平成 30 年 11 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 150 年 偉人達の奥座敷・大磯～別荘地の拡がり～(大磯町)
内

容：平成 30 年は、明治に改元されてから 150 年になります。

明治期、大磯に日本初めての海水浴場が開設され、また東海道線
に大磯駅が開設されて以降、多くの著名人が邸宅や別荘を構え、
大磯には独特の別荘文化が花開いたと言われています。
大磯城山公園内に建てられていた旧三井財閥当主の別荘や、
旧吉田茂の邸宅を初めとして、この大磯に建てられていた邸宅、
別荘のいくつかを写真などで紹介します。また、会期中は、期日を
限定して、普段内部を見ることができない旧吉田茂邸地区の
七賢堂を特別に開扉し、中をご覧いただくことができます。
・入場料：無 料
・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

・駐車場：土日祝日 有 料

開催日：開催中～12 月 24 日(月)
（北蔵ギャラリー）
10 月 6 日（土）～10 月 23 日（火）9:30～16:00
（旧吉田茂邸地区管理休憩棟）
10 月 6 日（土）～12 月 24 日（月）9:00～17:00

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=ek16210

プラネタリウム

おためしタイム「流れ星を眺めよう」 (相模原市)

内容：プラネタリウム おためしタイム「流れ星を眺めよう」～今年も流星群の季節がやってくる！～
10 月～12 月のおためしタイムは「流れ星を眺めよう」。流星群の季節を前に、流れ星の見つけ方などを知ろう。
日曜・祝日のお昼に投影している「おためしタイム」はプラネタリウムが初めての人も、よく見に行く人も
楽しめ、10 分間程度のミニ番組なので、大人から子どもまで気軽に観覧できる。希望者は直接会場へ。
先着 210 名まで。

開催日：10 月 7 日(日)～12 月 24 日(月) 12：10～12：20
※費用：無料

場 所：相模原市立博物館プラネタリウム
お問合せ：相模原市立博物館
電話番号：042-750-8030
http://sagamiharacitymuseum.jp/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16277

造形「さがみ風っ子展」（女子美アートミュージアム会場） (相模原市)
内

容：市立小・中学校、幼稚園・特別支援学校・近隣高校の

図工・美術の作品を展示する、日本一のスケールを誇る野外の
大作品展です。平成 15 年からは、女子美術大学の美術館でも
その一部を展示し、大学との交流もおこなっています。芸術の秋に
ふさわしい子供たちの創造性あふれる作品が楽しめます。

開催日：2018 年 10 月 26 日(金)～2018 年 11 月 2 日(金)
午前 10 時~午後 5 時（入館は午後 4 時 30 分まで）
※会期中無休

場 所：女子美アートミュージアム（相模原市南区麻溝台 1900）
お問合せ：教育委員会学校教育課
電話番号：042-769-8284
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/bunka/1003884.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16229

江 no・Fes（エノフェス）
内

(藤沢市)

容：「江ノフェス」は毎年、湘南の地元民や江の島にゆかりある数多くの人によって企画・運営される秋の

アミューズメント集合体です。今年もたくさんのイベントやアミューズメントが繰り広げられます。詳しいイベント
の詳細はホームページまで。

開催日：開催中～11 月 4 日(日) 詳細は江の島シーキャンドルのＨＰへ
場 所：江の島島内
お問合せ：江ノ島電鉄株式会社 江ノフェス実行委員会
電話番号：0466-24-2715
http://www.enofes.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16128

2,100 株が咲き誇るフォトジェニックな秋のバラ園 ローズフェスティバル 2018～秋～開催！ (平塚市)
内 容：2,100 株が咲き誇るフォトジェニックな秋のバラ園
ローズフェスティバル 2018〜秋〜開催！
～大道芸人によるパフォーマンスも必見！～
神奈川県立花と緑のふれあいセンター花菜ガーデンでは、まもなく
秋のバラが見ごろを迎えます。秋のバラの開花に合わせ、10 月 6 日（土）
から 11 月 4 日（日）まで「ローズフェスティバル 2018〜秋〜」を開催します。
今年は、約 1,100 品種、約 2,100 株のバラが咲き誇り園内を彩ります。
当園のバラ園は、品種改良の歴史に沿って展示された“歴史園”となっています。
秋の時期には、四季咲き性のバラが華やかに開花します。
中でも「香りのバラエリア」は、エリア一帯が豊潤なバラの香りに包まれ
たいへん人気があります。会期中は、毎回好評の「ローズマーケット」や「バラ園ガイドツアー」、
「プロに学ぶ！バラの講演会・ガイドツアー」を開催します。他にも、バラと一緒に楽しめるイベントを
予定しています。10 月 7 日（日）と 8 日（月・祝）には、「花菜ガーデン de 大道芸」と題して、大道芸人らに
よる中国雑技やポールダンスなどのパフォーマンスをお楽しみいただけます。また、10 月 20 日には神奈川県

