平成 30 年 3 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。
教育文化会館大ホールさよなら記念事業

内

イベント紹介 (川崎市)

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：3 月 1 日（木） 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。

14：00～16：00

開催日：3 月 1 日(木)
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

芦ノ湖ルアー・フライ限定特別解禁大会 (箱根町)

内

容：芦ノ湖解禁
前売券 5,000 円、当日券 6,000 円、現場売 10,000 円、中学生以下無料

開催日：3 月 1 日(木)～
お問合せ：芦之湖漁業協同組合
電話番号：0460-83-7361
ユッコ・ミラー ひなまつりジャズライブ (海老名市)

内

容：スーパーサックス奏者 ユッコ・ミラーによる「ひなまつりジャズライブ」

2016 年 9 月、キングレコードよりメジャーデビューを果たしたスーパーサックス奏者、ユッコ・ミラ
ー。その類まれなる才能はインディーズ時代から注目を集め、国内外で活躍するトップミュージシャンと
多数共演するなど世界的に高い評価を得ています。奇抜なルックスと個性的なファッションからは想像も
つかない圧倒的なパフォーマンス力で、唯一無二の魅力を放つユッコ・ミラーの迫力あるステージをお楽
しみください。
開催日時：3 月 3 日(土)
料

17:00 開演

金：一般 ９，０００円／One Harmony 会員
＊全席指定・予約制、フィンガーフード
・２ドリンク・税・サービス料込

出

演：ユッコ・ミラー(Sax）、半田彬倫(Key)、
岡田治郎(Ba)、渡邊シン(Dr)

８，０００円

ユッコ・ミラー

プロフィール

三重県伊勢市出身。
2016 年 9 月キングレコードよりメジャーデビューし、テレビや雑誌を賑わす実力派のミラクルサック
ス奏者。高校在学中よりパリ・ウィーン等、海外演奏旅行、CD への参加、数々のコンテストにてグラン
プリ等受賞。チック・コリア・エレクトリックバンドのサックス奏者エリック・マリエンサル氏に師事。
2015 年、ブルーノート東京でのキャンディー・ダルファー来日公演に異例のスペシャルゲストとして
出演、グレン・ミラー楽団のジャパンツアーにスペシャルゲストとして出演するなど国内外で活躍する
トップミュージシャンと多数共演。韓国やマレーシアなどの海外でのフェスティバルにも出演するなど、
世界的にも高い評価を得ている。1st アルバム「YUCCO MILLER」が Amazon の J ジャズランキング
にてベストセラー１位を記録する。アメーバ公式ブログ「YUCCO BLOG」において一日の最高アクセ
ス数が 40 万アクセスに達し、Ameba 芸能人・有名人ブログの画像ランキングにて 1 位を獲得、また、
2013 年 JazzPage 人気投票サックス部門で第一位を獲得するなど、インストゥルメンタルアーティス
トとして類希な人気を集めている。BS ジャパン開局 10 周年記念番組「美女 JAZZ」から生まれた女性
だけのスーパーユニット「JAZZ LADY PROJECT」のメンバーとしても活動中。

場 所：オークラフロンティアホテル海老名
お問合せ：オークラフロンティアホテル海老名
電話番号：046-235-7788
https://www.okura-ebina.co.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14760
小田原城イルミネーション～光と音が織りなすファンタジーショー～(小田原市)

内

容：多様な光と 3Ｄサウンドの音楽をシンクロさせた演出プログラム。四季折々で色鮮やかに咲き乱

れる小田原城の花々をイメージした、幻想的な光と音の演出に加え、カップルなどで手をつなぐと花々の
色が変化して動きだすスポットもあります。
期間中は天守閣も 19：00 まで開館延長します。（最終入場 18：30）

開催日：開催中～2018 年 3 月 4 日(日) 17：00～21：00
場 所：小田原城本丸広場
お問合せ：（一社）小田原市観光協会
電話番号：0465-22-5002
箱根町歩く会「戦国時代の始めと終わりコース」 (小田原市)

内

容：箱根町歩く会
集 合：ＪＲ根府川駅～おかめ桜～佐奈田霊社～一夜城址～県立博物館

開催日：3 月 10 日(土)
お問合せ：歩く会事務局
電話番号：0460-85-6788

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 (多摩区枡形 7-1-1)

