13：00~18：00
【お問い合わせ】Hotel＆Hostel ON THE MARKS 電話：044-221-2250

開催日：2 月 3 日(土)
場 所：ON THE MARKS~川崎大師 平間寺~ラ チッタデッラ
https://www.facebook.com/kawasakikimonowalk/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14758
佐々木 洋さんと冬越しの生きもの観察会 (大和市)

内

容：テレビでおなじみのプロナチュラリスト佐々木洋さんによる観察会です。冬を越す小さな
生きものたちの工夫を、楽しい解説を聞きながら観察してみましょう。

対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定員：３０人
参加料：１人５００円 ※2018 年 1 月 4 日よりお申込み開始となります。

開催日：2 月 3 日(土) 13:00～15:00
場 所：自然観察センター・しらかしのいえ
お問合せ：自然観察センター・しらかしのいえ
電話番号：046-264-6633
http://www.yamato-zaidan.or.jp/shirakashi

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14626
あゆコロちゃんお誕生日おめでとうセレモニー (厚木市)

内

容：２月１日の市制記念日は、市のマスコットキャラクター「あゆコロちゃん」の誕生日。
今年は、仲良しのご当地キャラクター「ゆる党」のメンバーをアミューあつぎに招き、
あゆコロちゃんをお祝いするセレモニーを開催。各キャラクターのグッズ販売やなりきり
あゆコロちゃんフォトセッションなど多彩な催しを実施。

開催日：2 月 3 日(土) 10：00～16：30
場 所：アミューあつぎ
お問合せ：厚木市観光振興課
電話番号：046-225-2820
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14593
森のボランティア談話室 (大和市)

内

容：泉の森では行事や森の保全作業など、たくさんのボランティアが活躍中。ボランティア活動に
興味のある方に活動内容をお話しします。時間内にいつでもお越しください。

対象：どなたでも（ボランティア登録は高校生以上）
参加料：無料

開催日：2 月 4 日(日) 11:00～12:00

場 所：自然観察センター・しらかしのいえ
お問合せ：自然観察センター・しらかしのいえ
電話番号：046-264-6633
http://www.yamato-zaidan.or.jp/shirakashi

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14632
初午祭 (鎌倉市)

内

容：佐助稲荷神社（佐助二丁目）・丸山稲荷神社（雪ノ下二丁目）春の農作業の開始を前にして
2 月の午（うま）の日に 1 年の豊作を祈る神事。稲荷社は、古くから食物の神として広く信仰
されてきた。

問い合わせ：佐助稲荷神社：Tel0467-22-4711
丸山稲荷社 ：Tel0467-22-0315（鶴岡八幡宮社務所）

開催日：2 月 7 日(水)
場 所：佐助稲荷神社、丸山稲荷社
針供養（荏柄天神社） (鎌倉市)

内

容：日頃、布の間を行き来して働く針の苦労を感謝し、この日はやわらかい豆腐に刺してねぎらう
という行事で、裁縫上達を願い拝殿前に置かれた豆腐に持ち寄った大・小針が次々に刺される。

開催日：2 月 8 日(木) 10 時 30 分～15 時ごろまで
場 所：荏柄天神社（二階堂）
お問合せ：荏柄天神社
電話番号：0467-25-1772
第 9 回森林文化講演会「いのちのつながりを見つめて」～自然は友だち～ (相模原市)

内

容：森林や自然や環境などの専門家のお話を聞きながら、次世代につなげていく豊かな自然と
暮らしについて考えてみませんか。

演題：「いのちのつながりを見つめて」～自然は友だち～
講師：吉 田

文 雄 氏

◇講師プロフィール
1943 年生まれ。鹿児島大学教育学部卒業
横浜市・厚木市・清川村の小中学校（理科）教員、
厚木市教育委員会、七沢自然教室主幹、指導主事。
社会教育課博物館準備担当、厚木市立依知中学校校長を
最後に定年退職。
日本蘇苔類学会、神奈川県フィールドスタッフ、
博物館学芸員、自然観察指導員、
１級ビオトープ計画／施工管理士。
現在は、神奈川県立愛川ふれあいの村学芸員。
執筆：広報あつぎコラム「自然歳時記」、
「コケの世界」、「学研の図鑑 植物など
分担執筆」「自然は友だち春夏編（神奈川新聞社）」
参加費：５００円
定

員：８０名

申込方法：住所・氏名・電話番号をご記入の上、E-mail 又は FAX でお申込みください。
E-mail:k-inst0981@friend.ocn.ne.jp
FAX 046-297-0302
申込締切：２０１８年２月４日（日）必着
主

