平成 30 年 6 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。

小田原城あじさい花菖蒲まつり (小田原市)
内容：小田原城本丸東堀にある花菖蒲園では、6 月になるとあじさいを背景に花菖蒲が花開きます。開花に合
わせて開催される「小田原城あじさい花菖蒲まつり」では、出店のほか、 夜にはライトアップの演出により昼間
とは違った幻想的な花々をご観賞いただけます。

開催日：6 月 2 日(土)～6 月 17 日(日)
常時開放 あじさいライトアップは日没～21 時

場所：小田原城本丸東堀・花菖蒲園
お問合せ：小田原城総合管理事務所
電話番号：0465-23-1373
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15379

万華鏡のむかし話 (川崎市)
内容：囲炉裏を囲んでむかし話を語ります。
語り：多摩区ストーリーテリング「おはなし万華鏡」
定員：各先着 30 名
【開催時間】 13：30～、14：30～（各約 30 分)
【お問い合わせ】

川崎市立日本民家園
電話：044-922-2181

開催日：6 月 2 日(土)
場所：川崎市立日本民家園 旧作田家住宅 (多摩区枡形 7-1-1)
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15699

第 12 回親水公園まつり (藤沢市)
内容：水と緑に恵まれた引地川親水公園で、地元野菜の
販売や福祉バザー、縁日、猿回しやポニー引き馬など、
親子そろって楽しめるイベントが開催されます。
（一部変更あり）

※雨天予備日：3 日（日）

問い合わせ：（公財）藤沢市まちづくり協会
0466-46-7788
※当日開催についての問い合わせは、長久保公園 0466-34-8422 まで

開催日：6 月 2 日(土) 10：00～15：00
場所：引地川親水公園
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15678

やどりきの森へ行こう-１ (松田町)
内容：緑したたる森で癒し体験～林道を歩きながらセラピー＆リラックス～
(かながわ森林インストラクターが案内します)
集合場所及び時間
小田急線新松田駅北口に午前８時３０分（新松田発８：４０）
行程
新松田駅~やどりき水源林ゲート間は路線バス延長利用
（片道：620 円各自負担） （解散予定：新松田駅１４：１０頃）
申込先
ＮＰＯ法人 かながわ森林インストラクターの会
住 所:〒243‐0018

厚木市中町 2-13-14 サンシャインビル 604

E-mail:k-inst0981@friend.ocn.ne.jp
イベント名・日時、参加者全員のお名前、住所、電話番号を記入の上、
往復はがき、又はメールでお申し込みください
〆切
開催日の 14 日前 5 月 19 日（土）締め切り

※お申し込みが 20 名に満たない場合は中止となります。

開催日：6 月 2 日(土) 8:30～14:10 頃
場所：集合）小田急線新松田駅北口

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)・・・・1
内容：2013 年秋に始まった古民家カフェ。春と秋の年 2 回、期間限定で開店し、2018 年の春で 9 シーズン
目を数えます。築 100 年の名家 旧原家の座敷で、薫り高いこだわりのコーヒーやお菓子などをお召し上がり
頂けます。園内ご見学の合間に、ぜひお立ち寄りください。
※利用には入園料が必要
【開催時間】 金曜日

13：00～16：30（ラストオーダー16：00)

土日祝日 11：00～16：30（ラストオーダー16：00)
【開催場所】 川崎市立日本民家園
【お問い合わせ】

旧原家住宅

川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：6 月 1 日(金)～6 月 3 日(日)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15687

《特別公開》国指定重要有形民俗文化財「旧船越の舞台」 (川崎市)
内容：江戸時代末に三重県志摩半島の漁村から移築された「旧船越の舞台」。
直径 18 尺（約 5.4m）の廻り舞台や花道、出語りを持ち、国の重要有形民俗
文化財に指定されている本格的な農村歌舞伎舞台です。
普段は公開していない舞台の内部を、ボランティアによる解説付き、
期間限定で特別に公開します。
当日参加自由ですので、お気軽にご見学ください。

