平成 30 年 9 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。

藤野芸術の家 体験工房 夏限定季節メニュー (相模原市)
内 容：＜＜藤野芸術の家 体験工房 夏限定季節メニュー＞＞
開催中～９月２日（日） 毎日開催（予約不要 当日９時~１５時まで随時受付）
『夏のスペシャルガラスフュージング！
カラフルアクセサリー＆アートミニミラー＆キラキラ時計』
ガラスフュージングの技法を使った大人も子どもも楽しめる
メニューです。2ｃｍ×2ｃｍの板ガラスの上に小さくカットした
ガラスや光沢のあるガラス、棒ガラスなどを自由に乗せて
800℃で約 10 分焼成。40 分ほど冷ましてフュージング作品
を作ります。
・カラフルアクセサリー・・オリジナルのキーホルダーやネックレス等の
金具をフュージング作品に貼り付けて完成です。
（参加費 800 円）
・アートミニミラー・・フュージング作品にボールチェーンを貼り付け、
さらにミラーの周りのアクリル板に絵を描き、ビーズや
ラインストーンなどでデコレーションして完成です。
（参加費 1,200 円）
・キラキラ時計・・フュージング作品を 4 個作成。アクリル板にナゲットやラインストーン等と組み合わせて
貼り付けます。板の中央に絵を描くことができます。別売りのアクリルスタンドを使えば
置き時計としても使用できます。（参加費 2,500 円）
『美しい世界をのぞいてみよう！
キラキラ輝くスノードーム万華鏡ＯＲ暗闇で光る蓄光万華鏡』
液体タイプのミニ万華鏡を作るメニューです。約 10ｃｍのミニサイズ！
夏休み期間、数量限定です。
スノードーム用のパールパウダーがキラキラ輝く「スノードーム万華鏡」と
蓄光ビーズや蓄光パウダーを入れることで暗闇で光る映像が楽しめる
「蓄光万華鏡」の２種類あります。（各５０個限定）
木製の本体の周りに絵を描き、プラスチックの透明容器に小さなガラスや
ビーズ等を入れて液体を注ぎ、本体にセットし、紐を取り付けて完成です。

開催日：開催中～9 月 2 日(日) 9：00～15:00
毎日開催・予約不要 当日 9 時～15 時まで随時受付

場 所：藤野芸術の家
お問合せ：藤野芸術の家 042-689-3030
http://fujino-art.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16027

藤野芸術の家 体験工房 夏限定季節メニュー (相模原市)
内 容：＜＜藤野芸術の家 体験工房 夏限定季節メニュー＞＞
開催中～９月２日（日） 毎日開催
（予約不要

当日９時～１５時まで随時受付）

『木のウインドチャイム・木のトランク・ジェット・からくり貯金箱づくり』
小学生の夏休み自由工作に適した木工クラフト体験です。
木のウインドチャイム・・イルカや船などの形にカットされた木の板に
着彩し、ラインストーンなどで装飾して作り、
吊り下げた金属の棒が涼やかな音色を奏でます。
＜参加費 1,000 円＞
木のトランク・・パーツをボンドで組み立てて、自由に色を塗ったり絵を
描いたりして、ラインストーンとスパンコールで飾り付けます。
オルゴール（別売り 1,000 円）を付けることもできます。＜参加費 1,200 円＞
ジェット機・・棒材と板材を組み合わせてベースを作り、ボンドで木片や木の枝を好きな形に貼り付け、
絵の具などで着彩し、スパンコールなどで装飾して作ります。＜参加費 1,200 円＞
からくり貯金箱・・ベースとなる板の上に小さな木の棒や釘、ビーズを使って硬貨が通る通路を作ります。
＜参加費 1,200 円＞
『カラフルアレンジ時計・ハグハグアニマル』
制作後の焼成が不要なので、作った当日に持ちかえる陶芸メニューです。
カラフルアレンジ時計・・コルク板の時計のベースに、速乾性のある工作粘土で好きな形を作り、ベースに
貼り付けて絵の具で色を塗ります。様々な形のパーツを選んで貼り付けてライン
ストーンなどでアレンジして仕上げます。＜参加費 2,000 円＞
ハグハグアニマル・・2 個作って向い合せるとハグしているように見える動物のオブジェ作りです。
あらかじめ焼成済みの動物の原型に工作粘土をつけて好きな動物に仕上げます。
絵の具を塗ったあとニスで仕上げて完成です。＜参加費１個 800 円＞
プチオカリナ・・小さなオカリナに色を塗ったり絵を描いたりします。ペンダントにもなります。
＜参加費 1,000 円＞