主催のイベント「食べて動いて未病改善!!」を開催します。
また、10 月中旬ごろからはコキアの紅葉やサルビアなど
秋の草花も見ごろを迎えます。より多くの方にお楽しみ
いただけるよう、バラをはじめとした植物は、もちろん、
講演会やショーなどのイベントもご用意して皆様のお越しを
お待ちしております。

開催日：10 月 6 日(土)～11 月 4 日(日)
開園時間：9:00〜17:00（会期中）
休園日：会期中は無休

場 所：神奈川県立花と緑のふれあいセンター花菜ガーデン
お問合せ：神奈川県立花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン
電話番号：0463-73-6170
http://kana-garden.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16279

相模原市菊花競技会 (相模原市)
内

容：相模原親菊会の会員の手で、一輪一輪、丹精込めて

栽培をされた色とりどりの菊の切花、盆養、小菊盆栽などが
出品されます。約 400 点に上る美しい菊が一同に介する
このイベントは、相模原市の秋の風物詩として親しまれています。

開催日：10 月 21 日(日)～11 月 9 日(金)
午前 9 時から午後 4 時まで
※審査日＝11 月 1 日（木）・4 日（日）・8 日（木）

場

所：相模原麻溝公園（相模原市南区麻溝台 2317-1）
みどりの広場

お問合せ：相模原市商業観光課
電話番号：042-769-8236
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16231

湘南 Candle (藤沢市)
内

容：江ノフェスのフィナーレを飾る湘南キャンドル。約 8,000 基のキャンドルが幻想的な秋の夜を演出
します。やわらかな灯りとともにゆるやかな時間をお過ごしください。
※詳細は、江ノフェス HP をご覧ください。

開催日：10 月 22 日(月)～11 月 4 日(日) 17:00～20:00
場 所：江の島サムエル・コッキング苑
お問合せ：江ノ島電鉄株式会社 江ノフェス実行委員会
電話番号：0466-24-2715
http://www.enofes.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16284

大磯城山公園うつわの日
内

~ 石景(せっけい) ３ ~ (大磯町)

容：光と緑の影がおりなす茶室「城山庵」書院にて、

陶芸家丸田秀三氏が石庭をイメージして製作した白磁と
黒磁のオブジェによる石の庭の閑かな世界が広がります。
色濃い緑に囲まれた庭園と、白磁の白、黒磁の黒により
描き出された庭園、そのうつわに活けられた花木との競演を
お楽しみください。
＜＜湘南邸園文化祭参加イベント＞＞
※陶磁器：丸田 秀三（まるた しゅうぞう）
無釉白磁を中心に製作、山北町に工房を設置
東京、神奈川を中心に展覧会を開催
朝日陶芸展などさまざまな陶芸展で多数受賞
＜＜同時期開催＞＞
菁陶会（せいとうかい）作陶展
陶芸家丸田秀三氏の展示に合わせ、丸田秀三氏が主宰する陶芸教室の生徒の皆様が日頃から
丹精込めて作られた花器や茶器などの作品を展示します。
・開催日：１０月２６日（金）~１０月２９日（月）
・展示時間：９：３０~１６：００
・展示場所：北蔵ギャラリー
・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

・駐車場：平日 無料、土日祝日 有 料

開催日：10 月 26 日(金)～11 月 4 日(日) 9:30～16:00
場 所：茶室「城山庵」書院
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=ek16209

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)
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

開催日：11 月 2 日(金)～11 月 4 日(日)
金曜日
土日祝日

13：00～16：00（ラストオーダー15：30)
11：00～16：00（ラストオーダー15：30)

場 所：川崎市立日本民家園 旧原家住宅
お問合せ：川崎市立日本民家園
電話番号：044-922-2181
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16199

