平成 30 年 5 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。
明治天皇天覧所・高松山ハイキングと５万本ツツジ観賞 (厚木市)

イベント内容：明治天皇行幸碑のある高松山ハイキングコースで新緑を楽しみ、約５万本のつつじが観賞でき
つつじの丘公園などを観光ガイドと巡る。

開催日：5 月 2 日(水) ９：50～14：00
場 所：高松山ハイキングコース
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所
電話番号：046-248-1102
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15423
愛川町農林まつり (愛川町)

イベント内容：愛川町産の新鮮野菜の即売やガーデニング教室など
が実施されます。

開催日：5 月 3 日(木) 午前 10 時から午後 2 時まで
場 所：愛川町文化会館駐車場周辺
（神奈川県愛甲郡愛川町角田 250-1）

お問合せ：愛川町農林まつり実行委員会
電話番号：046-285-2111（愛川町農政課内）
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15395

第 54 回

小田原北條五代祭り (小田原市)

イベント内容：総勢約 1,700 名にも及ぶパレードは、武者隊、
鉄砲隊を中心に、市内学校の吹奏楽部・バトンチームなどの
音楽隊や、小田原ちょうちん踊り・神輿などのまち衆隊で
編成され、市内を勇壮に練り歩きます。

開催日：5 月 3 日(木) オープニング午後 0 時 30 分～
パレード午後 1 時 30 分～（予定）

場 所：小田原城址公園とその周辺
お問合せ：小田原市観光協会
電話番号：0465-22-5002
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15376

第２４回ビーチバレー常設コートオープン記念大会 (藤沢市)

イベント内容：日本でのビーチバレー発祥の地である
藤沢市鵠沼海岸で、ビーチバレーの愛好者が親睦を深め、
ビーチバレーの普及と底辺の拡大を図るために開かれる大会です。

開催日：5 月 3 日(木) 開会式：9:00～16:00 頃
場 所：鵠沼海岸 常設ビーチバレーコート
お問合せ：（公財）藤沢市みらい創造財団

電話番号：0466-30-1696
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15320

第 22 回小田原城名物市 (小田原市)

イベント内容：北條五代祭りに合わせ、小田原市と友好都市が地場産品などを紹介・販売する。
開催日：5 月 3 日(木)～5 月 4 日(金) 午前 10 時～午後 6 時（2 日目は午後 5 時まで）
場 所：小田原城址公園二の丸広場
お問合せ：小田原城名物市開催協議会（小田原市産業政策課）
電話番号：0465-33-1515
北条早雲公顕彰五百年事業キックオフイベント「GO!北条-早雲黎明紀-」為虎添翼ノ章 (小田原市)

イベント内容：2019 年の北条早雲公没後 500 年という節目の年に、
領民の安寧を理想とする国づくりを行った早雲公の功績を改めて顕彰し、
地域の魅力向上と活性化に繋げていくため早雲公に関する様々な
イベントを 2 年間かけて市内外で実施していく最初のイベントです。
歴史トークライブや物販ブース出店など様々な角度から北条氏を知ること
ができる機会となっています。

開催日：5 月 4 日(金) 午前１１時～午後４時（予定）
場 所：小田原城址公園本丸広
お問合せ：北条早雲公顕彰五百年実行委員会
（事務局：小田原市観光協会、小田原市観光課）

電話番号：0465-22-5002
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15377

春のみどりと花のまつり (藤沢市)

イベント内容：5 月の新緑の中、色とりどりの花との触れ合いを
通じて緑の大切さを学ぶことのできるおまつりです。獅子舞、
ふわふわランド、バルーンパフォーマンスなど、小さなお子様に
人気の楽しい催しが開催されます。

開催日：5 月 4 日(金)～5 月 5 日(土) 10:00～15:00
場 所：長久保公園 都市緑化植物園
お問合せ：長久保公園管理事務所
電話番号：0466-34-8422
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15321

みらい子どもフェスタ２０１8「藤沢市子どもフェスティバル」 (藤沢市)

イベント内容：毎年、少年の森がいちばん賑わう人気のイベントです。
イベントは、お子様とご乗車いただけるミニ鉄道運転会、ミニ凧作り、
スーパーボールすくい、ヨーヨー釣りや模擬店（有料）も出店し、
賑わいます。ご家族、親子で楽しめますので、ぜひお出掛けください。
（イベント参加料は無料です）
問い合わせ：（公財）藤沢市みらい創造財団・青少年事業部
0466-25-5215