開催日：開催中～9 月 2 日(日) 9：00～15:00 毎日開催・予約不要
当日 9 時～15 時まで随時受付

場 所：藤野芸術の家
お問合せ：藤野芸術の家 042-689-3030
http://fujino-art.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16026
おしごと体験スペシャル in2018 サマー（湘南モノレール） (鎌倉市)
内容：人気洋菓子店「レ・シュー」や湘南ベルマーレの体験も新たに加わり、10 種のプログラムをお楽しみ
いただけます！
「おしごと体験」は、夏・冬・春と３回実施しており、今回の夏のスペシャルでは、従来行っていた駅員
・乗務員の体験に加え、沿線の企業、施設の６つが加わり、合計１０種類の体験を実施します。
実施期間：７月２８日(土)～９月２日(日)
応募方法：湘南モノレールホームページからご応募いただけます。
前期：７月２８日(土)～８月１５日(水)開催分→７／１８応募締切→７／２０発表

後期：８月１６日(木)～９月２日(日)開催分→８／６応募締切→８／８発表
抽選発表：抽選結果は、当選者のみお知らせいたします。
体験プログラムと内容
○駅員のおしごと体験
湘南モノレール大船駅にて、自動改札機、券売機の見学と
駅放送体験を行います。
○乗務員のおしごと体験
指令室にて、アルコール検査体験、点呼体験、
車内補充入鋏体験を行います。
○駅員＆乗務員のおしごと体験
駅員と乗務員のおしごと体験をセットにしたプログラムです。
○鎌倉山の蕎麦と会席料理のお店「檑亭」で配膳体験
緑豊かな鎌倉山の中にある蕎麦と会席料理のお店「檑亭（らいてい）」で配膳体験を行います。
○水彩画で湘南モノレールを描こう！
鎌倉在住の水彩画家・矢野元晴さんによる湘南モノレールを題材にした水彩画のレッスンを行います。
○蛍光・蓄光テープで絵を描こう！
日本最大手の有機蛍光顔料メーカー「シンロイヒ(株)」。蛍光、蓄光テープを使って絵を描こう！
○湘南ボウルプロボウラーの親子レッスン＆職場体験
JPBA 公認小島和樹プロ、櫻井麻美プロによるレッスンとボウリング場のマシンの裏側やフロント業務を
体験。
○夢ケーキ in 湘南モノレール
お子様の将来について語り合いその夢をケーキにします。
当日は、レ・シューの倉内シェフが夢のケーキ作りをレクチャーいたします。
○湘南ベルマーレ応援ポスターづくり体験
応援メッセージや選手の似顔絵を描いてポスターを作ります。
制作したポスターは大船駅に展示いたします。
○鎌倉武士体験
鎌倉武士の装束を着て弓矢や盤双六を体験いただきます。
＊体験の条件や日程・費用については、湘南モノレールホームページでご確認の上、お申込みください。

場所：湘南モノレール及び沿線企業ほか
http://www.shonan-monorail.co.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15993

江の島灯籠 2018 (藤沢市)
内容：江の島入口から岩屋まで、１０００基以上の灯籠が並び、日本の和の情緒を
感じさせてくれます。灯籠には江の島の伝説「天女と五頭龍」にちなんだデザインが
施され、江の島全体が幻想的な空間に包まれます。
お問合せ：江ノ島電鉄株式会社 0466-24-2715
藤沢市観光センター 0466-22-4141

開催日：8 月 1 日(水)～9 月 2 日(日)18：00～20：30
※江の島サムエル・コッキング苑最終入場 19：30 まで
※荒天・雨天時は中止

場所：江の島サムエル・コッキング苑、江の島島内各所ほか

http://www.fujisawa-kanko.jp

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15971
企画展関連プログラム 「ギャラリーツアー」 (川崎市)