全国造園フェスティバル 明治 150 年記念講演会

「大磯周辺地域における邸園と公園と

緑地について」 (大磯町)
内

容：旧吉田茂邸などの庭園を例に、庶民の庭園ともいえる公園と

自然環境「みどり」のかかわりについて、（公財）かながわトラストみどり
財団理事坂本政美さんがお話しします。
※

坂本政美

東京農業大学造園学科 卒
神奈川県職員として公園行政に携わり退任
現在、（公財）かながわトラストみどり財団理事
神奈川県立相模原公園アドバイザー

講演会に合わせ「かながわ街路樹フォトコンテスト」入賞作品のパネル
展示や、花苗・花の種の無料配布（無くなり次第終了）を行います。
・場

所：旧吉田茂邸地区兜門前ロータリー

・時

間：10：00 ～ 15：30

（講演会問い合わせ先）
（一社）日本造園建設業協会神奈川県支部
・定

045-6６2-1767

員：60 名

・申込み方法：当日先着順
・講

師：（公財）かながわトラストみどり財団理事

坂本政美

・主

催：（一社）日本造園建設業協会神奈川県支部

・共

催：（一社）神奈川県造園業協会、（公財）神奈川県公園協会、ＮＰＯ法人ＧＩＰ

・駐車場：土日祝日 有料

開催日：11 月 4 日(日) 14:00～15:30 ※ 雨天決行
場 所：旧吉田茂邸地区 管理休憩棟
お問合せ：大磯城山公園 管理事務所
電話番号：0463610355
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16288

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：11 月 4 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=ek15673

デイサービスセンター福寿荘 作品展 (大磯町)
内

容：大磯町のデイサービスセンター福寿荘をご利用

されている皆様が、日頃、絵画教室や陶芸教室などで
熱心に取り組んでおられる水彩画や陶芸、染物、手工芸など
の作品を展示します。今年で第９回目となります。
・主

催：デイサービスセンター福寿荘

・共

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

・駐車場：土日祝日 有料

開催日：11 月 3 日(土)～11 月 5 日(月) 9:30～16:00
場 所：北蔵ギャラリー
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=ek16292

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)
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

開催日：11 月 9 日(金)～11 月 11 日(日)
金曜日 13：00～16：00（ラストオーダー15：30)
土日祝日 11：00～16：00（ラストオーダー15：30)

場 所：川崎市立日本民家園 旧原家住宅 (多摩区枡形 7-1-1)
お問合せ：川崎市立日本民家園
電話番号：044-922-2181
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16200

「オイル＆チーズフォンデュディナー」付きプランが開業 70 周年記念に登場 (箱根町)
内

容：箱根・芦ノ湖畔に佇む小田急 山のホテルは今年開業 70 周年を迎えました。ホテルでは、日頃の

お客様への感謝の気持ちを込めて、9 月から 12 月まで、毎月 1 回『開業 70 周年記念 復刻版オイル＆チーズ
フォンデュの夕べ』を開催し、このディナーを楽しめる宿泊プランを発売します。ディナーで提供する料理は、

このために用意したスペシャルコースです。かつて“山のホテル”の名物メニューであった「オイルフォンデュ」
を復刻。加えて、同じスイスの伝統料理「チーズフォンデュ」も用意し、食材を 2 つのフォンデュで同時に楽しめ
るという贅沢な内容となっています。
「オイルフォンデュ」では、一口サイズに切った牛肉や野菜などを
串に刺して、お好みの加減で素揚げし、食材本来の風味を味わう
ことができます。塩や和風ソースなど、季節ごとに数種類のソースも
用意しました。また、「チーズフォンデュ」では、野菜やパンなどを、
スイスのチーズ「グリエール」と「エメンタール」を合わせたチーズ
ソースに絡ませて、濃厚な味わいを堪能。ワクワク感とともに、
インスタ映えも期待できそうです。そして、ディナータイムを盛り上げる
さまざまなショーも月替わりで実施します。初回の 9 月 16 日は
マジックショー。華やかなステージショーとテーブルマジックを、食事をしながら楽しめます。
それ以降は、ジャズやバラライカなどのライブ演奏を予定しています。2 つのフォンデュが味わえて、
特別なディナータイムが過ごせる、開業 70 周年にふさわしい優雅なプランとなっています。
◆◆◆