〈解説〉炉端の会
【開催時間】10：30～15：00
【お問い合わせ】

川崎市立日本民家園
電話：044-922-2181

開催日：6 月 2 日(土)～6 月 3 日(日)
場所：川崎市立日本民家園 旧船越の舞台（多摩区枡形 7-1-1）
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15710

体験講座-はた織り「裂き織り‐経糸の準備から織りまで‐」 (川崎市)・・2
内容：裂いた古布を緯糸に使い、機で布を織る体験講座。経糸の準備から織りまでを行います。
協力：民具製作技術保存会
5 月 27 日・6 月 3 日・10 日の日曜日に開催 ※全 3 回講座
<時間>10：00～15：00
〈定員〉中学生以上 20 名

※定員を超えた場合は抽選

〈料金〉2,350 円
〈申し込み方法〉往復ハガキまたは正門・西門券売所での事前申込制
往復ハガキ（1 人 1 枚厳守、改訂料金のもの）の往信裏面に、住所・氏名（フリガナ）・
電話番号・講座名・開催日（中学生は学年も）を記入の上、「日本民家園」宛でお申し
込みください。
※5 月 14 日（月）必着
※記載に不備がないようご注意ください。
【お問合せ】

川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：6 月 3 日(日)
場所：川崎市立日本民家園 (多摩区枡形 7-1-1)
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15715

朝一番徳の市 (綾瀬市)
内容：朝一番徳の市は、平成元年から続く綾瀬の名物行事で、
綾瀬市の商工会に加入している約 25 店舗と綾瀬市の農家が、
良いものを一番安い価格で販売するお得な市です。
現地で飲食することもでき、お買い物ついでに朝食も食べられます。
また、毎回お得なイベントとお得な金券の販売をおこっています。
早起きは三つの徳の朝市にご家族ご友人お誘い合わせの上
ご来場ください！！
開催日：6 月 3 日(日) 6 時 30 分から 8 時 00 分まで（雨天決行）
場所：綾瀬市オーエンス文化会館駐車場
お問合せ：朝一番徳の市実行委員会

0467-78-0606

https://miryu-ida.wixsite.com/asaiti
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15668

さがみ風っ子トレイルランニング (相模原市)
内容：緑区の豊富な水源や、緑豊かな自然といった地域の魅力を市内外へ
発信し、家族や仲間との絆を再確認する場の創出を目的に開催される
「さがみ風っ子トレイルランニング」。城山を舞台に、参加者の皆さんに
“相模原”という地を存分に感じてもらい、感動や思い出を生み出す
笑顔あふれるスポーツイベントです。
料金：エントリーされる種目によって、料金が変わります。
詳しくはホームページでご確認ください。

開催日：6 月 3 日(日)
受付：午前 7 時 30 分～
終了：午後 3 時
※雨天決行、荒天中止

場所：城山湖コミュニティ広場周辺
（相模原市緑区川尻 4453）

お問合せ：さがみ風っ子ランニング事務局（アストロワークス内 月‐金/10：00～16：00）
電話番号：042-810-0460
http://www.kazekko.com/
※詳細は主催者のホームページ等でご確認ください。

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15661

葛原岡神社例祭 （葛原岡神社） (鎌倉市)
内容：（宵宮祭）六地蔵で、「御霊入れ」が行なわれ、氏子により神輿がかつがれ、由比ガ浜方面に向かう。
（神前祭）神前で祝詞をあげる。（墓前祭）墓前で祝詞をあげる。
（本祭）銭洗弁天駐車場から子供神輿が出て、笹目の駐車場で大人の神輿と合流し、由比ガ浜方面に向かう。
葛原岡神社は、後醍醐天皇に忠節を尽した日野俊基を神として祀っている。俊基は、鎌倉幕府を倒す
計画、行動をとったので捕らえられ、鎌倉に送られて葛原岡で最期をむかえた。

開催日：6 月 3 日(日) 10 時（仮）
場所：葛原岡神社（梶原 5 丁目）
お問合せ：葛原岡神社 0467-45-9002
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/event/0603kuzuharaokareisai.html