催：ＮＰＯ法人かながわ森林インストラクターの会

開催日：2 月 11 日(日) 13:30～15:30(開場 13:00)
場 所：桜美林大学ＰＦＣ（プラネット淵野辺キャンパス）Ｐ２０２教室
http://www.forest-kanagawa.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14745
城山学習講座

内

日本庭園勉強会

～第 2 回

「建築家小堀遠州の庭」～ (大磯町)

容：今年度２回目となる日本庭園勉強会の最終回です。中島健作庭の旧吉田茂邸庭園で、庭園監理に
携わる専門家野村勘治氏の講義を聴き、日本庭園への理解を深める勉強会。
今年度第 2 回目のテーマは「建築家小堀遠州の庭」。
江戸時代随一の作庭家であり、独自の流派を開花させた小堀遠州が近世の回遊式
庭園等にどのような影響を与えてきたか、旧吉田茂邸の庭を例に交えながら
日本庭園について学びます。

講

義：約 2 時間
現地見学会：約 40 分
※（雨天時はスライドによる講義に変更いたします）
※先着順により 3５人分の席をご用意。立ち見自由
定

員：35 名

※先着順により 3５名様のお席を確保、立ち見自由
申込み方法：0463-61-0355
申込受付期間：1/8（月）～1/22(月)まで、受付時間 9：00～16：00
講

師：庭園研究家 野村勘治氏

参加費：無

（(有)野村庭園研究所代表）

料

開催日：2 月 11 日(日) 13：00～16：00 ※雨天決行
場 所：大磯城山公園 旧吉田茂邸地区管理休憩棟
お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14732
泉の森観察会「冬芽を調べよう」 (大和市)

内

容：植物中心の観察会。ボランティアの説明を聞きながら、四季折々の泉の森を散策します。
対

象：どなたでも（小学３年生以下は保護者同伴）

定

員：３０人

参加料：無料
※当日受付・現地先着順となります。

開催日：2 月 11 日(日) 13:00～15:00
場 所：自然観察センター・しらかしのいえ
お問合せ：自然観察センター・しらかしのいえ
電話番号：046-264-6633

http://www.yamato-zaidan.or.jp/shirakashi

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14635
「忍たま乱太郎」アニメ放送 25 年！展 (横浜市)

内

容：アニメ「忍たま乱太郎」は、尼子騒兵衛の漫画「落第忍者乱太郎」が原作で、1993 年 4 月に
NHK 総合テレビで放送開始したから今年で 25 年目を迎えました。放送ライブラリーではこの
冬、放送開始 25 年を記念して、番組の歴史とその魅力を取り上げる企画展を開催します。
この機会にぜひ、25 年愛され続けるアニメ「忍たま乱太郎」の世界をお楽しみください。
※休館：月曜（祝日の場合は翌日休）、年末年始（12/29～1/4)
※入場無料

開催日：12 月 15 日(金)～2 月 12 日(月) 10:00～17:00
場 所：放送ライブラリー イベントホール・映像ホール
お問合せ：放送ライブラリー
電話番号：045-222-2828
http://www.bpcj.or.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14665
七賢堂特別開扉 (大磯町)

内

容：旧吉田茂邸地区庭園は、和風にモダニズムを加えた庭園:の先駆けであり、その中に残されて
いる七賢堂は、吉田茂邸が焼失した際に焼失を免れたものです。古木の梅の花の香りが満ちて
いる中、普段閉めている七賢堂の扉を期間を限定して開扉し、堂内をご覧いただくことができ
ます。開扉期間中は、NPO 法人大磯ガイド協会の方による現地説明を行います。

※七賢堂：伊藤博文が大磯町滄浪閣内に建てた四賢堂を吉田茂が
現在地に移築したもの。当初は、岩倉具視、大久保利通、
三条実美、木戸孝允の 4 人がまつられ、その後、伊藤博文、
西園寺公望、吉田茂がまつられました。
内部に七人の写真が掲げられていました。
主

催：県立大磯城山公園
指定管理者 (公財)神奈川県公園協会
・湘南造園（株）グループ

協

力：NPO 法人大磯ガイド協会

駐車場：土日祝日 有料

開催日：2 月 10 日(土)～2 月 12 日(月) 10:00～16:00
場 所：大磯城山公園 旧吉田茂邸地区 七賢堂
お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14728

日本郵船氷川丸・バレンタインイベント (横浜市)