1 泊夕・朝食付き宿泊プラン『開業 70 周年記念 復刻版オイル＆チーズフォンデュの夕べ』

【宿泊・開催日】
【料

◆◆◆

10 月 21 日(日)、11 月 13 日(火)、12 月 20 日(木)

金】10 月 21 日(日) お 1 人様 28,150 円
11 月 13 日(火) お 1 人様 28,150 円
12 月 20 日(木) お 1 人様 25,150 円
＊1 室 2 名様でスタンダードツイン利用の場合のお 1 人様料金
＊この料金には、夕食・朝食・室料・サービス料・消費税・入湯税が含まれます
＊2 週間前までの予約制
＊最小催行人数 20 名 最大可能人数 40 名
＊応募人数が 20 名に満たない場合は、「オイル＆チーズフォンデュディナー」は中止となります
＊夕食はショー付きの「オイル＆チーズフォンデュディナー」となります
＊朝食は「アメリカンブレックファースト」または「和朝食膳」からお選びいただけます
＊「オイル＆チーズフォンデュディナー」のみのご参加も受付けます

◆「開業 70 周年記念 復刻版オイル＆チーズフォンデュの夕べ」について
【メニュー】

シーフードマリネ・サラダ仕立て、オイル＆チーズフォンデュ（牛肉、ワカサギのフリッター、
野菜、パン）、デザート、コーヒー

【ステージ】 ディナー中に、マジックショーや楽器の生演奏など
【場

所】 宴会場「ASHIBE」

【時

間】 18:00～20:30

場 所：小田急 山のホテル 宴会場「ASHIBE」
お問合せ：小田急 山のホテル
電話番号：0460-83-6321
http://www.hakone-hoteldeyama.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16055

「さがみはらの博物誌」相模原市立博物館学芸員講話全 6 回
11 月開催は ～石の縄文文化誌～

内

(相模原市)

容：「さがみはらの博物誌」として、相模原市立博物館学芸員講話全 6 回を開催します。

各回ごとに独立したテーマなので、興味がある回のみに参加することもできますが、この機会に様々な
ジャンルの講演会に参加してみてはいかがでしょうか。毎回午後２時から４時までで、会場は地下１階大会議室
です。事前申し込み不要、先着 200 名様までですので、直接、博物館にご来館ください。
第六回・１１月１８日（日）
「石の縄文文化誌」中川真人（考古担当学芸員）

開催日：11 月 18 日(日)
午後２時から４時までで、会場は地下１階大会議室です。事前申し込み不要、先着 200 名様まで
ですので、直接、博物館にご来館ください。

場 所：相模原市立博物館
お問合せ：相模原市立博物館
電話番号：042-750-8030
http://sagamiharacitymuseum.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16258

おおいそ邸園コンサート (大磯町)
内

容：和風にモダニズムを加えた日本庭園の先駆けである旧吉田茂邸の庭園で、二宮瑶紀さん（フルート）
と菅野智樹さん（ピアノ）により、皆様にも聞き馴染みのある曲を中心とした演奏を行います。
モミジの色づき始めた庭園にフルートの優しい音色が広がります。
雨天の場合、管理休憩棟内で行います。

・入場料：無 料
・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

・駐車場：土日祝日 有料

開催日：11 月 19 日(月) 14:00～15:00
場 所：旧吉田茂邸地区
庭園
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=ek16289

横浜 DeNA ベイスターズ フアンフェスティバル 2018 (横浜市)
内

容：「横浜 DeNA ベイスターズ フアンフェスティバル 2018」

横浜 DeNA ベイスターズは、シーズンを通して熱いご声援を
送っていただいた皆様に感謝の気持ちを込め、11 月 23 日
（祝・金）に「横浜 DeNA ベイスターズ フアンフェスティバル
2018」を開催いたします。「フアンフェスティバル 2018」では、
一年間チームを支えていただいたフアンの皆様にお楽しみ
いただくため、選手と触れ合うことができる企画や素顔を垣間
見ることができるトークショーなど、盛りだくさんの内容で実施
いたします。2020 年のグランドオープンを目指して、本拠地で
ある横浜スタジアムの増築・改修工事が引き続き行われている
ため、今年もお越しいただくお客様の利便性や安全性などに
配盧し、横須賀スタジアム・追浜公園、また追浜中学校の校庭を
フアンフェスティバルの会場といたします。
フアーム施設の追浜公園への移転・機能強化が 2019 年に
控えていることもあり、近隣施設のご助力を仰いでの開催と
なりますが、フアンの皆様ヘー年間の感謝をお伝えするための
企画を多数ご用意してお待ちいたしております。