【お問合せ】川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：3 月 10 日(土)
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14785
藤野芸術の家

内

ステージの音響・照明に挑戦！ (相模原市)

容：普段あまり触れる機会のない、舞台の裏方（舞台音響・舞台照明）を経験！

舞台音響・舞台照明の基礎を学び、最終日には、藤野芸術の家主催のミニコンサートの音響・照明を
担当し、いつもとは違った角度から舞台の魅力を体験する全 3 日間です。第一線で活動している音響・
照明のプロがしっかりサポートするので、初めての方でも安心してご参加ください。
■定 員
■対

音響コース 15 人 照明コース 15 人

象

高校生以上の初心者・経験者

■参加費

3,000 円

■申込み

平成 30 年 2 月 17 日（土）
までに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）
※応募者多数の場合抽選、結果は 2 月 18 日（日）以降に電話にて連絡します。

開催日：（1）3 月 4 日（日）13:00～17:00
（２）3 月 10 日（土） 9:00～17:00
（３）3 月 11 日（日） 9:00～17:00

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=ek14716
第３５回 湘南江の島春まつり (藤沢市)

内

容：本格的な観光シーズン到来にあわせ、お越し

いただいた方に、 江の島の春の訪れを感じてもらおうと
２日間に渡って行われるお祭りです。
催しには、子供たちに人気のあるミニＳＬ乗車会、
わんぱくキッズエリア、江の島の歴史を感じる貝細工体験
や稚児行列、大人向けにもお笑いライブや
太鼓ライブなど沢山のイベントが行われます。
また、特典として江の島エスカー、江の島サムエル・
コッキング苑はお祭りの２日間に限り、小学生以下は

無料になりますので、この機会にぜひご家族
揃ってお越しください。

開催日：3 月 10 日(土)～3 月 11 日(日) 10：00～
場 所：江の島ほか
お問合せ：藤沢市観光センター
電話番号：0466-22-4141
http://www.fujisawa-kanko.jp/event/spring_f.html

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14806
藤野芸術の家公演情報 ＦＲＥＥ ＬＩＶＥ (相模原市)

内 容：藤野出身アーティスト「夢積(むつみ)」による、入場無料で気軽に楽しめるライブです。
藤野芸術の家主催の舞台音響、舞台照明の技術講習会の参加者達が、
プロのサポートのもと、ステージの音響照明を担当します。
■日 時 30 年 3 月 11 日（日）15:00 開演 （開場は開演の 30 分前）
■定 員 200 人 ※入場無料

開催日：3 月 11 日(日) 15:00 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=ek14725

多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎 (川崎市)

内

容：子どもから大人まで気軽に

参加できる駅伝大会です。選手の方だけ
でなく、応援にいらした方にも楽しんで
いただくためのイベントや飲食物、
スポーツ用品などの販売コーナーも
実施します。（雨天決行・荒天中止）
川崎市高等学校駅伝大会同時開催。
※当日エントリー不可
●

開会式

9:20

●

スタート

9:30 … ショートの部
10:50 … キッズ･ファミリーの部
11:55 … ロングの部

【開催場所】川崎市古市場陸上競技場、多摩川河川敷マラソンコース

(幸区古市場)

【お問合せ】川崎市市民文化局市民スポーツ室

電話：044-200-3245

公益財団法人川崎市スポーツ協会

電話：044-739-8844

開催日：3 月 18 日(日)
http://tamagawa-run.jp/river/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14734

藤野芸術の家公演情報

内

春休み！親子で楽しむ！大きなラッパのコンサート (相模原市)

容：プロの吹奏楽団「東京吹奏楽団」の三人の

金管楽器奏者とピアニストによる、子どもたちに人気
のある曲やクラシックなどの演奏とお話。
リズム遊びなども織り交ぜた、親子で楽しめる一時間
のミニコンサ-トです。
■日 時

平成 30 年 3 月 24 日（土）
11:00 開演 12:00 終演
（開場は開演の 30 分前）

■プログラム
トルコ行進曲、主よ人の望みの喜びよ、
手あそび歌メドレーさんぽ、君をのせて、
そのほか、盛りだくさん！
■定 員

５０人程度

■入場料

ひとり５５０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）

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=ek14726
未来へ残すべき

内

美しい自然 (横浜市)