少年の森
0466-48-7234

開催日：5 月 5 日(土) 10:00～15:00
場 所：藤沢市少年の森
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15322

草鹿神事（鎌倉宮） (鎌倉市)

イベント内容：烏帽子、直垂姿の射手が候言葉を交わしながら、
草の中の鹿をかたどった的に向かって矢を放つ。

開催日：5 月 5 日(土) 13 時
場 所：鎌倉宮（二階堂）
お問合せ：鎌倉宮
電話番号：0467-22-0318
菖蒲祭（鶴岡八幡宮） (鎌倉市)

イベント内容：昔 5 月 5 日は、男の子の節句でした。古くは菖蒲を門に
掛けたり、菖蒲湯に入ったりして邪気を払う風習があり、鎌倉時代頃から
「菖蒲」が武士の間で大切にされた「尚武」と言う言葉につながることから、
男の子が元気に健やかに育つように祈る。
舞殿で神事が行われた後、舞楽が奉納される。

開催日：5 月 5 日(土) 13 時
場 所：鶴岡八幡宮 舞殿（雪ノ下 2 丁目）
お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
あつぎ飯山花の里ポピーまつり (厚木市)

イベント内容：5000 平方メートルの敷地一面に真っ赤なポピーが咲き誇り、例年来場者の目を楽しませて
いる。摘み取りや地元野菜の販売、飯山の伝統芸能も楽しめるなど多彩な催しが開催される。

開催日：5 月 5 日(土)～5 月 6 日(日) 10：00～16：00
場 所：厚木市飯山花の里
お問合せ：厚木市観光振興課
電話番号：046-225-2820
http://www.atsugi-kankou.jp/view/nature/hananosato.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15424

平塚市博物館 博物館こどもフェスタ 2018 (平塚市)

イベント内容：親子で楽しめる子ども向け体験イベントを開催します。
開催日：5 月 6 日(日) 午前 10 時～午後 4 時
場 所：平塚市博物館
お問合せ：平塚市博物館：0463-33-5111

森林セラピー ～七沢～ (厚木市)

イベント内容：見城ハイキングコースを歩き、七沢温泉「福元館」で入浴。
開催日：5 月 9 日(水) ９：30～15：30
場 所：見城ハイキングコース
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所
電話番号：046-248-1102
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-therapy.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15425

2018 バラまつり（鎌倉文学館） (鎌倉市)

イベント内容：バラ園の約 200 種、250 株の色とりどりバラが楽しめます。
期間中は、ガーデンコンサートやバラに関するイベントを行います。
5 月 11 日（金曜日）～6 月 10 日（日曜日）まで。

開催日：5 月 11 日(金)～6 月 10 日(日)
場 所：鎌倉文学館(長谷 1 丁目）
お問合せ：鎌倉文学館
電話番号：0467-23-3911
城山マルシェ ～大磯オープンガーデン 201８～ (大磯町)

イベント内容：大磯オープンガーデン 201８で、お庭の散策に訪れる
方たちに楽しんでいただけるよう、大磯町のお店の方たちが地場
産品などの販売を行います。
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

共

催：大磯町商工会

駐車場：土日祝日 有 料

開催日：4 月 28 日（土）・29 日（日）・5 月 12 日（土）・13 日（日）
10:00～15:00※雨天の場合は中止します。

場 所：旧吉田茂邸地区 兜門前ロータリー
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=ek15375

護摩焚き供養 (鎌倉市)

イベント内容：虚空蔵菩薩は福徳と知恵を人々に与え、すべての願い事を満たしてくれる仏様として信仰を
集めている。この日に限って開帳し、成就院やそのほかのお寺から来たお坊さんにより護摩をたき、読経が
行われる。

開催日：5 月 13 日(日) 11 時、14 時の 2 回（1 月、5 月、9 月の 13 日に開帳される）
場 所：虚空蔵堂（坂ノ下）
お問合せ：成就院
電話番号：0467-22-3401

大山詣で・厚木宿・渡辺崋山から愛甲宿を訪ねる（あつぎ観光ボランティアガイド協会） (厚木市)