内 容：日本郵船氷川丸では、来たる２月１４日バレンタインデーにご来館の皆さまに色々なチョコレートを
ご用意、お好きなものを１つ選んでいただき、プレゼントします。皆さまのお越しをお待ちしています。
＊チョコには、数に限りがあります。無くなり次第終了となります。
【日本郵船氷川丸・利用案内】
開館時間：10:00~17:00(最終入館は 16:30 まで)
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
臨時休館 2017 年 1 月 23 日~27 日
入館料：一般３００円、シニア（６５歳以上）２００円、小中高生１００円
＊障がい者手帳および特定疾患医療受給者証をお持ちの方は無料（含む介護者１名）

開催日：2 月 14 日(水)
場 所：日本郵船氷川丸
お問合せ：日本郵船氷川丸
電話番号：045-641-4362
URL
http://www.nyk.com/rekishi/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14840

森林セラピー

～

七

沢

～ (厚木市)

内 容：七沢森林公園を歩き、七沢温泉「中屋旅館」で入浴。
開催日：2 月 14 日(水) ９：30～15：30
場 所：七沢森林公園
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所 046-248-1102
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14594
第 33 回花巻の物産と観光展 (平塚市)

内 容：平塚市の友好都市である岩手県花巻市の観光物産展を開催します。花巻市で生産されたりんごやお米
などの農産物をはじめ、漬物や銘菓など、花巻の特産品が平塚で味わえます。皆様のお越しをお待ちし
ております。

開催日：2 月 15 日(木)～2 月 18 日(日)
午前 10 時 00 分から午後 6 時 00 まで
（最終日は午後 5 時 00 分まで）

場 所：ひらつか市民プラザ
お問合せ：平塚市文化・交流課
電話番号：0463-25-2520
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14679

味噌作り（全２回） (大和市)

内 容：昔ながらの製法で味噌を作ります。１日目に大釜で大豆を煮る作業を見学し、２日目に材料の樽詰めを
体験します。
対 象：小学５年生以上
定 員：２０名
参加費：２，０００円

持ち物：１８日は、エプロン、三角巾、タオル、マスク
お申込み開始：2018 年 1 月 17 日から
※味噌の引き渡しは約１年後の予定です。

開催日：2 月 17 日(土)～2 月 18 日(日) 2/17 13:00~15:00 , 2/18 10:00~12:00
場 所：大和市郷土民家園
お問合せ：大和市郷土民家園
電話番号：046-260-5790
http://www.yamato-zaidan.or.jp/minkaen
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14625

よこはまのどうぶつえんウガンダ野生生物保全事業「大人のための動物園カフェ」 (横浜市)
タイトル：野生動物を救う国際協力~アフリカの動物園ってどんなとこ?~
内 容：アフリカの野生動物について考えるカフェ形式のセミナーを開催します。動物写真家の秋山知伸さんを
はじめ、横浜の動物園飼育係員と一緒に平日の仕事帰りに大人だけの落ち着いた空間で、アフリカ料理
を囲みながら、動物園が発信する国際協力について考えます。
18:30~受付開始
19:00 開会あいさつ
19:10 「ウガンダの野生動物~JICA 専門家として 2 年間働いて~」
講演者：秋山知伸（動物写真家）
19:40 「横浜の動物園がアフリカの野生動物のためにできること」
講演者：川口芳夫（よこはま動物園）
20:00 フリートークタイム
20:30 ウガンダからのビデオメッセージ 「ウガンダの動物園ってどんなところ？」
20:40 質疑応答
21:00 終了
対象と定員：18 歳以上 定員 30 名 ＊応募多数の場合は抽選となります。
参加料金：お一人２，０００円（軽食つき）
お申込みについて：スーラシアＨＰ内応募専用フォームからお申込みいただけます。
期間：平成３０年１月２８日(日)まで

開催日：2 月 16 日(金) 19:00~21:00(受付 18:30~)
場 所：チャコールスタンド ベース（横浜市中区住吉町 3-28 新井ビル 1F)
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14830

竹細工教室 竹 de おひなさま 201８ (大磯町)

内 容：公園の間伐した竹やソテツの種子を使ったおひなさま作りを開催します。手作りしたおひなさまを桃の
節句に飾るのも楽しいと思います。初節句を迎えられるお子様、お孫さんのいられる方も参加されては
いかがでしょうか。参加される方は、汚れてもよい服装でお越しください。小学生低学年は保護者同伴で
お願いします。
定 員：各回 ３０名
対 象：小学生以上（小学生低学年の方は保護者同伴）
申込み方法：電話申込み、受付 201８年２月１日（木）~２月１４日（水）先着順
TEL:0463-61-0355 申込み時間 ９：００~１６：００
講 師：公園職員、大磯城山公園花を育てる会