容：失われゆく 自然の記録。

日本各地、そして世界各地で美しい自然の風景を
写真に撮り続けてきた写真家・天野 尚は、自らの
写真に芸術性だけでなく、高い記録性を追求し、
最大で 8×20 インチ（約 20×50cm）の超大判
カラーリバーサルフィルムを用いた「生態風景写真」
を確立しました。天野が撮影した生態風景写真には、
自然の生態系を構成する木や草の葉一枚一枚までが
克明かつ精彩に描写され、そこに生息する動物の息吹や空気感までが記録されています。そこまで自然の
記録にこだわり続けてきた背景には、環境破壊や自然災害などによって美しい自然が急速に失われている
ことへの危機感がありました。天野 尚がその生涯をかけて未来に残そうとした美しい自然の姿を、臨場
感あふれる写真でぜひ体感してください。
【天野尚プロフィール】
1954 年、新潟県新潟市（旧巻町）生まれ。1970 年代に訪れたアフリカ・ケニアを皮切りに、アマゾ
ン、東南アジア、西アフリカの世界三大熱帯雨林で大判フィルムによる撮影を行ってきた。それと並行し
て故郷である新潟県内をはじめ、奥入瀬渓流から屋久島まで日本各地の美しい自然を生態風景写真として
撮影。その作品は世界的に高く評価されており、2008 年には G8 北海道洞爺湖サミットの会場に佐渡原
始杉を捉えた生態風景写真の特大パネル 2 点が展示され、当時の福田康夫首相より各国首脳に日本を代表
する自然として紹介された。2015 年 8 月永眠。享年 62。

【関連イベント】
ギャラリートーク
2 月 4 日(日)、3 月 10 日(土) いずれも 13:00～14:00
天野尚撮影同行スタッフによる作品解説などを行います。
会場：写真展会場内 ※参加無料
写真タイトル：
「石組の情景」タスマニア

クレイドル山―セント・クレア湖国立公園

（画像提供：株式会社アクアデザインアマノ）
※入場無料
※祝日を除く月曜休館

開催日：1 月 20 日(土)～3 月 25 日(日) 10:00～17:00（入場 16：30 まで）
場 所：神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）3F 企画展示室
お問合せ：神奈川県立地球市民かながわプラザ（あーすぷらざ）
電話番号：045-896-2121
http://www.earthplaza.jp/ai1ec_event/takashiamano_beautyinnature?instance_id

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14694
MJ’s FES みうらじゅんフェス！ マイブームの全貌展 SINCE1958 (川崎市)

内

容：「マイブーム」「ゆるキャラ」などの命名者であり、

現在の「仏像ブーム」を牽引してきたみうらじゅんは、
2018 年 2 月 1 日で還暦を迎えます。
本展では、みうらじゅんの生誕 60 年を記念し、
「MJ’s FES みうらじゅんフェス！」と銘打って膨大かつ
深遠な創作活動に迫り、「マイブーム」の起源と全貌を
明らかにします。
＜関連イベント＞
（1）オープニング・トーク

みうらじゅん×山田五郎

1 月 28 日（日）15：30～16：45
1F 映像ホール/定員 270 名/当日の企画展観覧券
（半券可）が必要です。
※当館 HP より要事前申込（応募多数の場合は抽選）。
1 月 10 日（水）申込〆切。
（2）学芸員によるギャラリーツアー
2 月 12 日（月祝）、3 月 11 日（日）、
3 月 21 日（水祝）各日 14：00～
集合：2F 企画展示室 1（当日先着順）
/当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
（3）「長髪大怪獣ゲハラ」（企画・脚本：みうらじゅん／約 21 分）ミニホール上映
2 月 12 日（月祝）、3 月 11 日（日）、3 月 21 日（水祝）
各日 15：00～
3F ミニホール／定員 40 名（当日先着順）
（4）ベビーカーツアー
3 月 1 日（木）11：45～