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 ※当日受付（現地先着順）

開催日：6 月 3 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=ek15520

くりはま花の国ポピーまつり 2018 (横須賀市)
内容：ポピーの花の絨毯はもちろん、期間中に開催される楽しいイベントも盛りだくさん！
今回は、6/9(土)・6/10(日)の両日「無料花摘み大会」開催。

開催日：開催中～6 月 10 日(日)
場所：くりはま花の国（横須賀市神明町 1 番地）
お問合せ：くりはま花の国
電話番号：046-833-8282
http://www.kanagawaparks.com/kurihama-perry/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15576

2018 バラまつり（鎌倉文学館） (鎌倉市)
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。
2018 年は 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
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15314

エコ布ぞうりの会作品展 (大和市)
内容：展示団体：エコ布ぞうりの会
開催日：6 月 5 日(火)～6 月 10 日(日) 9:30～21:00（初日は 13:00 から、最終日は 15:00 まで）
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=ek15532

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)・・・・2
内容：2013 年秋に始まった古民家カフェ。春と秋の年 2 回、
期間限定で開店し、2018 年の春で 9 シーズン目を数えます。
築 100 年の名家 旧原家の座敷で、薫り高いこだわりのコーヒーや
お菓子などをお召し上がり頂けます。
園内ご見学の合間に、ぜひお立ち寄りください。
※利用には入園料が必要

【開催時間】 金曜日 13：00～16：30（ラストオーダー16：00)
土日祝日 11：00～16：30（ラストオーダー16：00)
【開催場所】 川崎市立日本民家園

旧原家住宅

【お問合せ】

電話：044-922-2181

川崎市立日本民家園

開催日：6 月 8 日(金)～6 月 10 日(日)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15688

藍染め講座「しぼり染め」 (川崎市)
内容：しぼりの技法を使い、約 45cm 四方の布を染めあげます。
6 月 9 日～10 日の土日開催

※全 2 日講座

<時間>10：00～15：00
<定員>小学 5 年生以上（小学生は保護者も要受講）20 名
※定員を超えた場合は抽選
<料金>2,000 円 ※小学生は保護者も要受講（有料）。
<申し込み方法>往復ハガキまたは正門・西門券売所での事前申込制
往復ハガキ（1 人 1 枚厳守、改訂料金のもの）の往信裏面に、
住所・氏名（フリガナ）・電話番号・講座名・開催日（小中学生は
学年も）を記入の上、「川崎市伝統工芸館」宛でお申し込みください。
※5 月 28 日（月）必着
※記載に不備がないようご注意ください。
【お問合せ】

川崎市伝統工芸館

電話：044-900-1101

開催日：6 月 9 日(土)～6 月 10 日(日)
場所：川崎市伝統工芸館（日本民家園 西門） (多摩区枡形 7-1-3)
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15718

よこすか YY のりものフェスタ 2018 (横須賀市)
内容：鉄道や自動車、海上自衛隊の艦船など、さまざまな分野の
「のりもの」が横須賀に大集合！子ども向け制服記念撮影やミニ鉄道、
よこすかグルメの出店もあり、家族みんなで楽しめるイベントです。
ヴェルニー公園会場周辺・ＪＲ横須賀駅構内鉄道イベント・
海上自衛隊横須賀地方総監部
艦艇一般公開（公開艦船詳細は直前まで未定）
自動車展示・京急電鉄ブース・鉄道グッズ販売・各種おみやげ販売
・グルメブース ほか
＜注意事項＞
都合によりイベント内容などが変更される場合があります。
イベント会場での無人航空機（ドローン等）の飛行は禁止です。イラストや写真はイメージです。
海上自衛隊横須賀地方総監部