イベント内容：渡辺崋山ゆかりの地を訪ねる。厚木の渡しを始めとして
渡辺崋山逗留の地や大山道道標まで地元観光ガイドが案内。

開催日：5 月 14 日(月) ９：30～15：00
場 所：厚木の渡し 厚木六勝・桐辺の堤ほか
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所
電話番号：046-248-1102
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15426

森林セラピー～飯山～ (厚木市)

イベント内容：飯山白山巡礼峠を歩き、飯山温泉「ふるさとの宿」で入浴。
開催日：5 月 17 日(木) ９：30～15：00
場 所：飯山白山巡礼峠
お問合せ：東丹沢七沢観光案内所
電話番号：046-248-1102
http://www.atsugi-kankou.jp/forest-therapy.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15427

八幡山の洋館「第１５回ひらつか音楽のおくりもの」 (平塚市)

イベント内容：旧横浜ゴム平塚製造所記念館（愛称 八幡山の洋館）にて、公募により集まった演奏家による
市民参加の音楽会を行います。明治建築の洋館で、様々なジャンルの音楽を聴いてみませんか。
客席は 60 席・入場無料・全席自由・出入自由

開催日：5 月 19 日(土)～5 月 20 日(日) 午前１０時～午後６時（開場午前９時 30 分）
場 所：八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館 平塚市浅間町１-１ 八幡山公園内）
お問合せ：平塚市教育委員会社会教育課文化財保護担当
電話番号：0463-35-8124
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15363

第３３回

長後まつり (藤沢市)

イベント内容：前夜祭、本祭、長後万灯神輿、お囃子、長後歴史散歩、模擬店、富くじやなど、楽しいイベント
が盛り沢山です。
問い合わせ：長後まつり実行委員会事務局
長後市民センター

0466-44-0215
0466-44-1622

開催日：5 月 19 日(土)～2018 年 5 月 20 日(日)
19 日（土）前夜祭：17:00～21:00
20 日（日）本 祭：10:30～16:00

場

所：長後公園、商店街周辺

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15323

秋葉大権現例大祭（光明寺） (鎌倉市)

イベント内容：静岡県秋葉神社の神を祀った社が光明寺の裏山にあり、この神は火伏の神といって防火の神様
として古くから信仰されています。山門前から開山堂までの行列があります。（雨天、行列中止）

開催日：5 月 20 日(日) 11 時

場 所：光明寺（材木座六丁目）
お問合せ：光明寺
電話番号：0467-22-0603
小田原あじ・地魚まつり 2018 (小田原市)

イベント内容：地魚あじを中心とした地場の鮮魚・魚介類及び
水産加工品に対する消費者等の認識を高め、小田原の水産業界の
振興に寄与することを目的とする。

開催日：5 月 20 日(日) 午前 9 時～午後 2 時
場 所：小田原漁港（水産市場１階）
お問合せ：小田原あじ・地魚まつり実行委員会
（事務局：小田原市経済部水産海浜課）

電話番号：0465-22-9227
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15380

第 15 回

大船まつり (鎌倉市)

イベント内容：パレード（一輪車、マーチングバンド、仮装パレードなど）、コンサート、子供遊び広場、
フリーマーケット模擬店、はしご車体験乗車など。

開催日：5 月 20 日(日) 9 時 30 分～16 時 30 分 (雨天中止）
場 所：JR 大船駅東口近く商店街周辺
お問合せ：大船まつり実行委員会（3 月 14 日より 平日 13 時～17 時） 0467-46-2349
所属課室：市民活動部観光商工課観光担当

0467-61-3884

徳宗大権現会大般若経転読会（宝戒寺） (鎌倉市)

イベント内容：権現社より神輿にて権現尊を本堂へ御渡りいただき、法要が執行されます。
開催日：5 月 22 日(火) 13 時
場 所：宝戒寺(小町 3 丁目）
お問合せ：宝戒寺
電話番号：0467-22-5512
八幡山の洋館

春のばらフェスタ (平塚市)

イベント内容：バラの名所である国登録有形文化財 旧横浜ゴム平塚製造所記念館（愛称 八幡山の洋館）で
コンサートとバラを楽しむイベントを開催します。

開催日：5 月 26 日(土)～5 月 27 日(日) 午前 10 時～午後 4 時
場 所：八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平塚製造所記念館 平塚市浅間町１-１ 八幡山公園内）
お問合せ：八幡山の洋館（旧横浜ゴム平塚製造所記念館）
電話番号：0463-35-7114
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15364

第 12 回辻堂海浜公園まつり (藤沢市)