当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
※0 歳～未就学児とその保護者対象（6 組程度）
※当館 HP より要事前申込（先着順）。2 月 1 日（木）受付開始。
（5）関連上映＆トークショー

みうらじゅん×いとうせいこう

3 月 4 日（日）
14：00～関連上映「スライドショーがやって来る」
15：45～16：45 上映後のスペシャルトーク「レジェンド仲良し」の秘密
1F 映像ホール/定員 270 名（当日先着順）/映画上映の入場券が必要です。
※入場料金や販売時間は HP を確認。
【観覧料】
一般 800 円（640 円）、学生・65 歳以上 600 円（480 円）、中学生以下無料
※（ ）内は 20 名以上の団体料金。※障害者手帳をお持ちの方およびその介護者は無料。
【開催場所】
川崎市市民ミュージアム

企画展示室 1、アートギャラリー1・2・3 （中原区等々力１-２）

【開館時間】
9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
【休館日】
毎週月曜日（ただし 2 月 12 日は開館）、2 月 13 日（火）、3 月 22 日（木）
【お問合せ】
川崎市市民ミュージアム

電話：044-754-4500

http://www.kawasaki-museum.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14724
教育文化会館大ホールさよなら記念事業

内

イベント紹介 (川崎市)

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。
■舞台出演イベント
（1）舞台でカラオケ歌いましょう～あなたもスターだ！～
多くのスターが立った教育文化会館のステージで、歌ってみましょう！
※2 コーラスで出入りを含めて 5 分以内の出演。カラオケの音源は CD にて各自で用意。
カラオケ及びダンスの出演はどちらか 1 回に限る。
日

時：3 月 24 日（土）

10：00～12：00

対

象：川崎市内在住で、2 月 10 日（土）9：30～の説明会と 3 月 23 日（金）のリハーサル
に必ず本人が出席できる方/20 組（応募多数時は川崎区内優先として抽選）

申

込：往復はがきに名前（ふりがな）、住所、年齢、電話、曲名を記入し 1 月 19 日（金）必着
にて受付。

（2）舞台で踊りましょう～あなたもダンサーだ！～
いろんなジャンルのダンスを広い舞台で踊ってみましょう！
※出演時間は舞台展開も入れて 1 団体 10 分程度。音源は原則 CD にて各自で用意。カラオケ及び
ダンスの出演はどちらか 1 回に限る。
日

時：3 月 24 日（土）

13：00～16：00

対

象：川崎市内在住で、2 月 10 日（土）12：30～の説明会と 3 月 23 日（金）のリハーサル
に必ず本人が出席できる方/20 組（応募多数時は川崎区内優先として抽選）

費

用：保険加入の予定あり（別途自己負担）

申

込：往復はがきに名前（ふりがな）、住所、年齢、電話、ジャンル、団体の場合は団体名、人数
を記入し 1 月 19 日（金）必着にて受付。

（3）あなたのリサイタル～2 種類のピアノを弾き比べてみよう～
ピアノ生演奏でスタインウェイ D 型 1967 年製とヤマハ CF1984 年製との弾き比べてみよう！
大ホールであなたの心のままに。
※1 人 30 分程度の演奏時間を予定。応募状況によって演奏時間は多少の変更あり。
日

時：3 月 25 日（日）

10：00～16：00

対

象：川崎市内在住で、2 月 10 日（土）14：30～の説明会に必ず本人が出席できる方/
10 名程度（応募多数時は川崎区内優先として抽選）

申

込：往復はがきに名前（ふりがな）、住所、年齢、電話を記入し 1 月 19 日（金）必着にて受付。

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=ek14824
献詠披講式（鶴岡八幡宮） (鎌倉市)

内

容：神前に和歌を献詠する古式ゆかしい神事。披講は平安時代より宮中に伝わってきた古式ゆかしい

行事ですが、鎌倉時代の鎌倉においても源頼朝公が花見の宴を催した際に、管弦詩歌の儀を行ったという
記述が『吾妻鏡』に見られ、また源実朝公に至っては歌集『金槐和歌集』を遺すほど和歌に精通し、文人
将軍として知られています。
このような故事をもとに、鶴岡八幡宮では、春３月下旬、舞殿において「献詠披講式」が執り行われます。