艦艇一般公開の公開艦艇詳細は直前まで未定です。

お問い合わせはお控えください。

開催日：6 月 9 日(土)～6 月 10 日(日) 10：00～16：00 ※荒天中止
※日程は変更になる場合があります。ご了承ください。

場所：・ＪＲ横須賀駅・ヴェルニー公園・ショッパーズプラザ横須賀１F 店頭広場
・海上自衛隊横須賀地方総監部・ドブ板通り ほか

お問合せ：スカナビ i（横須賀観光インフォメーション）（10 時～18 時）
電話番号：046-822-8301
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15662

五所神社例祭(五所神社) (鎌倉市)
内容：五所神社は、材木座の氏神で町内の 5 つの神社を合わせて祀ったことからこの名前がついた。当日は、
町内を神輿が練り歩き、午後 3 時頃には、神輿が海に入る海上渡御が行なわれる。

開催日：6 月 9 日(土)～6 月 10 日(日)
9 日（土）お神輿 1 基のみで町内を練り歩きます。
10 日（日）例祭：10 時から

海上渡御：15 時からお神輿 2 基で海に入ります。

場所:五所神社
お問合せ：八雲神社
電話番号：0467-22-3347
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/event/0610goshojijareisai.html

体験講座-竹細工「菱四つ目花かご」 (川崎市)
内容：縁が丸く、網目と底が菱形のかごを作ります。物入れのほか、
中に容器を入れると花器としても使えます。
※古民家の庭にムシロを敷いて行います。雨天時は古民家の土間で
作業。
協力：民具製作技術保存会
<時間>10：00~15：00
<定員>小学 4 年生以上 25 名

※定員を超えた場合は抽選

<料金>1,500 円
<申し込み方法>往復ハガキまたは正門・西門券売所での事前申込制
往復ハガキ（1 人 1 枚厳守、改訂料金のもの）の往信裏面に、住所・氏名（フリガナ）・電話番
号・講座名・開催日（小中学生は学年も）を記入の上、「川崎市伝統工芸館」宛でお申し込みく
ださい。
※5 月 28 日（月）必着
※記載に不備がないようご注意ください。
【お問い合わせ】

川崎市伝統工芸館

電話：044‐900‐1101

開催日：6 月 10 日(日)
場所：川崎市立日本民家園 （多摩区枡形 7-1-1）
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15717

体験講座-はた織り「裂き織り‐経糸の準備から織りまで‐」 (川崎市)・・3
内容：裂いた古布を緯糸に使い、機で布を織る体験講座。
経糸の準備から織りまでを行います。
協力：民具製作技術保存会
5 月 27 日・6 月 3 日・10 日の日曜日に開催 ※全 3 回講座
<時間>10：00～15：00
〈定員〉中学生以上 20 名

※定員を超えた場合は抽選

〈料金〉2,350 円
〈申し込み方法〉往復ハガキまたは正門・西門券売所での事前申込制
往復ハガキ（1 人 1 枚厳守、改訂料金のもの）の往信裏面に、住所・氏名（フリガナ）・電話番号・講座名・開催日
（中学生は学年も）を記入の上、「日本民家園」宛でお申し込みください。
※5 月 14 日（月）必着
※記載に不備がないようご注意ください。
【お問合せ】

川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：6 月 10 日(日)
場所：川崎市立日本民家園 (多摩区枡形 7-1-1)
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15716

遠野の語り (川崎市)
内容：遠野の土地言葉で語るむかし話を、南部曲屋の古民家で語ります。
語り：大平悦子
定員：各先着 30 名
【開催時間】 13：30～、14：30～（各約 30 分)
【開催場所】川崎市立日本民家園
【お問い合わせ】

旧工藤家住宅

川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：6 月 16 日(土)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15497

ミニ展示「藍Ｔ vol.11 藍染めＴシャツの魅力」 (川崎市)
内容：色々な技法を使って染めた涼しげな藍染めＴシャツを、夏を先取りして展示します。
【開催時間】
【休館日】
【お問合せ】

9：30～17：00
月曜日（祝日の場合は開館）・祝日の翌日（土・日・祝の場合は開館）
川崎市伝統工芸館

電話：044‐900‐1101

開催日：5 月 16 日(水)～6 月 17 日(日)
場所：川崎市伝統工芸館 （多摩区枡形 7-1-3 日本民家園西門）
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15713