イベント内容：今年も 2 日間に渡り、各日ステージイベント等
バラエティに富んだ「辻堂海浜公園まつり」が開催されます。
各種子ども遊びの他クリエーターさんの販売ブース、土曜日は

フラダンス、日曜日はダンスや大道芸、神奈川県公園協会の
キャラクター「コーちゃんエンちゃん」の登場など、ステージ
イベントが盛りだくさんです。

開催日：5 月 26 日(土)～5 月 27 日(日) 10：00～15：00
※雨天中止

場 所：辻堂海浜公園
お問合せ：辻堂海浜公園管理事務所 0466-34-0011
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15325

2018 ふじさわ産業フェスタ (藤沢市)

イベント内容：藤沢市には、技術・工芸・名産・観光・農業・畜産などの
事業を営む企業が多く所在していることから、商工業製品及び特産品等を
広く市内外に紹介するイベントです。
問い合わせ：2018 ふじさわ産業フェスタ実行委員会
藤沢市産業労働課

0466-27-8888

0466-50-3530

開催日：5 月 26 日(土)～5 月 27 日(日)
26 日（土）：10:00～17:00
27 日（日）：10:00～16:00

場

所：藤沢市民会館及び周辺、 秩父宮記念体育館

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15324

鎌倉ビーチフェスタ 2018（由比ガ浜海岸） (鎌倉市)

イベント内容：フラダンス、ビーチライブ等のステージイベントの他、
砂像の制作、お子様ゲームコーナー、模擬店・飲食店など 2 日間に
わたって開催される。

開催日：5 月 26 日(土)～5 月 27 日(日)
26 日（土）10 時～16 時 30 分
27 日（日）10 時～16 時まで

場 所：由比ヶ浜海岸
お問合せ：鎌倉ビーチフェスフェスタ実行委員会（鎌倉商工会議所内）
電話番号：0467-23-2562
湘南ひらつかふれあいマーケット（朝市） (平塚市)

イベント内容：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：5 月 27 日(日)午前 6 時 45 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=ek15366

第２4 回ひらつか国際交流フェスティバル (平塚市)

イベント内容：世界各国の料理の模擬店や野外ステージでの音楽・民族舞踊などを通じて、さまざまな国の
文化に触れながら、多くの外国籍の人たちと市民の交流の輪を広げます。また、古本市、日本の昔の遊び紹介
など日本文化を体験しながら楽しく交流できるコーナーも用意しています。

開催日：5 月 27 日(日) 午前 10 時００分～午後 3 時００分
場 所：総合公園内野外ステージ周辺
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=ek15365

白旗神社例祭（鶴岡八幡宮） (鎌倉市)

イベント内容：白旗神社は若宮の東側にあり、源頼朝公・実朝公が祭られています。白旗神社の例祭は、5 月
28 日に執り行われますが、この頃は気候も良く参拝者は鎌倉市内だけではなく、遠方からも来られ、賑々しく
斎行されます。

開催日：5 月 28 日(月) 10 時
場 所：鶴岡八幡宮（雪ノ下二丁目）
お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
◇◆◇◆◇

横浜市

お花のご案内

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

バラ

：

港の見える丘公園

バラ園は、横浜市の花、バラの制定を記念して、平成３年５月に開園
された。イギリス館前に約 70 種 1,500 株のバラが 8,000 ㎡に渡って
植えられており、コロニアル風の建築物とよくマッチしている。
山手の高台にあるため、展望台からの横浜港の眺めも素晴らしい。
〔問合せ〕事務所 ０４５(６７１)３６４８

川崎市

ツツジ

：

神木山等覚院

関東 36 不動霊場第６番札所であり、山門（1877 年に建立された
三間一戸の楼門）をくぐると石段の両側にツツジの大株が植えられて
いる。境内全体で約 2,000 本といわれ、樹齢 300 年におよぶ
ツツジもある。中庭は池泉観賞式庭園で客殿の縁から眺められる
ように作られている。

川崎市

バラ

：

生田緑地ばら苑

広い苑内に春と秋に約 4,000 株のバラが色とりどりに咲き競う。
〔入園料〕無料（開園日はお問い合わせください。）

三浦市

ハマダイコン ：

毘沙門海岸

三浦半島南端部の海岸線は海食台地が海岸部までせまり、複雑な
地形を形成するリアス式海岸で風光明媚な地として知られる。
その一部、毘沙門海岸の浅間山付近の海浜地にハマダイコンが群生
し 4 月～5 月にかけて薄紫色の花を咲かせ、ハイカーの目を楽しま
せる。また、ハマエンドウ、ハマヒルガオなども見られる。

