平成 30 年 4 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。
第 57 回船越南郷公園桜まつり (横須賀市)
内容：京急田浦駅のすぐ裏手にある公園です。桜の時期になると 54 本の桜が
咲き誇り園内は桜の花でいっぱいです。
開催日：3 月 18 日(日)～4 月 7 日(土)
場所：南郷公園（横須賀市船越町 4‐6）
お問合せ：田浦観光協会（田浦行政センター内）
電話番号：046-861-4181
https://www.cocoyoko.net/event/nangou-sakura.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15117

塚山公園さくら祭 (横須賀市)
内容：ソメイヨシノをはじめとしてヤマザクラ・オオシマザクラなど
数種類の桜、約 1,000 本が春に開花します。例年、３月の中旬から
４月初旬までさくら祭りが開催され、山の上には屋台が並び、多くの
人で賑わいます。桜の花のトンネルの下で、眼下に広がる東京湾を
眺めながらのお花見は格別です。
開催日：3 月 22 日(木)～4 月 8 日(日)
■提灯点灯：夕方～21 時ごろ
場所：県立塚山公園（横須賀市西逸見町３丁目 周辺 ）
お問合せ：逸見観光協会（逸見行政センター内）
電話番号：046-822-2575
https://www.cocoyoko.net/spot/tukayama-park.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15002

北久里浜桜＆芝桜まつり (横須賀市)
内容：根岸交通公園で開催される北久里浜の桜まつりは、公園のまわり一面が
桜の花でいっぱいです。また根岸第３公園近く、平作川沿いに芝桜が植えられて
います。（森崎人道橋から根岸人道橋付近まで）
開催日：3 月 31 日(土)～4 月 8 日(日)
場所：根岸交通公園・根岸第三公園（横須賀市根岸町 3 丁目 17 番、18 番）
お問合せ：北久里浜桜まつり実行委員会（大津行政センター内）
電話番号：046-836-3531
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15116

第 54 回あつぎ飯山桜まつり (厚木市)
内容：庫裡橋から飯山白山森林公園へと続く約 600m の飯山観音参道には、
満開の桜が咲き乱れる。地域と連携して、飯山白龍太鼓やさくら輿、白龍の舞、
ダンスコンテストなど多彩な催しを実施予定。
開催日：3 月 31 日(土)～4 月 8 日(日) 各日により異なる
場所：飯山白山森林公園

桜の広場

お問合せ：本厚木駅観光案内所
電話番号：046-228-1131
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15068

第 22 回小田原かまぼこ桜まつり (小田原市)
内容：今年も、「小田原かまぼこ桜まつり」を開催します。
今年は、金曜日から 3 日間の開催です。
皆様のご来場をお待ちしています。
開催日：3 月 30 日(金)～4 月 1 日(日)
10 時 00 分～17 時 00 分
場所：小田原城址公園二の丸広場
お問合せ：小田原蒲鉾協同組合
電話番号：0465-22-4068
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15234

KAWASAKI Kimono Walk Vol.3 (川崎市)
内容：KAWASAKI Kimono Walk スペシャルイベント開催！
今回は、着物で『小川町バル』の飲み歩きイベントに参加、
スペシャルコンテンツ満載の内容もお楽しみいただけるプランを
ご用意！今回のバル企画は、世界中から観光客が来場する、
かわさきの聖なる奇祭『かなまら祭』4/1（日）も同日開催！
普段は体験できない日本文化と飲み歩きイベントの両方を
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】
4,000 円（着物レンタル＆ヘアアレンジ、小川町バル参加用リストバンド含む）
※バルメニュー（1 フード+1 ドリンク）別途￥1,000
【ご予約】
電話：044-221-2250
オンラインフォーム：https://ws.formzu.net/fgen/S37629265/
【定員】
限定 50 名様（各日 25 名）*男性着付け 5 名まで可
＜コンテンツ＞
14:00 着付開始 -ON THE MARKS
（1）14:00 （2）15:00 （3）16:00 （4）17:00 日時をお選びください

夕方ごろから 小川町バルスタート！★自由参加 22:00 自由解散
※着物は 22 時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）
小川町バル：ラ チッタデッラ (川崎区小川町 4-1)
かなまら祭：若宮八幡宮 境内社 金山神社 （川崎区大師駅前 2-13-16）
【開催時間】
14：00~22：00 ※着物は 22 時までにご返却ください。
【お問合せ】
Hotel＆Hostel ON THE MARKS 電話：044-221-2250
開催日：3 月 31 日(土)～4 月 1 日(日)
場所：ON THE MARKS・ラ チッタデッラ・金山神社
https://www.facebook.com/kawasakikimonowalk/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15340