開催日：3 月 26 日(月)
場 所：鶴岡八幡宮 舞殿
お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
https://www.hachimangu.or.jp/

湯立獅子舞 (箱根町)

開催日：3 月 27 日(火)
場 所：諏訪神社（仙石原）
お問合せ：箱根町総合観光案内所
電話番号：0460-85-5700

特別展示「雪囲い‐旧菅原家‐」 (神奈川県全域)

内

容：家を雪から守るために古くから雪国で

行われていた伝統的な雪囲いを、旧菅原家で再現します。
※11/25・26 は取り付け、3/11 は撤去作業。
天候により変更あり。
【料金】入園料のみ
【開催時間】9：30～16：30(3 月は 17：00 まで)
【開催場所】日本民家園

旧菅原家住宅

（多摩区枡形７-１-１）
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は開園）、
祝日の翌日（土日の場合は開園）
【お問い合わせ】日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：開催中～2018 年 3 月 11 日(日)
場 所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14507
ひらつか花アグリいちごフェア２０１８ (平塚市)

内

容：ひらつか花アグリの３施設（花菜ガーデン、あさつゆ広場、湘南いちご狩りセンター）を

お得に巡れる各種割引や、３施設を巡るスタンプラリーを開催

開催日：開催中～2018 年 3 月 31 日(土)（施設により異なる）
場 所：ひらつか花アグリ （花菜ガーデン、あさつゆ広場、湘南いちご狩りセンター）
お問合せ：平塚市産業振興部農水産課 農業政策担当
電話番号：０４６３-３５-８１０２
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14475
藤沢・江の島宝探し 「エノシマトレジャー」 (藤沢市)

内

容：１３回目を迎える参加体験型のリアル宝探しです。参加リーフレットを手がかりに、描かれて

ある謎を解き、江の島エリアと長後エリアに隠された宝のキーワードを探し出すという家族で楽しめる
イベントです。宝を発見した方には、発見者賞のプレゼントがあります。（参加費無料）
★参加リーフレット配布場所
・藤沢市観光センター
・片瀬江の島観光案内所
・湘南 FUJISAWA コンシェルジュ
・藤沢市役所本庁舎１Ｆ案内窓口
・観光シティプロモーション課
・各市民センター ほか

開催日：2 月 10 日(土)～3 月 31 日(土)
捜索・発見報告時間 10：00～17：00

場 所：江の島エリア、長後エリア
お問合せ：藤沢市観光センター
電話番号：0466-22-4141
http://www.fujisawa-kanko.jp

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14771
教育文化会館大ホールさよなら記念事業

内

イベント紹介 (川崎市)

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。
■大ホールファイナル～第 3 回キッズストリートダンスグランプリ IN 川崎子ども塾～
日

時：3 月 31 日（土） 10：30～17：00

出

演：キッズダンスコンテスト（小・中学生）30 組、ナンバーダンス（川崎市内ダンススクール
等）7 組、高校ダンス部演技 10 組

審査員：SETO、KENTO、MIWA、KEN、TAKANORI（LL

BROTHERS）

ゲスト：軟式 globe’13
※観覧については、3 月頃にチラシ等により別途お知らせします。

開催日：3 月 31 日(土)
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=ek14825
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◇◆◇◆◇

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

ソメイヨシノ ： 野毛山動物園

横浜市の中心部、横浜港や市街地を一望する高台に広がる公園で、歴史は古く
大正１５年に開園した。園内には、約４００本のソメイヨシノが植えられている。

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

ソメイヨシノ ：

称名寺

平橋が水面に映えて美しい鎌倉時代随一の浄土式庭園の周辺や参道、本堂裏の
山裾など、境内いっぱいに約 1,000 本のソメイヨシノが咲き誇る。
また、２月には庭園の約 60 本の梅が見ごろとなる。

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。

横浜市

ソメイヨシノ ：

県立三ッ池公園

三つの池を取り囲む緑豊かな自然環境にあり、約 1,600 本を数えるサクラは
壮観。ソメイヨシノの他、園芸種約７８品種ものサクラがあり、比較的長い間、
花絵巻が楽しめ、「日本桜名所 100 選」にも選ばれている。
県と韓国京畿道との友好提携を記念して作られた本格的な「コリア庭園」がある。