葉山町

ツツジ

：

湘南国際村センター

相模湾を見下ろす広大な丘陵地にキリシマツツジを始め、10 万本の
ツツジが植栽されている。中でも、間門沢調整池の斜面にはすき間
なく植えられており、周囲の緑と池面に映える。サルビア・ヤマユリ・
アジサイなども楽しめる。４月下旬～５月上旬につつじ祭りが開催
される。 ［問合せ］（株）湘南国際村協会 0468(55)1800
鎌倉市

ボタン ：

鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮の源平池のほとりに、創建 800 年を記念して昭和 55 年
に造られた、景石と御廉垣、ボタンが見事に調和した庭園。長年の
研究によって厳寒の時季に美しい大輪を咲かせる事に成功した
約 500 株の冬ボタンや春には、中国より贈られた樹齢百年以上
のボタンなど約２，０００株が色とりどりに豪華な花を咲かせる。
〔問合せ〕鶴岡八幡宮 0467(22)0315

鎌倉市

シャクヤク： 神奈川県立フラワーセンター大船植物園

さくら、しゃくやく、ばら、はなしょうぶ、さるすべり、はぎ。四季折々
に、約 5,000 種類の植物を楽しめる植物園です。温室では、年間を
通して熱帯亜熱帯の美しい花が咲いています。園内は車いすで移動
できるようになっています。
小田原市

フジ

：

小田原城址公園

「御感の藤」と呼ばれ、花の房が１ｍ余りにも伸びたフジの花が藤棚
いっぱいに咲く。園内では、ウメ・ソメイヨシノ・ツツジ・アジサイなど
のお花も楽しめる。
箱根町

ミズバショウ

：

箱根湿生花園

低地から高山まで、日本各地の湿地帯の植物他、草原や林、高山
植物、珍しい外国の山草など約 1,700 種の植物を自然のまま観察
出来る箱根湿生花園では毎年、春の開園と同時に、関東一早く、
約２万株のミズバショウの花を楽しめる。
［入園料］有 料
［開園期間］３月 20 日～11 月 30 日
［問合せ］箱根湿生花園 0460(84)7293
箱根町

シャクナゲ

： 箱根強羅公園

フランス式整形庭園で、園内にはローズガーデン・熱帯植物園・
ブーゲンビレア館・白雲洞茶苑・駐車場（有料 1 時間 300 円）など。
［入園料］有料
［問合せ］箱根強羅公園 0460(82)2825
箱根町

ツツジ

：

小田急山のホテル

旧岩崎男爵別邸跡で、十万余坪の庭園に氏が全国から集めたツツジ
約 30 種 3,000 株が咲き、芦ノ湖畔の新緑に映えて美しい。
ツツジはシャクナゲと共に大正初期に植栽されたもので、庭園からは
眼下に芦ノ湖霊峰富士を仰ぎ見る湖畔随一の眺望が楽しめる。
［入園料］有料
［問合せ］山のホテル 0460(83)6321
厚木市

シャクナゲ

： 県立七沢森林公園

丹沢大山にほど近い丘陵地帯に位置する。面積は 64.6ha、豊かな
自然をそのまま生かした県内でも最大規模の都市公園である。園内
の「おおやま広場」を中心に幹線園路沿いにシャクナゲ約 100 種 1 万
株が植栽されており、また、地形、地質に合わせて植栽されたコブシ・
ヤマユリ・シャクヤクなどの花木・草花約 20 種類が楽しめる。
［問合せ］神奈川県公園協会 0462(47)9870

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。

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。

大和市

ハナショウブ

：

泉の森

面積約 42ha の豊かな自然が広がる「泉の森」中心部の池の周辺に
ハナショウブが約 3,000 株を始め、アヤメなども植栽されています。
園内には、木製の斜張橋「緑のかけ橋」や水車小屋があり、昆虫や
野鳥類も多く見られる。
*ハナショウブの生育状況は、年により異なります。
なお、ハナショウブ以外の季節のお花もお楽しみいただけますので
ぜひお問い合わせの上お出かけください。

以上、ご案内させていただきます。