川崎小川町バル 「かなまら祭」 連動スペシャル (川崎市)
内容：JR 川崎駅東口からすぐの、川崎区小川町にある飲食店が多数連携して実施する食べ飲み歩きイベント。
"大人のための夜遊びグルメパラダイス"を合言葉に、良質な飲食店の宝庫、川崎区小川町の魅力を大勢に知って
いただこうと、2011 年より不定期開催し、今回は川崎小川町バル「かなまら祭」連動スペシャルとなります。
参加するお客さんは、お手頃価格で各店自慢のメニューをちょっとずつ飲んで食べて梯子して、1 日でたくさんの
お店を楽しんでいただけます。これならずっと気になっていたけど入りづらかったお店も気軽に体験でき、きっと
様々な発見もあります！
<小川町バルの楽しみ方>
事前または当日にリストバンドをご購入。
（ネット予約も可[手数料 1 セットにつき￥100]・当日販売もあり）
一人でもグループでの参加でも OK。
バル参加店舗にてリストバンドを提示。
1,000 円キャッシュ・オンで 1 ドリンク＋1 フードの
お得なバル・メニューをお楽しみ頂けます。
食べ終わったら次のお店へ！
<バルチケット：参加者用リストバンド>
前売り＆当日共に料金￥500
※1,000 枚限定・売切れ次第終了
※WEB 予約は手数料 100 円を加算し、600 円で販売
※リストバンドは 31 日(土)・1 日(日)両日ご利用いただけます。
※一度、外したリストバンドは無効になります。
クラブチッタでは、「かなまら祭」目当ての外国人をイメージターゲットに、31 日夜、川崎駅周辺で併催する
「小川町バル」参加も巻き込んで、“子孫繁栄”、“夫婦和合”、“安産・縁結び”、“LGBTQ フレンドリー”そして
“クール・ジャパン”等をテーマに、朝まで過激に盛上る超ハイテンションパーティを開催！

そのほかスペシャルコンテンツも盛りだくさん！
4 月 1 日（日）は金山神社にて外国人に大人気の奇祭『かなまら祭』
是非、神社から近くにあるグルメパラダイス小川町＆その周辺で、素敵なバルナイトをお楽しみ下さい！
【開催場所】
ラ チッタデッラ他 小川町＆日進町周辺
【お問い合わせ】
チッタ

エンタテイメント 電話／044-233-1934

開催日：3 月 31 日(土)～4 月 1 日(日)
場所：ラ チッタデッラ他 小川町＆日進町周辺
http://lacittadella.co.jp/ogawachobar/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15337

第４回

東海道川崎宿 2023 まつり (川崎市)

内容：東海道川崎宿は江戸から数えて 2 番目の宿場まち。川崎宿の歴史や文化を活かしたまちづくりを進める、
市民と行政の協働組織「東海道川崎宿 2023」委員が中心となり、東海道をテーマにしたおまつりを開催します。
津軽三味線、太鼓、バナナの叩売り、マジックショーなどのステージパフォーマンスや、フリーマーケット、出店、
工作体験など楽しい内容が盛りだくさん！恒例の三角おむすびレシピコンテストの結果発表も行われます。
ぜひ、遊びに来てください！※雨天決行、フリーマーケットなど一部を除く
○三角おむすびレシピコンテスト
事前審査で選ばれた 2 品を 1 パックにして販売します。
購入者及び審査員等による投票で優勝作品を決定します。
また、プレゼントが当たる抽選券付き。
発表は 14：30～の表彰式にて！
○東海道川崎宿歴史ガイドツアー
10：30~ /13：30~ 各回 20 名
※事前申込制
（3/16 迄にメール、FAX にて申込。詳しくは HP をご覧ください。）
【開催時間】 10：00～15：00
【開催場所】稲毛公園 （川崎区宮本町 7-8）
【問合せ先】川崎区役所 地域振興課

電話：044-201-3136

開催日：4 月 1 日(日)
場所：稲毛公園（稲毛神社横）
http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000093738.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15353