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)・・・・3
内容：2013 年秋に始まった古民家カフェ。
春と秋の年 2 回、期間限定で開店し、2018 年の春で
9 シーズン目を数えます。築 100 年の名家 旧原家の座敷で、
薫り高いこだわりのコーヒーやお菓子などをお召し上がり頂けます。
園内ご見学の合間に、ぜひお立ち寄りください。
※利用には入園料が必要
【開催時間】 金曜日 13：00～16：30（ラストオーダー16：00)
土日祝日 11：00～16：30（ラストオーダー16：00)
【開催場所】川崎市立日本民家園
【お問合せ】

川崎市立日本民家園

旧原家住宅
電話：044-922-2181

開催日：6 月 15 日(金)～6 月 17 日(日)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15689

江の島ハーバーフェスティバル (藤沢市)
内容：江の島ヨットハーバーでフラダンスショーや湘南海上保安署や藤沢警察署のブース、フリーマーケット、
模擬店、阿波おどり演舞など、楽しめるイベントが開催されます。

開催日：6 月 16 日(土)～6 月 17 日(日)
場所：江の島ヨットハーバー
お問合せ：湘南なぎさパーク
電話番号：0466-22-2128
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15676

第 19 回 遠藤あじさいまつり (藤沢市)
内容：小出川両岸の「花とせせらぎの道」約 500ｍに沿って
咲くあじさいの花を楽しめます。また、会場での
イベントや模擬店の出店等、毎年多くの来場客で賑わいます。
問い合わせ：遠藤あじさいの会（会長 渡辺） 090-3232-9408
遠藤市民センター

0466-87-3009

開催日：6 月 17 日(日) 9:30～15:00 （雨天決行）
場所：花とせせらぎの道 えびす橋～大黒橋（小出川）

自然とあそぼう「ザリガニをつかまえよう」 (大和市)
内容：生き物探しや虫つりなどで、楽しく遊びます。
対象：小学生以上（小学３年生以下は保護者同伴）
定員：２０人
参加料：無料

※５月１７日(木)から受付

開催日：6 月 17 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=ek15525

草木染め「ヌマハッカで染めよう」 (大和市)
内容：泉の森に生えている外来植物「ヌマハッカ」を駆除して、草木染めをしよう。ハンカチかエコバッグを
選び、さまざまな模様のオリジナル作品ができあがります。
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：５００円
持ち物：軍手、ゴム手袋、持ち帰り用袋
※５月２３日から受付

開催日：6 月 23 日(土) 13:00～16:00
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=ek15527

中井精也 鉄道写真展

笑顔あふれる「ゆる鉄」ワールド (川崎市)

内容：NHK BS プレミアム「中井精也のてつたび！」をはじめ、
テレビでも幅広く活躍中の中井精也氏。ゆるい鉄道写真、略して
「ゆる鉄」に代表される作品は、鉄道ファンでない人でも、見た人
誰もが思わず笑顔になる癒される写真です。本展では、中井精也の
代表作「1 日 1 鉄！」の集大成約 150 点と、「夢と希望の三陸鉄道」
から約 50 点をご覧いただきます。
◎「1 日 1 鉄！」は、中井精也がライフワークとして毎日ウェブ上に
鉄道写真を公開しているシリーズです。
◎「夢と希望の三陸鉄道」は東日本大震災直後から 2014 年春に
運行再開した三陸鉄道を、3 年間通って撮影したものです。
＜関連イベント＞
（1）学芸員による展示解説
6 月 16 日（土）14：00～15：00
（集合場所：2F 企画展示室 1 前）
※当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
（2）ベビーカーツアー