開催日：11 月 23 日(金) チケット発売情報やイベント内容の
詳細等は、球団公式ホームページにて 10 月末頃より
順次発表いたします。※雨天中止

場

所：横須賀スタジアム・追浜公園・追浜中学校

企画展示「民家の暮らしと生きもの」 (川崎市)
内

容：かつて民家には、人と生きものが一緒に暮らしていました。

人にとって生きものは労働力であり、大事な現金収入であり、時には
食料であり、また家族の一員でもありました。本展では、移築された
古民家でかつてどのような生きものが飼われ、人とどのように暮らして
いたのかを紹介します。
【開催時間】

9：30～17：00（11 月は 9：30～16：30）

【開催場所】 川崎市立日本民家園

本館企画展示室

【お問合せ】

電話：044-922-2181

川崎市立日本民家園

開催日：7 月 1 日(日)～11 月 25 日(日)
場 所：日本民家園
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15876

ヨコハマ乗りものフェスティバル２０１8 (横浜市)

イベント内容
横浜の乗りもの 6 施設・1 店舗が、9 月 15 日（土）~11 月 25 日（日）に
“ヨコハマ乗りものフェスティバ ル 2018”でコラボレーション！
第 5 弾となる今回は、帆船日本丸、日産 グローバル本社ギャラリー、原鉄道模型 博物館、三菱みなとみ
らい技術館、日本郵船氷川丸の 5 施設に、新たに横浜市電保存 館が加わり 6 施設で“乗りものクイズ
ラリー“を開催します。4 施設コンプリートで、開催中～11 月 25 日（日）の期間中、トミカショップ横浜店の
ヨコハマ乗りものフェスティバル抽選会に参加できます。さらに、全施設 コンプリートすると、6 施設のオリ
ジナルグッズ詰め合わせをプレゼントします。1 施設だけの正解でもトミカショッ プ横浜店でトミカのオリジ
ナルグッズがもらえます。横浜ならではの乗りものコラボレーションを通して、横浜の魅力再発見をしてくだ
さい。
【内 容】帆船日本丸、日産 グローバル本社ギャラリー、原鉄道模型博物館、三菱みなとみらい技術館、日本
郵船氷川丸、横浜市電保存館で配布されるクイズラリー台紙をもって、各施設にまつわるクイズに挑
戦しよう！
★参加特典
（その 1） 4 施設コンプリート達成 6 施設中、いずれか 4 施設のクイズに答えて正解すると、
トミカショップ横浜店にて新発売の「変形ファイヤーステーション」が当たるヨコハマ
乗りものフェスティバル抽選会に参加できます！（ハズレなし、必ず参加賞がもらえます）
★参加特典
（その 2） 全施設コンプリート達成 全施設のクイズに答えて正解すると、6 施設のオリジナルグッズ
詰め合わせをプレゼント！
★

１ 施設だけの正解印でもトミカのオリジナルグッズをプレゼント！
※クイズラリー台紙は、1 名様につき 1 枚のみ有効です。
※クイズラリー台紙は無くなり次第終了です。
※全施設コンプリートの賞品は、無くなり次第終了となります。
※実際のデザインと異なる場合があります。

【帆船日本丸】http://www.nippon-maru.or.jp/
【日産 グローバル本社ギャラリー】http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/
【原鉄道模型博物館】http://www.hara-mrm.com
【三菱みなとみらい技術館】 http://www.mhi.com/minatomirai/
【日本郵船氷川丸】 https://www.nyk.com/rekishi/
【横浜市電保存館】http://www.shiden.yokohama/
【トミカショップ 横浜店】https://www.takaratomy.co.jp/products/tomicashop/shop/yokohama.htm
開催日：開催中～11 月 25 日(日) お時間は各参加施設によって違います。