かなまら祭り (川崎市)
内容：江戸時代川崎宿の飯盛女達の願掛けに端を発し、この｢かなまら祭り｣が行われるようになりました。商売
繁盛・子孫繁栄（子授け）・安産・縁結び・夫婦和合のご利益があると云われます。また近年、エイズ除けの祭りと
して国際的にも有名になり、外国人も多く訪れます。
【開催時間】＜御火取祭＞10：00～
＜例祭＞10：15～
＜神輿御霊入れ式＞10：45～

＜大根削り＞11：00～
＜面掛行列＞12：00～
＜奉納演芸＞～16：30
※プログラムスケジュールは予定です
今回は川崎小川町バル「かなまら祭」連動スペシャルとなります。
川崎小川町バルは 3 月 31 日(土)～4 月 1 日(日)開催。
【開催場所】若宮八幡宮 境内社 金山神社

(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：4 月 1 日(日)
https://twitter.com/kanayamajinjya
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15351

扇湖山荘の庭園公開 (鎌倉市)
内容：飛騨高山の民家を移築し、手を加えた戦前の和風文化を画す建築で、
庭は高名な作庭家による日本庭園です。製薬会社創業者の別荘として
建てられました。（鎌倉山１-２１-１）※駐車場はありません。荒天中止。
開催日：4 月 6 日(金)～4 月 7 日(土)
6 日（金）13 時～15 時
7 日（土）10 時～12 時、13 時～15 時
場所：鎌倉市鎌倉山 1-21-1
お問合せ：鎌倉市都市景観課
電話番号：0467-61-3477
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15309

第３４回住吉さくら祭り (川崎市)
内容：毎年桜の開花時期にあわせて中原平和公園で開催。
民謡・音楽パレード等を実施しており、地域の恒例イベント
として定着し多くの来場者で賑わいます。渋川沿いの桜は
「かながわの花の名所１００選」にも選出され、桜の名所として
雑誌・メディア等で紹介されています。
※雨天時は式典を除き中止。
【開催時間】12：00～16：00
○パレード：13：00～
○式典：14：10～
公園内野外音楽堂（雨天時は住吉会館）
【開催場所】中原平和公園内

(中原区木月住吉町 33-1)

【お問合せ】住吉観光協会 電話：044-744-3159
開催日：4 月 7 日(土)
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15350

初巳例大祭 (藤沢市)
内容：江島神社最大の祭儀。神社本庁より献幣使の参向があります。
※午前 11 時より斎行
開催日：4 月 7 日(土) 11：00～
場所：江島神社
お問合せ：江島神社
電話番号：0466-22-4020
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15287

第7回

女坂花桃祭り (藤沢市)

内容：藤沢北部の花桃の咲く町、女坂にて今年も花桃祭が開催されます。
「女坂に花桃を育てる会」が植樹した赤、白、ピンク、源平桃４５０本以上
咲き誇る美しい花桃の鑑賞ができます。
お問合せ：女坂花桃を育てる会（尾上）090-3539-8137
御所見市民センター 0466-48-1002
開催日：4 月 7 日(土) 10：00～※雨天順延
場所：藤沢市用田 108（尾上工務店前）
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15286

日米親善よこすかスプリングフェスタ 2018 (横須賀市)
内容：日本でありながらそこはアメリカという非日常的な体験のできる
米海軍横須賀基地で、スプリングフェスタが開催されます。普段は
入ることができない基地ですが、イベント当日は、アメリカン屋台、
ステージイベントなど、各種プログラムをお楽しみ頂けます。
アメリカの雰囲気を味わえる横須賀ならではのイベントに、是非お越しください。
▼ 内容：アメリカン屋台（ピザ、ステーキ、ハンバーガー等）
ステージイベント 第 7 艦隊音楽隊によるパフォーマンスなど
※イベント内容等については、急遽中止、変更となる場合があります。艦船見学の実施は未定。
▼ 注意事項：会場内に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。基地内へのペット・危険物・ビン類・
アルコールの持ち込みはできません。入場の際、金属探知機による手荷物検査があります。入場時に
国籍確認のため、パスポート等身分証明書の提示を求められる場合があります。午前中は混雑が予想
されるため、基地入場までに時間がかかる場合があります。ゴミの持ち帰りにご協力ください。
【主催】横須賀市観光協会 【共催】横須賀市
【後援】横須賀商工会議所 【協力】米海軍横須賀基地
問い合わせ

【当日の開催確認】横須賀市コールセンター 046-822-2500（開催当日午前 7 時以降）

開催日：4 月 7 日(土) 9:00～16:00（入場は 15:00 まで）※荒天中止
場所：米海軍横須賀基地
お問合せ：スカナビｉ（横須賀観光インフォメーション）
電話番号：046-822-8301
http://cocoyoko.net/event/spring-fes.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15118