5 月 17 日（木）11：45～（30 分程度）
対象：未就学児とその保護者（定員 6 組程度）
※当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
※4 月 15 日（日）より川崎市市民ミュージアム HP で受付開始（先着順）。
（3）ふわふわ「のるるん」エアドームが来るよ！
東急線キャラクター「のるるん」の大きなエアドームの中に入って遊ぼう！
（協力：東京急行電鉄株式会社）
5 月 26 日（土）10：00～16：00（1F 逍遥展示空間／参加無料）
対象：3 歳～小学 6 年生
（4）「鉄道落語会」柳家小ゑん・古今亭駒次
鉄道好きで知られる落語家 2 人による、鉄道の新作落語会。
6 月 3 日（日）14：00～15：00（1F 映像ホール／13：30 開場）
対象：どなたでも／定員 270 名（先着順）
※当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
（5）親と子べつべつ！？オシャベリ鑑賞会
親と子で別グループに分かれて鑑賞後、作品について親子で一緒に話をしてみましょう。
6 月 10 日（日）14：00~15：00（2F 企画展示室 1）
対象：5 歳~小学 6 年生とその保護者（定員 10 組）
※当日の企画展観覧券（半券可）が必要です。
※5 月 13 日（日）より川崎市市民ミュージアム HP で受付開始（先着順）。
【観覧料】

一般 600 円、学生・65 歳以上 500 円、中学生以下無料

【開催場所】 川崎市市民ミュージアム
【開館時間】
【休館日】
【お問合せ】

企画展示室 1、アートギャラリー2 （中原区等々力１-２）

9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
毎週月曜日
川崎市市民ミュージアム

電話：044-754-4500

開催日：4 月 7 日(土)～6 月 24 日(日)
場所：川崎市市民ミュージアム
http://www.kawasaki-museum.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15401

クレヨン絵画を描こう (横浜市)
内容：公園の風景や出来事をクレヨンで描いてみませんか？お子さまから大人の方まで、どなたでもご参加
いただけます。作品は 7/1~7/31 の間、ビジターセンターに展示させていただきます。公園が良く表現されて
いる作品を何点か選んで粗品をプレゼントします。
○参加方法：管理事務所で、クレヨンと画用紙を貸し出します。公園内で絵を描いて、管理事務所に提出して
ください。

開催日：4 月 30 日(月)～6 月 24 日(日) 9:00～16:00
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=ek15507

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)・・・・4
内容：2013 年秋に始まった古民家カフェ。春と秋の年 2 回、
期間限定で開店し、2018 年の春で 9 シーズン目を数えます。
築 100 年の名家 旧原家の座敷で、薫り高いこだわりのコーヒーや
お菓子などをお召し上がり頂けます。
園内ご見学の合間に、ぜひお立ち寄りください。
※利用には入園料が必要
【開催時間】 金曜日 13：00～16：30（ラストオーダー16：00)
土日祝日 11：00～16：30（ラストオーダー16：00)
【開催場所】 川崎市立日本民家園
【お問い合わせ】

旧原家住宅

川崎市立日本民家園

電話：044-922-2181

開催日：6 月 22 日(金)～6 月 24 日(日)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15690

お国言葉で語りっこ (川崎市)
内容：いろいろな地方の民話をそれぞれの地方の言葉で語ります。
語り：日本民話の会
定員：各先着 30 名
【開催時間】 13：30～、14：30～（各約 30 分）
【開催場所】 川崎市立日本民家園

旧菅原家住宅

【お問合せ】

電話：044-922-2181

川崎市立日本民家園

開催日：6 月 24 日(日)
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=ek15500

夏越の大はらい式（茅の輪くぐり） (藤沢市)
内容：毎年６月の晦日に行われる大祓いで日頃の心身の穢れや
災厄を祓い清める儀式のひとつです。
江島神社(辺津宮)で茅の輪をくぐってみてはいかがですか？

開催日：6 月 30 日(土) 16:00～
場所：江島神社（辺津宮）
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=ek15679

大祓 (鎌倉市)
内容：半年間の罪とけがれを祓い清める儀式で、毎年６月３０日と１２月３１日に執り行われる。６月の大祓には
「備後風土記」逸文の蘇民将来の故事から起こったといわれる「茅の輪くぐり」が行われる。