内容：企画展「かこさとしのひみつ展-だるまちゃんとさがしにいこう-」
の関連プログラム。学芸員による展示解説付きの鑑賞ツアーです。
※ゲスト：加古総合研究所

鈴木万里／要観覧券

【開催時間】14：00～15：00
【開催場所】川崎市市民ミュージアム

2F 企画展示室 1

【お問合せ】川崎市市民ミュージアム

電話：044-754-4500

開催日：9 月 2 日(日)
場所：川崎市市民ミュージアム
https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/12037/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15907
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：9 月 2 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
電話番号：0467-78-0606
https://miryu-ida.wixsite.com/asaiti

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15671
年中行事展示「原家夏座敷」 (川崎市)
内容：障子を簾戸に替え、風通しが良く涼しい夏座敷。
その様子を再現します。開園中見学自由。
【開催時間】9：30～17：00
【休園日】月曜日（祝日の場合は開園）、祝日の翌日（土・日・祝の場合は開園）
【お問合せ】日本民家園 電話：044-922-2181

開催日：開催中～2018 年 9 月 9 日(日)
場所：日本民家園 旧原家住宅(多摩区枡形７-１-１)
http://www.nihonminkaen.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15712
企画展 かこさとしのひみつ展-だるまちゃんとさがしにいこう- (川崎市)
内容：『だるまちゃんとてんぐちゃん』や『からすのパンやさん』など、一度は目にしたことがある絵本の作家
かこさとしは、50 年以上にわたりおはなしの絵本やかがくの絵本などたくさんの作品を発表し続けました。
物語をつくるようになったのは、1950 年代の川崎市でのセツルメントと呼ばれる活動がはじまりです。
子どもたちに作文や絵の描き方を教えるほか、自分でも紙芝居や幻灯をつくって子どもたちに読み聞かせて
いたことが、のちの絵本づくりに大きく活かされています。

本展は、「だるまちゃん」シリーズや『からすのパンやさん』の
一場面をはじめ、『どろぼうがっこう』、『かわ』や『たべもののたび』など
科学絵本の全ての場面を展示するほか、ひみつのキーワードとなる「見る」
「知る」「学ぶ」、そして「食べる」場面を中心に展示します。
川崎の子どもたちとの出会いから花開いたかこさとしの世界を、
いっしょに楽しみましょう。なお、2018 年 5 月 2 日に逝去した作家への
哀悼の意を込め、会期中、館内の無料スペースではかこさとしさんへ
メッセージを書いたり、記録映像を見られる「いつまでも いつまでも
かこさとしさん」コーナーを設けます。展覧会とは別途、開館時間中で
あれば誰でも自由に来場でき、メッセージは加古総合研究所へ届けられます。
【料金】一般

600 円（480 円）、学生・65 歳以上 450 円（360 円）、

中学生以下

無料

※（ ）内は 20 名以上の団体料金です。※障害者手帳など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

2F 企画展示室 1

（中原区等々力 1-2）

【開館時間】9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
※夏休み期間の土曜日［7 月 21・28 日、8 月 4・11・18 日］は 19：00 まで開館（最終入館 18：30 まで）
【休館日】毎週月曜日（ただし 7 月 16 日は開館）、7 月 17 日（火）
【お問合せ】川崎市市民ミュージアム

電話：044-754-4500

開催日：開催中～2018 年 9 月 9 日(日)
場所：川崎市市民ミュージアム
https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/12037/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15898
鎌倉武家文化普及啓発事業、連続歴史セミナー「戦国時代の鎌倉、その検証と発見＞ (鎌倉市)
内容：戦国期の鎌倉と玉縄城を史料、発掘調査報告、城郭史から検証する連続歴史セミナー。
第三回セミナー＜戦国時代の鎌倉と玉縄城の発見＞7 月 1 日より受付開始
平成３０年９月１５日(土)13:30～16:40 13:00 開場
場所：鎌倉生涯学習センター キララ鎌倉ホール
募集：２００名 参加費：1,500 円
内容：・序 柳生新陰流古武道演武 赤羽根大介師範 若尾洋子
・第一部