横浜市

ソメイヨシノ ：

三ツ沢公園

公園の北側のなだらかな丘に約 1,370 本のソメイヨシノが植えられており、
通称「桜山」と呼ばれている。スポーツ施設が中心の公園だが周辺は樹林も濃く、

花壇では四季折々の花が楽しめる。

川崎市

ソメイヨシノ ：

川崎市夢見ヶ崎動物公園

多摩丘陵の最先端部にあり、自然林の残る公園内に約 500 本のサクラが咲く。
レッサーパンダ等６２種４００点の動物が飼育されている。
また、古墳群の跡の貝塚からは貝殻や弥生式土器が出土し、古代の集落があった
ことがうかがえる。〔問合せ〕夢見ヶ崎動物公園 044(588)4030

川崎市

ソメイヨシノ ：

住吉ざくら

東横線沿いに北から南へ流れる渋川の両岸に住民有志が昭和 26 年に植樹した
もの。河川整備のため、昭和 55 年片側 265 本の伐採を余儀なくされたが花の
時季には約 500 本のサクラが、１km にわたり咲き、毎年「桜まつり」が行われ
ている。

横須賀市

ソメイヨシノ ：

県立塚山公園

「かながわの景勝 50 選」にも選ばれている県立塚山公園は、標高 133m の小高
い山の上に位置し、「見晴台」からは遠くは房総半島や横浜と眼下には横須賀港
などが見渡せます。塚山公園のシンボルといっていいのが「按針塚」の碑。徳川
家康の外交顧問として活躍していたイギリス人ウィリアム・アダムス（三浦按針）
とその妻の供養塔で、国の史跡に指定されています。地元の人たちにとっては、
日本に初めて西洋文明をもたらし、この地に在住した三浦按針には格別の思いが
あり、様々な働きかけや、協力者の手助けにより塚山公園が造られ、そこに地元
青年団が桜を千本、ツツジ数百本、梅 200 本を植栽。戦争で荒れることはあって
もなお、地元の人たちの手により整備は進められ、現在に至っているそうです。
四季折々の自然が楽しめるとあって、多くの人々に親しまれている公園ですが、
特に春先は桜の名所として大勢の人でにぎわいます。毎年 3 月下旬から 4 月上旬
に「塚山公園さくら祭」が開催されます。同じく毎年 4 月上旬には、三浦按針の

功績をたたえ「按針祭」も行われています。公園内には、田浦梅の里、鷹取山公
園に至るハイキングルートも整備されているので、散策をメインに準備をして
お出かけするのも楽しそうです。

横須賀市

ソメイヨシノ ：

衣笠山公園

明治 40 年頃、日露戦争の戦死者を慰霊するために有志が記念碑を立て、サクラと
ツツジを植樹したのが始まりで、今では、約 2,000 本に増え、「日本桜名所 100
選」にも選定される花見の名所となっている。毎年４月上旬には「衣笠山公園さ
くら祭」が開催される。また、秋には約 17,000 本のハギが見頃になる。

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。

平塚市

ソメイヨシノ ： 金目川桜並木

サクラは明治 39 年に南原から南金目にかけて苗木数百本が植樹され、当時は
花見客で大変な賑わいを見せた。その後、補植され、現在は南原から下流の
国道１号線の花水橋間に最も多く、川の両岸に桜並木が続く。川沿いの道は
サイクリング専用道路となっており高麗山や丹沢の山々の眺めもよい。

鎌倉市

ソメイヨシノ ：

鎌倉山

鎌倉山から常磐口までの 2.5km に約 240 本の桜並木が続き、サクラの花の
トンネルとなる。

鎌倉市

ソメイヨシノ ：

源氏山公園

源氏山は英勝寺と寿福寺の裏側に当たる山で山頂一帯が公園になっている。
春はソメイヨシノ、ヤマザクラ約 250 本が咲き乱れるサクラの名所で園内に
は頼朝の銅像のある芝生広場などがある。公園へは大仏、佐助稲荷、銭洗弁