場

所：横浜市内

もみじのライトアップ 201８ (大磯町)
内

容：１１月下旬、色づいたもみじや緑濃い竹林の

ライトアップを行い、夜空に浮かぶもみじや池に映る
もみじを楽しんでいただけます。
２４日(土)・２５(日)の両日の夜には、園内にかがり火が
焚かれ、園内の竹を使った竹灯篭や大磯高麗山芸術祭
で灯された竹灯篭が園路や池の周囲を彩ります。
また、茶室「城山庵」書院やもみじの広場では、津軽
三味線や沖縄三線の歌と演奏、箏、雅楽や和太鼓等の
演奏、温かい飲食物の模擬店や地場産品の販売なども
楽しめます。子供遊びコーナーでは竹細工や折り紙等も
楽しめます。是非、今年１４年目を迎えるもみじのライト
アップを訪れ、普段と違った公園の雰囲気を味わってください。
※２4 日・２５日の「くつろぎ音楽会」の詳しいスケジュールはお問合せください。
※もみじの本数

不動池回り（ライトアップ）
旧三井別邸地区全体

約１５０本
約５４０本

※入場料：無 料
・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

・駐車場：土日祝日 有料

開催日：11 月 23 日(金)～11 月 25 日(日) 16：30～20:30
場 所：旧三井別邸地区 不動池、茶室「城山庵」、もみじの広場周辺
お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355

古民家カフェ「陣屋荘」 (川崎市)
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

開催日：11 月 23 日(金)～11 月 25 日(日)
金曜日 13：00~16：00（ラストオーダー15：30)
土日祝日 11：00~16：00（ラストオーダー15：30)
<夜カフェ>11 月 24 日（土）・25 日（日）
15：00～19：30（ラストオーダー19：00）

場 所：川崎市立日本民家園 旧原家住宅 (多摩区枡形 7-1-1)
お問合せ：川崎市立日本民家園
電話番号：044-922-2181
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16202

平成 30 年度もみじのライトアップ「くつろぎ音楽会」 (大磯町)

イベント内容
＜＜11 月 24 日(土)＞＞
演奏団体名："沖縄三線 茅ヶ崎三線クラブ" "子供お囃子中丸子ども育成会"

"筝曲りさの会"

演奏場所

城山庵

：

演奏時間帯：
備

城山庵 書院

もみじの広場

15:00～15:30

15:30～16:00

考：

書院

17:00～18:00

雨天中止

＜＜11 月 25 日（日）＞＞
演奏団体名： "津軽三味線湘風会"
演奏場所

：

演奏時間帯：

城山庵 書院

"和太鼓和楽会「昇」"
もみじの広場

15:00～15:30

15:30～16:15

備

考：
開催日：11 月 24 日(土)～11 月 25 日(日)

"雅楽二宮川匂神社雅楽保存会"
城山庵

17:00～17:45

雨天中止

お問合せ：大磯城山公園 管理事務所
電話番号：0463-61-0355

うつもちの里収穫祭 (藤沢市)
内

書院

容：秋の収穫を祝って毎年行われるイベントです。

もちつき大会や豚汁・コロッケ、新鮮な野菜の直売が
あります。先着で、きびもちが振る舞われ、賑わいます。
神社境内には、２０１５年にオープンした古い農機具を
展示した「農機具等資料館」があり、年齢を問わず、
楽しめます。

開催日：11 月 25 日(日) 12:00～
場 所：宇都母知神社 (ｳﾂﾓﾁｼﾞﾝｼﾞｬ)
お問合せ：宇都母知神社
電話番号：0466-48-1427
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16285

遊行寺の一ツ火（御滅灯）
内

ﾕｷﾞｮｳｼﾞﾉﾋﾄﾂﾋﾞ(ｵﾒﾂﾄｳ) (藤沢市)

容：一遍上人以来７００年間行われている修行の一つ。

法要が進むと全山の灯火が消され、闇の中から上人の静かな
念仏が聞こえてきます。しばらくして、新しい火が闇の中に輝き、
次第に堂内が明るくなると、居並ぶ修行僧が念仏の声を高めて
いきます。一年の様々な罪を懺悔する行事です。

開催日：11 月 27 日(火) 18：00～20：30 頃
（入場は 17：30 まで厳守）

場 所：遊行寺
お問合せ：遊行寺
電話番号：0466-22-2063
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16293

箱根湿生花園開園 (箱根町)
内 容：11/30 で冬季休園に入ります。
開催日：開園中～11 月 30 日(金)
場 所：箱根湿生花園【仙石原】
お問合せ：箱根湿生花園
電話番号：0460-84-7293