開催日：6 月 30 日(土) １７時（１１時、１３時、１５時の回もあります）
場所：鶴岡八幡宮
お問合せ：鶴岡八幡宮 ０４６７-２２-０３１５
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kamakura-kankou/event/0603ooharae.html

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)・・・・5
内容：2013 年秋に始まった古民家カフェ。春と秋の年 2 回、
期間限定で開店し、2018 年の春で 9 シーズン目を数えます。
築 100 年の名家 旧原家の座敷で、薫り高いこだわりのコーヒーや
お菓子などをお召し上がり頂けます。園内ご見学の合間に、
ぜひお立ち寄りください。※利用には入園料が必要
【開催時間】 金曜日 13：00～16：30（ラストオーダー16：00)
土日祝日 11：00～16：30（ラストオーダー16：00)
【開催場所】川崎市立日本民家園
【お問合せ】

川崎市立日本民家園

旧原家住宅
電話：044-922-2181

開催日：6 月 29 日(金)～7 月 1 日(日)
場所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15691
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◇◆◇◆◇

お花のご案内

◇◆◇◆◇

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 330 種 2,100 株のバラが 10,600 平方メートル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
横浜市

ハナショウブ ： 県立四季の森公園

多種の樹木が生い茂る緑豊かな丘陵、湧水が流れる谷戸などの自然を生かした面積
44.9ha の園内に約 4,500 株のハナショウブが植えられている。初夏は「あし原湿原」
でホタルが見られる他、ウメ・マメザクラ・アジサイ・紅葉・渡り鳥など四季の移ろいを
感じさせてくれる公園。
川崎市

アジサイ

： 浄慶寺

天正 10 年（1584 年）に三井左衛門尉が開創したといわれる浄土宗寺院。境内のアジ
サイは昭和 42 年頃から植えられたもので、現在は 1,000 株を超えている。またサク

ラの木も多く、スイセン・ヒガンバナも見られる。
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。）

横須賀市 アジサイ

： 県立観音崎公園

東京湾に突き出た岬の上に広がる観音崎公園はシイやタブの樹々に覆われた自然
の宝庫で、幾つもの園地を結ぶ散策路沿いにはガクアジサイの他に多種のアジサイ
が植栽されています。
横須賀市

ハナショウブ ： 横須賀しょうぶ園

大楠山の麓の 3.8ha びしょうぶ園では江戸系、肥後系など４１２種１４万株のハナショウ
ブが栽培されています。スイセン・シャクナゲ・フジ・ツツジなど四季折々のお花も楽し
めます。
三浦市

ヤマユリ ： 妙音寺

寺の裏山に昭和 51 年から 59 年にかけて檀信徒の勤労奉仕によってツツジ・スイセ
ン・ツバキ・サクラ・ヤマユリなど約 30 種 4,000 本の花木が植栽された。その中でも、
ヤマユリがよく繁殖し、今では裏山一帯に約 1,000 本が成育し、ピーク時にはあたり一
面ヤマユリの香りにつつまれる。
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

アジサイ

： 葉山・あじさい公園

三ヶ岡山中腹の静かな公園。約 3,000 株の色とりどりのアジサイが咲く。高台の公園
からは相模湾の眺めが素晴らしく、アジサイ越しに江の島や富士山、箱根、丹沢の
山々が望める。

鎌倉市

アジサイ

： 明月院（めいげついん）

「あじさい寺」の愛称で親しまれる明月院。参道から本堂まで約鮮やかなアジサイで包
まれる。スイセン・ボケ・マンサク・モクレンなどが咲く。

鎌倉市

アジサイ

： 成就院

参道の石段両側にアジサイが群生する。参道からは波穏やかな鎌倉の海が望める。

藤沢市

ハマヒルガオ ： 海浜自然生態園及び辻堂海岸

海浜自然生態園には、砂防林や海浜の砂草を中心に海浜植物が植栽されており、
散策しながら楽しく観察できる。特に辻堂海岸にかけて咲くハマヒルガオは飛砂の
発生を抑える役目を果たすとともに美しい浜辺の景観を創造している。