参加費：500 円（材料代）
主 催：県立大磯城山公園 指定管理者
(公財)神奈川県公園協会・湘南造園（株）グループ
駐車場：土日祝日 有料

開催日：2 月 17 日(土)
午前の部： 9：30~11:30
午後の部：13:00~15:00

場 所：旧吉田茂邸地区 管理休憩棟
お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14729

自然を訪ねて「冬の野鳥」 (横浜市)

内 容：NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会による観察会です。冬は落葉樹が葉を落とし、野鳥をじっく
りとみることができます。また、この時期にしか来ない野鳥の姿を見るのも愉しみです。鳥のしぐさやくらしを観察
し、森と鳥、人と鳥の関係を考えてみましょう。
定 員：な し
参加費：無料 ※事前申し込み不要
※当日１０時に公園管理事務所前（公園北口）に集合
※雨天決行

開催日：2 月 18 日(日) 10:00~12:00
場 所：神奈川県立四季の森公園
お問合せ：神奈川県立四季の森公園管理事務所
電話番号：045-931-7910
http://www.kanagawaparks.com/shikinomori/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14838

漆継ぎ講座 (川崎市)

内 容：昔ながらの天然素材「漆」を接着剤にして、割れたり欠けた陶磁器を 4 回の講習で修復。
大切な器をご自分の手で直してみませんか？
講師：漆芸家 小林広美
時間：10：15~11：45
定員：高校生以上 事前申込先着 15 名程度
参加費：12,000 円（4 回分、初回にまとめて徴収）
申込方法：電話・ネット受付
※事前申込制、受付中~１月 12 日(金)先着順。
※注意事項：修繕したい器（陶磁器）を１~２点お持ちください。
参加費には講師料、個人消耗費、共有材料費が含まれます。
漆は肌に直接つくとかぶれます。取り扱う際は、必ず講師の指示に従ってください。
【開催場所】川崎市立日本民家園 旧原家 2 階 (多摩区枡形 7-1-1)
【お問い合わせ】川崎市立日本民家園 電話：044-922-2181

開催日：2 月 20 日(火)
場 所：日本民家園 (多摩区枡形７-１-１)

http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14795

森林セラピー ~飯山~ (厚木市)

内 容：飯山白山順礼峠を歩き、飯山温泉「ふるさとの宿」で入浴。
開催日：2 月 22 日(木) 9：30~15：00
場 所：飯山白山順礼峠
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所
電話番号：046-248-1102
教育文化会館大ホールさよなら記念事業 イベント紹介 (川崎市)

内 容：教育文化会館は、平成 30 年 3 月 31 日をもって大ホールを閉鎖します。大ホールは、吹奏楽コンクール
や各種学校行事、歌謡ショーなどにも利用され、かつては成人式の会場にもなっていました。50 年の長き
にわたり多くの市民に親しまれ利用された大ホールとの別れを惜しみ、最後の思い出づくりとして「大ホー
ルさよなら記念事業」を開催します。ぜひ、ご参加ください。
■大ホール見学ツアー ~ホールの裏側見せます！！~
教育文化会館の歴史を振り返り、ピアノ生演奏でスタインウェイ D 型 1967 年製とヤマハ CF1984 年製との
聴き比べをします。その後、舞台の裏側見学をします。
日 時：2 月 23 日（金） 14：00~16：00
対 象：川崎市内在住の方/各回 20 人（先着順）
申 込：1 月 18 日（木）10：00~ 電話、来館にて受付。

開催日：2 月 23 日(金)
場 所：教育文化会館 大ホール
お問合せ：川崎区役所まちづくり推進部生涯学習支援課（教育文化会館）
電話番号：044-233-6361
http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000093100.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14822

藤野芸術の家公演情報 関 孝弘のショパンの名曲に親しむコンサート (相模原市)

内 容：ピアノの周りを囲む観客席。ピアノの響きに包まれるようなサロンコンサートです。
イタリアの音楽文化を広めた多大な功績により、イタリア政府の「コメンダトーレ章」を叙勲され、フィナー
レ・リーグレ市より名誉市民の称号が授与されるなどの華々しい実績があり、日本においてはピアノを通し
て数々の社会貢献活動に力を注ぐ、実力派ピアニスト関 孝弘氏。ショパンの名曲とイタリアの知られざる
珠玉の名曲の演奏とわかりやすい解説で構成する、毎回大好評のトークコンサートです。
■日 時 平成 30 年 2 月 23 日（金）14:00 開演（開場は開演の 30 分前）
■定 員 65 人程度
■チケット 前売り 大人 2,100 円 小中学生 1,000 円
前売りのみ親子ペア（大人１人＋小中学生１人）あり 3,000 円
当日