天や化粧坂、浄智寺裏手からの散策コースがある。

鎌倉市

ヤマザクラ ： 散在ガ池森林公園

散在ガ池は灌漑用の人口湖で、池を囲むようにヤマザクラやソメイヨシノが
咲く。また、池を中心に 12.9ha の森林公園として整備され、野鳥観察に
最適な散策路もある。新緑とともにサクラが水面に映え美しい。

藤沢市

ツバキ ： 江の島サムエル・コッキング苑

昭和 24 年に藤沢市営「江の島植物園」として運営してきたものを、新たに
整備した。施設の名称については、この地に煉瓦造りの温室を含む植物園を
造園したイギリスの貿易商「サムエル・コッキング氏」の名前から命名した
もので、苑内には、藤沢市と姉妹友好都市提携している、ウインザー（カナ
ダ広場）、マイアミビーチ（米国）、松本（長野県）広場、昆明（中国）
広場、保寧（韓国）広場がある。

寒川町

ソメイヨシノ ：

相模国一之宮 寒川神社

＜寒川神社参道＞
寒川神社の一ノ鳥居から三ノ鳥居までの約 600m の参道には約１４０本の
ソメイヨシノがあり、境内にはオオシマザクラ、ボタンザクラ、ヤマザク
ラも多い。ハナショウブ・サツキ（６月）、サルスベリ（８月）サザンカ
（１２月）も見られる。

大磯町

ソメイヨシノ ：

大磯駅及び坂田山斜面

大磯駅の線路沿いと坂田斜面の緑の中にサクラの花が咲く。高田保の墓碑
のある高田公園までは登り道で約 20 分、公園の周囲にもサクラの花が多く、
大磯の海が眺められる。また、6 月中旬～下旬はアジサイの花も見られる。

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。

秦野市

ソメイヨシノ ：

弘法山公園

標高 237m の弘法山は昔、弘法大師が修行をしたといわれることから
名前が付けられた。また、約 2,000 本のソメイヨシノが満開になる 4 月

上旬にはイベント盛り沢山の桜まつりが開催される。園内には、弘法大師
をまつった大師堂や鐘つき堂、乳の井戸と呼ばれる井戸がある。
［問合せ］秦野市観光課 0463(82)5111

厚木市

ソメイヨシノ ：

飯山観音（長谷寺）

飯山観音の参道両側の桜並木と飯山白山森林公園の約 3,000 本のサクラが
開花する。 桜まつりでは、飯山温泉の芸妓のおどりや民俗芸能などが華や
かに披露される。 園内には子供の森、小動物園、自然遊歩道も設けられて
いる。

松田町

ソメイヨシノ

：

最明寺史跡公園

松田山山腹の緑地公園。２つの池の回りにサクラが満開になり、野鳥の
さえずりを聞きながらの散策が楽しめる。また、秋には約 60 種 1,000
株のキクが見頃となる。建暦２年（1212 年）源延が建立した最明寺を
文元年（1469 年）金子の地に移した跡といわれる石碑をめぐらした
台地と五基の石碑がある。

相模原市

ソメイヨシノ

：

相模湖湖畔

相模湖の誕生により昭和 29 年に湖畔から嵐山にかけてソメイヨシノが
植栽された。湖畔の西にある与瀬神社の御神体といういわれがあり、
湖底に沈むため現在地に移された御供岩に最初のサクラが植樹されたと
言われており、約 2,000 本のサクラが咲く。

相模原市

カタクリ ：

城山かたくりの里

昭和 50 年頃から、所有者の小林氏がカタクリの自生地保護を始め、
増植に努力を重ねたもので、今ではなだらかな山の斜面一帯に、
薄紫色の約 30 万株のカタクリの花が咲く名所となった。
季節開園（毎年開花時季）

大和市

ミツマタ ：

常泉寺

3 月下旬～4 月上旬に参道（約 70m）の両側に咲くミツマタ約 120 本
が有名。その他シダレウメ、サクラ、ハナショウブなど季節の花が楽し
めます。

綾瀬市

ソメイヨシノ

：

城山公園

鎌倉時代、渋谷一族の居城だった早川城跡。 周囲を山林や畑に囲まれた
園内にソメイヨシノ約 200 本が植栽されており、４月上旬には桜まつ
りも開催される。

以上、ご案内させていただきます。