はだの桜まつり２０１８ (秦野市)
内容：カルチャーパーク会場と弘法山公園会場で、桜の開花時期に
あわせて「はだの桜まつり２０１８」を開催します。桜で彩られた秦野で
春を感じるひと時をお楽しみください。
・カルチャーパーク：多目的広場前で物販・飲食コーナーなど
・無料周遊バス：午前９時～午後４時１５分に、３０～４０分間隔で
秦野駅南～はだの桜みち～カルチャーパーク（乗降可）
～秦野駅南口まで運行予定
・弘法山公園：大師堂ご開帳、物販・飲食コーナーなど
・無料シャトルバス：午前９時～午後４時１５分に、
３０～４０分間隔で秦野駅北口から弘法山公園
（めんようの里）間で運行予定
※３月２６日（月）～４月８日（日）の午後６時から１０時まで、
カルチャーパーク前（水無川右岸）で桜のライトアップと
弘法山公園で提灯点灯を実施予定です。
開催日：4 月 7 日(土)～4 月 8 日(日) 午前１０時～午後４時
場所：カルチャーパーク、弘法山公園
お問合せ：秦野市観光課 ０４６３-８２-５１１１（代）
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15348

極楽寺特別拝観 (鎌倉市)
内容：【釈迦如来特別御開扉】7 日～9 日
秘仏である本尊の釈迦如来立像（国重要文化財）を特別公開する。
7 日正午～16 時、8 日 10 時～16 時、9 日 10 時～正午
【忍性菩薩御廟特別参拝】8 日 10 時～16 時
極楽寺開山、忍性の五輪塔（国重文）を拝観できます。
【灌仏会】8 日 10 時～16 時
釈尊の降誕のとき龍が天から降りてきて香湯を灌いだという説に依って毎年 4 月 8 日に誕生仏に
甘茶をそそぐ法会。
開催日：4 月 7 日(土)～4 月 9 日(月)
場所：極楽寺（極楽寺 3 丁目）
お問合せ：極楽寺 0467-22-3402
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/event/0407gokurakuji.html

相模原市民桜まつり (相模原市)
内容：相模原市民桜まつりは、昭和 49 年（1974 年）に
市制施行 20 周年を記念して相模原のふるさとづくりを
テーマに始められました。
「72 万人のふるさとづくり」「人・もの・自然、すべての
共生を求めて」のコンセプトのもと、 市役所さくら通りを
主会場に市民の手づくりによる催し物や市民パレード、
絵画コンテストなど盛りだくさんの内容で皆さんをお迎えします。

開催日：4 月 7 日(土)～4 月 8 日(日)
7 日（土）午後 1 時から 5 時まで
8 日（日）午前 10 時から午後 5 時まで
場所：市役所さくら通り ほか
お問合せ：相模原市民まつり実行委員会事務局（商業観光課内）
電話番号：042-769-8236
http://www.e-sagamihara.com/event/april/0233_534d05e2329cd/index.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek14861

花祭り (鎌倉市)
内容：灌仏会、仏誕会、仏生会などともいい、釈迦が降誕された日（生まれた日）として祝う法会の一つ。
誕生仏に香湯や甘茶をそそぐ法会の由来は、摩訶刹経（まかせっきょう）によると、釈迦が生まれた時、天から
竜が降りてきて香湯へ入浴させたと書いてあることがもとになっていると言われています。
開催日：4 月 8 日(日) １４時～
場所：建長寺（鎌倉市仏教会）
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/event/0408hanamaturi.html

第 18 回

竹炭祭 (藤沢市)

内容：「遠藤竹炭の会」の活動を通じて、地域の交流・地場産業活性化・
人々とのコミュニケーションを深めることを目的としたお祭りです。
各種イベントや、竹炭商品の販売、春の味覚などが楽しめます。
問合せ：主催：遠藤竹炭の会
問合せ：遠藤市民センター
遠藤竹炭の会

会長

0466-87-3009

冨田修 0466-48-5671

開催日：4 月 15 日(日)9：30～15：00
場所：藤沢市遠藤健康の森 （入場無料）
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15288