大人 2,400 円 小中学生 1,200 円

■申込み 電話か直接窓口で予約
電話 042-689-3030（藤野芸術の家 9 時~21 時・火曜休館）

開催日：2 月 23 日(金) 14:00 開演（開場は開演の 30 分前）
場 所：神奈川県立藤野芸術の家

お問合せ：神奈川県立藤野芸術の家
電話番号：042-689-3030
http://www.fujino-art.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14717

ネイチャークラフト教室 (横浜市)

内 容：様々な形や大きさの枝や木の実をみなさんのアイディアで組み合わせ、世界に１つしかない木工作品を
つくります。
○定員 先着４０名
○参加費 無料
○開催場所 ビジターセンター会議室（公園北口）
※事前申込み不要
※当日 10:00~14:30 に開催場所で参加受け付け
※定員になり次第受付終了

開催日：2 月 24 日(土) 10:00~15:00
場 所：神奈川県立四季の森公園 ビジターセンター会議室（公園北口）
お問合せ：神奈川県立四季の森公園管理事務所
電話番号：045-931-7910
http://www.kanagawaparks.com/shikinomori/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14839

よこはまのどうぶつえんウガンダ野生生物保全事業「講演会」 (横浜市)
タイトル：アフリカと横浜の身近な野生動物救護の現場から~もしもゾウを拾ったら~
内 容：横浜とウガンダの動物園とで実施してきた「ウガンダ野生生物保全活動」についての報告と、
それぞれの国での『身近な野生動物の救護の現場』を紹介します。
9:30~受付開始
10:00 開会あいさつ 原 久美子（金沢動物園 園長）
10:15 ９年間の取組と成果 長倉 かすみ(野毛山動物園)
10:35 ウガンダと野生生物保全事業 浅野誠三郎（独立行政法人国際協力機構 JICA)
10:55 もしもゾウを拾ったら~UWEC に保護されたアフリカゾウのチャーリー~古田 洋（よこはま動物園）
11:15 横浜での傷病鳥獣救護について 田中 宗平(金沢動物園)
11:35 質疑応答
11:50 閉会のあいさつ 村田 浩一（よこはま動物園 園長）
12:00 閉会
対象と定員：中学生以上 定員 200 名 ＊定員となり次第受付終了
参加料金：無料 ＊別途入園料が必要です。
お申込みについて
スーラシアＨＰ内応募専用フォームからお申込みいただけます。
期間：平成３０年１月２８日(日)まで

開催日：2 月 24 日(土) 10:00~12:00(受付 9:30~)
場 所：よこはま動物園 ズーラシア ころこロッジ
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14831

日本民家園企画展示解説 (川崎市)

内 容：現在開催中の企画展示「結び展-むかしのべんりな結び３０-」について、
民家園職員が展示の見どころをわかりやすく解説します
※参加自由
【開催時間】14：00~14：20
【開催場所】川崎市立日本民家園 本館展示室
【お問い合わせ】川崎市立日本民家園 電話：044-922-2181

開催日：2 月 24 日(土)
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14784

元気バザール 2018 ~パン・スイーツマルシェ~ (藤沢市)

内 容：市内にある様々な業者の方が集結し、市内経済活性化のため、
飲食店出店や物販・展示などで賑わいます。

開催日：2 月 24 日(土) 10:00~16:00
場 所：藤沢駅北口サンパレット
お問合せ：藤沢商工会議所
電話番号：0466-27-8888
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14770

厳島神社例祭・海苔祭 (川崎市)

内 容：かつて川崎の海で盛んだった海苔作りをしのび行われる。「海苔すき」「海苔付け」「海苔乾し」作業など
の体験(９：００~予定)もできる。
【開催場所】若宮八幡宮 (川崎区大師駅前２-１３-１６)
【お問合せ】若宮八幡宮 電話：044-222-3206

開催日：2 月 25 日(日)
場 所：若宮八幡宮
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14845

芸者に学ぶ粋な遊び方２ (川崎市)