企画展

連載 50 周年記念特別展
「さいとう・たかを ゴルゴ 13」用件を聞こうか･･････ (川崎市)

内

容：劇画「ゴルゴ 13」連載 50 周年を記念

した特別展。初公開の原画をはじめ、さいとう・
プロダクションの「武器庫」から門外不出のモデル
ガンも披露、半世紀にわたり幅広い年齢層の
ファンを魅了している「ゴルゴ 13」の世界を
ご紹介します。
---関連プログラム--○ギャラリーツアー
10 月 20 日・11 月 17 日（土）各日 14：00～
2F 企画展示室 1/要観覧券/当日直接会場へ
○開館 30 周年記念特別イベント
さいとう・たかを

サイン会

11 月 3 日（土祝）13：00～
2F 企画展示室 1 付近
※当日ミュージアムショップにて特別展図録（2,000 円）を購入された方先着 100 名に整理券を配布。

○山本恭司

弾きまくりライブ『13th Shot!!』

11 月 4 日（日）14：00～15：00
1F 映像ホール/定員 270 名/料金 2,500 円/HP より事前申込（抽選）
応募締切：10 月 21 日（日）
※上記料金で展覧会もご覧いただけます。
【観覧料】

一般 1,200 円（960 円）、学生・65 歳以上

1,000 円（800 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

開催日：開催中～11 月 30 日(金) 9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
【休館日】

月曜日（休日の場合は開館）、祝日の翌日（土・日の場合は開館）

場 所：川崎市市民ミュージアム 2F 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）
お問合せ：川崎市市民ミュージアム
電話番号：044-754-4500
https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/13382/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16276

～箱根小涌園ユネッサン 「午後の紅茶風呂」登場～ (箱根町)
内

容： ～ 「午後の紅茶」と箱根の「温泉」で、 “ひとつ上の、休息を。” ～
～ 「午後の紅茶風呂」登場！！

～

箱根小涌園ユネッサンでは、キリンビバレッジ株式会社の
「キリン 午後の紅茶」とタイアップした「午後の紅茶風呂」
を 9 月 1 日（土）より開催いたしております。
夏期期間は「アイスコーヒー風呂」を開催しておりましたが
「コーヒーよりも紅茶派」という女性も多いのではない
でしょうか！？
9 月 1 日からは、「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」をイメージした華やかな香りをお楽しみいただけ
ます。紅茶らしい香りが特徴の「ディンブラ茶葉」を浴槽に投入するイベントも毎日開催し、紅茶の華やかな
香りでリラックスできるひと時をご提供いたします。また、装飾では華やかさに加え、写真を撮って、思わず
SNS に投稿・共有したくなるようなフォトスポットも新設いたします。
「キリン 午後の紅茶」は、日本初の「ペットボトル入り紅茶」として誕生した、「紅茶飲料 No.1 ブランド」で、
本年 6 月に、リニューアルされ、パッケージも一新。午後の紅茶らしい本格感と素材や製法へのこだわりに
加え、大人っぽく洗練されたデザインに生まれ変わりました。
大人の女性にふさわしく生まれ変わった午後の紅茶と、それをイメージした午後の紅茶風呂で“ひとつ上の、
休息を。” 味わってみてはいかがでしょうか。
◆「午後の紅茶風呂」詳細
開催期間： 開催中 ～ 12 月 2 日（日）
開催場所： 水着エリア「ユネッサン」 4 階「緑のテラス」
営業時間： 9 時～19 時（最終入場 18 時）
イベント： 紅茶の茶葉を使用した投入パフォーマンス（13 時/15 時）
お湯の色： 「キリン 午後の紅茶 ストレートティー」をイメージ
料 金： 大人 2,900 円／こども 1,600 円（税込）

場

所：箱根小涌園ユネッサン・水着エリア「ユネッサン」 4 階「緑のテラス」

お問合せ：箱根小涌園ユネッサン
電話番号：0460-82-4118
https://www.yunessun.com/events/905b6187059235c.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16100
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

◇◆◇◆◇
横浜市

港の見える丘公園

お花のご案内

◇◆◇◆◇

バラ
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

くりはま花の国

コスモス
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。

鎌倉市

宝戒寺 ハギ
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。

箱根町

仙石原高原 ススキ
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
箱根町観光協会

0460(85)7410

0460(85)5700

以上、ご案内申し上げます。ありがとうございます。