二宮町

ハナショウブ ： 二宮せせらぎ公園

豊かな自然あふれる一色地区にある"せせらぎ公園"では、アヤメ、ハナショウブ
(10,000 株)、スイレン、ハスの花を見ながら散策を楽しむことができる。（6 月初旬～
7 月中旬ごろ）また、5 月下旬～6 月上旬にかけて 6 日間程度ホタルの観賞会を行っ
ている。
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。

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。

南足柄市 アジサイ

： 大雄山最乗寺

道了尊の名で親しまれ、樹齢５００年以上といわれる杉並木が続く大雄山最乗寺へ
の参道は、アジサイ参道とも呼ばれ、仁王門から境内までの約２ｋｍの間に約１万株の
アジサイが植えられている。
※但し、近年（２０１４年~）は、アジサイの花付きが悪く、往時の規模では楽しむこと
ができません。

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

箱根町

アジサイ

： 箱根登山鉄道沿線

沿線のアジサイは箱根登山鉄道の職員が昭和 40 年代初めより植栽したもので、今で
は小田原駅～強羅駅間（15km）の線路沿いに約１万株の色とりどりのアジサイが咲く。
花前線は６月中旬よっり徐々に小田原駅から標高の高い強羅駅に向かって沿線を上
り、７月上旬には見事なアジサイのトンネルを作る。
［問合せ］箱根登山鉄道（株）鉄道部 0465(32)6823
真鶴町

アジサイ

： 真鶴岬

バス停からクスノキ、クロマツ、スダジイなどの自然林の散策路をたどると、ガクアジ
サイなどのアジザイが咲く石の広場に出る。琴ヶ浜や相模湾の眺めもよい。又､三ツ石
を望む岬の先端から海岸への道沿いでは、ハマユウの花（７月下旬～８月上旬）などの
海浜植物が見られる。

秦野市

ハナショウブ ： 浄徳院菖蒲園

四季折々に趣がある禅宗の寺、浄徳院の庭園に約 130 種 15,000 株のハナショウブが
咲き競う。また、園内には全国名水 100 選の一つ、浄福水が湧き出ており、初夏には
夜空に乱舞するホタルが見られ、多種類のトンボも飛び交う。
秦野市

ヤマユリ ： 蓑毛自然観察の森

蓑毛自然観察の森は、四季折々に変化する自然とふれあえる憩いの場として設置
され「かながわの美林 50 選」の一つにも選定されている。木々の下に点々とヤマ
ユリが咲き、その香りが森いっぱいに漂う。森の入口には水車小屋があり、秦野市
今泉にあった古民家も移築されている。
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。

山北町

ツツジ ： 檜洞丸山頂付近

海抜 1,601m の檜洞丸山頂付近に樹齢 100～200 年のシロヤシオツツジを始め、
紫色の東国ミツバツツジ、樺色のヤマツツジが新緑の中に開花し、花見の登山者で
賑わう。白色のバイケイ草（7 月上旬～下旬）紫色のトリカブト（9 月上旬～下旬）も
多く見られる。
開成町

アジサイ

： あじさい農道

あたり一面に水田が広がる農道や水路沿いにガクアジサイ、西洋アジサイなど約
5,000 株のアジサイが咲く。植栽延長は 10.6km にも及び、あじさいの里「あじさい
農道」と呼ばれ、親しまれている。周辺には５つの公園が点在し、のどかな散策コー
スとなっている。
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。
相模原市

ハナショウブ ： 神奈川県立相模原公園

紫、青紫、白、ピンクなど約 200 種 7,000 株のクレマチスの大輪が麻溝公園のフェ
ンス 1,700m、プランター、アーチなどを飾る。また、隣接する県立相模原公園の
「水無月園」には 154 種 57,000 株のハナショウブが植栽されており、6 月には「し
ょうぶ祭り」も開催される。

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。