内 容：かつて料亭だった古民家の座敷で、お座敷遊びの雰囲気を味わいながら、現役の芸者におもてなしの
技やヒントを学びます。
講師：品川大井海岸まつ乃家 やよい
時間：13：30~15：30
定員：20 歳以上の大人 事前申込先着 20 名程度
参加費：2,500 円
申込方法：電話・ネット受付
※事前申込制、１月２５日(木)~２月２３日（金）先着順。
【開催場所】川崎市立日本民家園 旧原家 2 階
【お問い合わせ】川崎市立日本民家園 電話：044-922-2181

開催日：2 月 25 日(日)
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14791

湘南ひらつかふれあいマーケット（朝市） (平塚市)

内 容：生産者と市民がふれあいながら楽しんで買い物ができる憩いの場、
「湘南ひらつかふれあいマーケット」。地場産野菜や焼き立てのパン、
ほくほくのコロッケ、湘南ひらつか名産品など、さまざまな商品を販売しています。

開催日：2 月 25 日(日) 午前７時００分から午前８時００分まで
場 所：平果地方卸売市場
お問合せ：平塚市産業振興課
電話番号：0463-21-9758
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14680
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◇◆◇◆◇
横浜市

ウ メ

：

お花のご案内

◇◆◇◆◇

三溪園
実業家（生糸貿易）の原三渓（本名・富太郎）が造った広さ 17.5 万・の日本式
庭園に約 2,000 本が開花する。中でも中国の上海市から寄贈された緑萼梅・
臥竜梅は珍しい。重要文化財の古建築物等が巧みに配置された園内では、ウメの
他、サクラ・ツツジ・ハナショウブ・ハスなどの花も見事。

横浜市

ウ メ

：

横浜市大倉山記念館
東京急行電鉄が東横線開通直後の昭和 6 年にウメを植栽したのが始まり。
その後、横浜市が用地を買収し、四季を通じて楽しめる公園として整備した。
園内にはギリシャ神殿風の建物の「大倉山記念館」があり自然と文化の香りを
同時に満喫できる梅林となっている。

横浜市

ウ メ

：

県立保土ヶ谷公園
県内に最初に誕生した運動公園で保土ヶ谷球場を始め、さまざまなスポーツ
施設がある。梅園には約 50 種 120 本のウメが植栽されており、開花期には
「梅まつり」が開催される。その他、サクラ・アジサイ・イチョウ並木と季節
ごとに楽しめる。

三浦市

スイセン ：

県立城ヶ島公園
三浦半島の最南端、城ヶ島の東端に位置する公園。約１０万株の八重咲きの
スイセンが咲く。太平洋に面する断崖には県指定天然記念物のウミウ・ヒメウ
・クロサギが生息している。

二宮町

ウメ ：

徳富蘇峰記念館
徳富蘇峰ゆかりの梅林。蘇峰堂を包むように約 130 本のウメがあり、老梅樹
が多く、見事な臥龍梅もある。記念館内には、蘇峰翁の揮亳、原稿、著書、蔵書、
書簡、遺品、美術品等が数多く展示されている。

小田原市

ウメ ：

辻村植物公園
辻村植物公園は小田原市が辻村農園の梅林を整備し、平成２年に開園した
もので、約 560 本のウメの老樹がある。また、面積約 4.7ha の園内には
辻村氏がヨーロッパや北米などから取り寄せた珍しい植物など 585 種が
見られ、異国情緒を醸し出している。
〔問合せ〕小田原市みどり公園課 0465(33)1583

小田原市

ウメ ：

曽我梅林
曽我梅林は下曽我駅を中心として散在する梅林の総称で、中河原、原別所
の３梅林からなり、約３万本の白梅が咲き競う。また、仇討ちで有名な曽我
兄弟の育った地でもあり、数多くの史跡も残されている。富士山や箱根連山、
丹沢山塊の眺めも素晴らしく、自然と史跡の調和した素朴な里。

湯河原町

ツバキ ：

つばきライン
湯河原と箱根を結ぶ景観のよいドライブコース「つばきライン」の両側 6km
にわたり、約 5,000 本のツバキが植栽されており、麓から山頂にかけ徐々
に見頃となる。3 月下旬~4 月上旬には沿道の約 4,000 本のサクラも満開に
なり、「湯河原温泉春まつり」が開催される。

湯河原町

ウメ ：

幕山公園
ロッククライマーの練習場として知られる大岸壁のある幕山の麓の斜面に

広

がる梅林。約 4,000 本のハクバイ・コウバイが咲き、大岸壁を背景にした
他所では見られない、おおらかな感じの梅林である。