特別講演「伊勢宗瑞と後北条氏」伊東 潤（時代小説家）

講演「小田原北条氏と小田原城」諏訪間順（小田原城天守閣館長）
・第二部

パネルディスカッション＜戦国時代の鎌倉と玉縄城の発見＞

司会：伊藤一美

伊東潤

諏訪間順

玉林美男

大竹正芳

主催：玉縄城址まちづくり会議
＊平成３０年度文化芸術振興費補助金（文化遺産総合活用推進事業）

開催日：9 月 15 日(土)
場所：鎌倉生涯学習センター及び玉縄学習センター
お問合せ：玉縄城址まちづくり会議
電話番号：0467-45-7411
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15649

白幡八幡大神 禰宜舞 (川崎市)
内容：【川崎市文化財・川崎市 市重要習俗技芸指定】
舞の起源ははっきりしませんが、慶長五年（1600）徳川家康関ヶ原御出陣の際、戦勝御祈願の為、平村
白幡八幡社の神主小泉に太々神楽を興行させたのが始まりと言われ、今日に伝わっています。
一子相伝にて伝えられ、舞われています。
【開催場所】稲毛惣社 白幡八幡大神

(宮前区平 4-6-1)

【お問合せ】白幡八幡大神 電話：044-977-5639

開催日：9 月 16 日(日)
場所：稲毛惣社 白幡八幡大神
http://www.shira80000.com/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15859
例大祭（お三の宮秋祭り）(横浜市)

内容：年間で最も大切な祭事であり、かつ盛大に執り行われる日枝神社の例祭のことです。
また、お三の宮秋祭りでも知られており、現在は九月中旬、敬老の日前の金土日に行われ、『神奈川の
祭り五〇選』にも選ばれています。横浜随一の大神輿による氏子内御巡行は毎年行われ、本祭り（奇数
年毎）には大小 40 基にも及ぶ町内神輿連合渡御がイセザキ町などを練り歩き、市内屈指の規模を誇り
ます。境内では神賑行事として、氏子有志による奉納演芸会や、児童園児による書画の作品展などが
催され、縁日や献灯で賑わいます。
◇例祭式典［9 月 14 日(金)17:00 より］
◇神社大神輿御巡行［9 月 16 日(日)］
・8:30 過ぎ／発輿祭
・9:00／出御～宮出し
氏子中
・17:00～19:00／元横浜松坂屋前で着輿祭後、奉安
・19:00／還御・発輿祭 伊勢佐木町商店街(イセザキモール)～神社
・20:30／還御・着輿祭～宮入り

お問合せ：お三の宮日枝神社 045（261）6902
http://www.osannomiya-hie.or.jp/reisai.html

企画展関連展示

川崎セツルメント展 (川崎市)

内容：企画展「かこさとしのひみつ展-だるまちゃんとさがしにいこう-」の関連展示。
セツルメントとは、地域住民の生活向上を目的とした福祉活動です。戦後の
川崎では、大企業の労働者が集まる古市場（現在の幸区古市場）において、
学生たちによるセツルメント活動が盛んに行われました。本展では、川崎で
行われたセツルメント活動の概要と関連資料をご紹介します。
【料金】観覧無料
【開催場所】川崎市市民ミュージアム

2F アートギャラリー2

【開館時間】9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
※夏休み期間の土曜日［7 月 21・28 日、8 月 4・11・18 日］は
19：00 まで開館（最終入館 18：30 まで）
【休館日】毎週月曜日（ただし 7 月 16 日は開館）、7 月 17 日（火）
【お問合せ】川崎市市民ミュージアム

電話：044-754-4500

開催日：8 月 4 日(土)～9 月 17 日(月)
場所：川崎市市民ミュージアム

https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/12037/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15908
常設展 「岡本太郎とからだ」展 (川崎市)