第 33 回横浜骨董ワールド (横浜市)
内容：日本最大級の骨董フェア 全国から 250 店舗展示即売
国内有数の室内アンティークイベント。日本の骨董業者や
西洋骨董やアンティーク業者など、総計２５０社が一堂にあつまる、
国内最大規模の大屋内骨董イベント。古美術品、骨董品、
アンティーク、コレクタブルズ、古玩具など３０万点を超える
品揃え。骨董マニア必見です。
入場料：１，０００円（前売り８００円）
＊入場者全員に横浜骨董ワールド特製「骨董縁起帳」無料進呈
開催日：4 月 20 日(金)～4 月 22 日(日)
10:00～17:00(20 日は 12:00～)
場所：パシフィコ横浜 Ｃホール
お問合せ：横浜骨董ワールド事務局 03-5983-510
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15185

第６２回秦野丹沢まつり (秦野市)
内容：秦野に春の訪れを告げる「秦野丹沢まつり」では、
県立秦野戸川公園、秦野市立西中学校などを会場に、
丹沢の山並みを背景に行われる山開き式をはじめ、
特別ゲストによるステージや山開きパレード、登山体験
ミニアトラクションなど様々なイベントが行われ、丹沢の麓の
まちは大賑わいとなります。
＜＜主なイベント＞＞
【２１日（土）・２２日（日）】
・アウトドアブランド体験ブース（県立秦野戸川公園会場）
【２２日（日）】
（県立秦野戸川公園会場）
・山開き式、塔ノ岳への集中登山、アウトドアブランド体験ブース、春の宝探し大会 in TANZAWA など。
（市立西中学校会場及び渋沢駅周辺）
・特別ゲストによるステージ、ヒーローショー、ダンスステージ、
登山体験ミニアトラクション、山開きパレード、
丹沢まつりスタンプラリーなど。
開催日：4 月 21 日(土)～4 月 22 日(日)
場所：県立秦野戸川公園、市立西中学校ほか
お問合せ：秦野丹沢まつり実行委員会
（秦野市観光課内）０４６３-８２-５１１１（代）
http://www.kankou-hadano.org/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15347

春季開山忌 (藤沢市)
内容：遊行寺を開祖した、四代呑海上人の御忌法要を
行う春の行事です。法話会のほか、寄席、稚児行列や
盆踊りのルーツと言われる踊り念仏が披露されます。
開山忌寄席

（21 日 15:00～）

放生会

（22 日 11:30～）

稚児行列

（23 日 13:30～）

踊り念仏奉納（23 日 15:30～）
開催日：4 月 21 日(土)～4 月 24 日(火)
法要 5：00～各行事により異なる
場所：遊行寺
お問合せ：遊行寺 0466-22-2063
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15290

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◇◆◇◆◇
横浜市

お花のご案内

◇◆◇◆◇

ウ メ ： 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

チューリップ ： 横浜公園

明治９年に開園した県内で最も古い公園の一つで、昭和 53 年に横浜スタジアムが
建設され、日本庭園、水の広場などがある。春は色とりどりのチューリップ約 68 種
16 万本が咲き乱れ、チューリップまつりが開催される。また、春から秋にかけては、
ナスタチュームやサルビアなどの花も楽しめる。
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

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

川崎市

ソメイヨシノ

044(588)4030

： 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。

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。

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

＜寒川神社参道＞

： 相模国一之宮

寒川神社

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。

小田原市

シダレザクラ ： 長興山紹太寺

紹太寺裏山の樹齢 300 年以上と言われるシダレザクラの高さは約 13ｍ、幹の周囲は
５ｍ近くに達する巨木で、「かながわの名木 100 選」にも選定されている。また、境内
には稲葉一族の墓所、開山鉄牛和尚の寿塔等、数多くの文化財・史跡がある。
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。

伊勢原市

シバザクラ ： 伊勢原市上谷地区渋田川の芝桜

伊勢原市上谷地区を流れる渋田川の土手にシバザクラが約 350m にわたって咲く。
このシバザクラは 1970 年頃、地元の人が趣味で自宅前の河川の堤防に植えたのが
始まり。その後、周辺の人々も植栽に参加し、年々規模が拡大。「かながわのまちなみ
100 選」にも選定されている。

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

ヤマザクラ ： 陣馬山

標高 857m の陣馬山の山頂付近には、ヤマザクラなど約 1,600 本が咲き、野趣あふ
れる景観となる。コンクリート製の白馬の像が立つ山頂はなだらかな草原になって
おり、秩父、多摩、丹沢山塊、裾野を広げた富士山、都心の構想ビル群などの展望が
素晴らしく、「かながわの景勝 50 選」にも選定されている。
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。