内容：岡本太郎は、絵画や彫刻など多くの作品のなかで「からだ」を
表現しています。絵画では、生きものが岡本独自の色や形で描かれますが、
全身像が描かれた作品や、顔や眼、手などからだの部分をモチーフとした
作品があります。彫刻やインテリアでも、多くの作品が生きものの姿や顔、
手などをモチーフとして作られています。本展では、絵画や彫刻、インテリア
作品など岡本太郎の作品のなかであらわされた多様な「からだ」の表現
を「身体（からだ）」「顔」「眼」「手」という４つのテーマで紹介します。
【料金】開催中～9 月 24 日（月祝）までは企画展とのセット料金
一般 900（720）円、 高校・大学生、65 歳以上 700（560）円
中学生以下は無料 ※（ ）内は 20 名以上の団体料金
【開催場所】川崎市岡本太郎美術館

常設展示室

【開館時間】9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
【休館日】月曜日（9 月 17 日、9 月 24 日を除く）、9 月 18 日（火）
【お問合せ】川崎市岡本太郎美術館

電話：044-900-9898

開催日：開催中～9 月 24 日(月)
http://www.taromuseum.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15985
企画展 「街の中の岡本太郎 パブリックアートの世界」 (川崎市)
内容：太陽の塔リニューアル記念。岡本太郎の、公園や学校など
パブリックな空間に創作した作品は、全国に 70 ヵ所 140 点以上に
及びます。作品が個人の所有物となることを拒みつづけ、誰でもいつでも
見ることの出来るパブリックな空間に作品を創り続けました。本展は、
日本万国博覧会テーマ館≪太陽の塔≫のリニューアルを記念して、岡本が
生涯を通じて社会に打ち出したパブリック作品を俯瞰するものです。
モザイクタイルを使った初期の作品から大阪・千里の≪太陽の塔≫、
東京・渋谷の≪明日の神話≫をはじめとする全国津々浦々に創られた
作品を紹介します。場との迎合を否定し、対立することでお互いの個性を
生かすという岡本の作品に込められた思いと、社会に打ち出された
メッセージを知ってもらえたら幸いです。
【料金】一般 900（720）円、高校・大学生・65 歳以上 700（560）円
中学生以下無料（

）は 20 名以上の団体料金

※常設展もあわせてご覧いただけます。
【開催場所】川崎市岡本太郎美術館

企画展示室

【開館時間】9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
【休館日】月曜日（9 月 17 日、9 月 24 日を除く）、9 月 18 日（火）
【お問合せ】川崎市岡本太郎美術館

電話：044-900-9898

開催日：開催中～9 月 24 日(月)
場所：岡本太郎美術館
http://www.taromuseum.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15986

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◇◆◇◆◇

横浜市

お花のご案内

◇◆◇◆◇

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

横須賀市

コスモス ： くりはま花の国

自然の地形を生かした緑豊かな公園。 首都圏の花の名所として有名なポピー・
コスモス園では約２ha の畑に春はシャーレ－ポピー、秋はコスモスがそれぞれ
１００万本咲き誇ります。花の国の中には、ゴジラの滑り台、45m のローラー滑り
台などのある「冒険ランド」、130 種 3 万株のハーブ園には季節のハーブをブレ
ンドしたハーブ足湯「湯足里（ゆったり）」富士山も臨める展望台のある「芝生広場」各県の木を集めた「県木の広
場」約 200 種 300 本の「つばき園、樹木園」があり全て無料で楽しめます。高低差のある広い園内には、蒸気機関
車型のバス「フラワートレイン」（有料）が運行しています。隣接する有料施設は、パークゴルフ場、アーチェリー、
エアライフル場があります。四季折々の草花を眺めながら散策を楽しめます。
横須賀市

ハマユウ ： 天神島臨海自然教育園

ハマユウ・ハマボウの自然群落の北限地である天神島とその沖合 200 ｍに
浮かぶ笠島及びその周辺水域は自然の姿をとどめ、海浜動植物の宝庫として
学術上貴重な場所となっている。また、景観にも優れているところから、
県指定天然記念物及び市臨海自然教育園ともなっている。

鎌倉市

ハギ ： 宝戒寺

ハギの寺と呼ばれるとおり境内は約 600 本のシラハギに埋もれる。
また、境内の一隅に咲く白いヒガンバナは珍しい。ウメも 20 本ほどあり、
本堂前の「宗園梅」と命名されたシダレウメは見事である。ボケヤブミョウガの
花も見られる。

鎌倉市

ハス ： 光明寺（こうみょうじ）

大本山光明寺の創立は鎌倉時代、寛元元年（1243 年）と伝えられ、開山は浄土
宗第三祖良忠上人記主禅氏。小堀遠州の作といわれる本堂左手の記主池には
大賀一郎博士が発掘した千年前のハスの実といわれるものから育てられた紅
バスが池一面に咲く。４月上旬、境内いっぱいに咲くサクラも見事。

二宮町

コスモス ： 吾妻山公園

標高 136.2m の吾妻山公園の山頂付近には、四季折々の花が咲く。菜の花、
さくら、ツツジ、アジサイ、コスモスなど。相模湾や伊豆・箱根連山、富士山、
丹沢が一望できる。芝生広場ではゆっくりと過ごすことができる。
※通常の開花時期と異なりますので、ご注意ください。

箱根町

ススキ ： 仙石原高原

秋の仙石原高原はあたり一面、風に波打つススキの原となる。台ヶ岳バス停
から仙石高原バス停の間の道路から台ヶ岳斜面にかけて見渡すかぎり、
ススキの原が続く。ススキの中には小さな道があり、手軽なハイキングが
楽しめる。
［問合せ］箱根町観光産業課

0460(85)7410

箱根町観光協会 0460(85)5700

伊勢原市 ヒガンバナ ： 日向薬師周辺
日向薬師の周辺、日向地区は大山の子易地区とともにヒガンバナが多く見
られ、彼岸花の里」と呼ばれている。季節になると堤防や畔道が赤く染まり、
黄金色に実った稲穂とのコントラストが素晴らしい。

以上、ご案内申し上げます。ありがとうございます。

光の競演～夜景と絵とうろう～ (伊勢原市)
内

容：江戸時代、大山登山は、夏山開き期間のみ許され、夜の街道では常夜灯が大山詣りの人々の

道しるべになっていました。「光の競演」では、それにちなんだ“光の回廊”を歩くことができ、また、大山
ケーブルカーの夜間運転をご利用いただくと、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンにも掲載された
「プレミアム夜景と絵とうろう」のコラボレーションが楽しめます。さらに、イベント期間中は、「光の回廊
スタンプラリー」や「大山宿坊体験」など様々な企画が行われますので、詳しくはチラシまたは、ホームページ
をご覧ください。http://www.isehara-kanko.com/publics/index/333/

開催日：8 月 11 日(土)～8 月 15 日(水) 日没～20:30
※荒天中止
※大山ケーブルカー 夜 20:30 まで運転

場 所：伊勢原市大山
お問合せ：大山観光振興会 絵とうろう委員会
電話番号：090-2322-6599

第 32 回

大井よさこいひょうたん祭 (大井町)

イベント内容： ~県西地域いちばんの、踊りの祭典！~ 第３２回大井よさこいひょうたん祭
＜8 月 4 日（土）11 時 30 分~21 時

開催！＞

昭和 45 年、ＪＲ御殿場線上大井駅の駅員さんが、待合所の日除けにとひょうたんを植え、その様子が当時の
国鉄の時刻表の表紙を飾りました。「相手の立場になって考える優しい心の思いやり」と、ひょうたんの縁起
「出世・繁栄、縁結び」を基本理念として、健康で明るく住み良い町づくりをめざし、内外友好交流の輪を広
げ
ながら、次世代を担う子どもたちに「ふるさと」の意義を育んでもらうために開催しています。多くの子ども
たちが参加する「ジュニア＆キッズダンスフェスティバル」と、町内外から多くの踊り手が参加する「よさこい
ひょうたん踊りコンテスト」を二本柱とし、多くの参加者・観光客が訪れる町内一の大きなお祭りです。

開催日：8 月 4 日(土) 11：30~21:00 小雨決行/荒天順延
※順延の場合は 8/5（日）

場 所：大井町役場駐車場及び周辺道路
お問合せ：大井町役場地域振興課
電話番号：0465-85-5013
URL：http://ooi-hyoutanmatsuri.com/

