平成 31 年 1 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。
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報＞＞

〓〓〓

横浜イルミネーション特集 2018 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

今年も横浜の街がきらめくイルミネーションで着飾るウィンターシーズンがやってきました！
横浜の期間限定のイルミネーションやライトアップ情報をまとめてご紹介します。
特にクリスマスシーズンのイルミネーションは家族連れにもカップルにもオススメなＳＮＳ映え
するフォトスポットばかり。華やかでロマンティックな冬の横浜でお気に入りスポットを探して
みてください！詳しくは「特集ページ」をご覧ください。
http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719879&c=14569&d=c7d4
＜(公財)横浜観光コンベンション・ビューローより抜粋＞
クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫 2018
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
クリスマスマーケットは、1393 年にドイツ・フランクフルトで始まったと言われている、クリス
マスの訪れを待つ“アドヴェント”の期間にクリスマス準備のショッピングを楽しむ催しです。
今年はドイツの古都“アーヘン”がモチーフ。アーヘンのクリスマスマーケットは、ドイツで初めて
世界遺産に登録された歴史的建造物の“アーヘン大聖堂”がある石畳の旧市街地を舞台に開催されま
す。赤レンガ倉庫の館内でも、限定のクリスマスグッズやここでしか味わえないフード・ドリンク
メニューをご用意します。
●開催日：開催中 ～

12/25(火)

●会

場：横浜赤レンガ倉庫

●料

金：入場無料(飲食代は別途)

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M717934&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：横浜赤レンガ倉庫２号館
三溪園

TEL：045-227-2002

紅葉の古建築公開(重要文化財 聴秋閣、春草廬)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
紅葉が見ごろを迎える時期に合わせ、園内でも紅葉が美しいスポットに立つ２つの古建築を公開しま
す。三溪園では、11 月下旬から 12 月上旬にかけて、モミジの紅、イチョウの黄色が庭園を彩りま
す。今年は、台風の影響による塩害が懸念されましたが、見どころとなる建物周辺では、ほぼ例年
どおりの紅葉が楽しめそうです。
●開催日：開催中 ～

12/9(日)

●時

間：9:00～16:30

●場

所：三溪園

●料

金：入園料（高校生以上

700 円、小学生・中学生

200 円）

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M717935&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：三溪園
スカイダック横浜

TEL：045-621-0634
イチョウコース（日本丸メモリアルパーク発着）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
陸上と水上で横浜観光ができるスカイダック横浜では、11 月 2 日（金）～12 月 10 日（月）の間、
イチョウコースを運行します。昨年から陸路が魅力的になっており、観光名所が目白押しです！！
陸上 30 分、水上 20 分、計 50 分のコースです！
●開催日

：開催中

●出発時間：平日

～

12/10(月)

10:30 14:00

土日祝 10:45 14:15

15:45

●出発場所：日本丸メモリアルパーク
●料

金

：大人 3,500 円

こども 1,700 円

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M717939&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：SKY BUS TOKYO TEL：03-3215-0008（9:30～18:00）
薄井憲二バレエ・コレクション特別展
The Essence of Beauty バレエ―究極の美を求めて―
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そごう美術館（そごう横浜店６階）にて、バレエ史料・美術～華麗なる衣装の展覧会を開催します。
本展では、 日本バレエ協会前会長 薄井憲二（1924―2017）が収集した世界でも有数の規模を
誇る「薄井憲二バレエ・コレクション」の中から、バレエ史・美術・三大バレエをテーマに数々の品々
約 300 点や資料、映像などを展示します。
●開催日：開催中 ～

12/25(火)

●時

間：10:00～20:00（入場は閉館 30 分前まで）

●会

場：そごう美術館（そごう横浜店 6 階）

●料

金：大人 1,000 円、大学生・高校生 800 円、中学生以下無料

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M717940&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：そごう美術館

TEL：045-465-5515

スカイビル開業 50 周年記念企画
「Flower Christmas2018

假屋崎省吾」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１９６８年３月に開業したスカイビルは、今年で開業 50 周年を迎え、夏の折花展など様々な記念
イベントを開催してきました。本イベントはアニバーサリーイヤーのフィナーレとして、日本を代表
する華道家の假屋崎省吾さんがプロデュース。長年にわたり花をモチーフにした空間装飾サービスを
展開してきたスカイビルに共感をいただき、コラボレーションが実現しました。

●開催日：開催中 ～

12/25(火)

●時

間：10:00～23:00 ※11/23 は 11:00～オープニングイベント

●会

場：スカイビル 10 階

●料

金：入場無料

中央広場

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M717941&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：横浜スカイビル

TEL：045-441-2424

アートリンク in 横浜赤レンガ倉庫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎年、多彩なアーティストが繰り広げるアートとアイススケートのコラボレーションを、多くの
方々にお楽みいただいている『アートリンク』。14 回目を迎える今シーズンは、画家・絵本作家
のミロコマチコさんをアーティストに迎え、あざやかで、生命力にあふれる作品が、横浜の冬の
風物詩『アートリンク』の新たな１ページを彩ります。
●開催日：12/1(土)～2019/2/17(日)
●時

間：12 月平日 13:00～22:00／土日祝 11:00～22:00
※時期により異なります。

●料

金：大人 700 円

3 才～高校生 500 円

付添観覧 200 円

貸靴 500 円

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719880&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：横浜赤レンガ倉庫 1 号館
みなとみらい

TEL：045-211-1515

縁市（えにしいち）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
みなとみらい縁市(えにしいち)は、ハンドメイド作家による様々なオリジナル作品・手作りフードが
それぞれの出店ブースで自由に展示・販売される手作りマルシェです。みるだけではなく体験するこ
とができるのもみなとみらい縁市(えにしいち)の楽しみのひとつです。みなとみらいの広い空の下で
開かれる手作りマルシェ・みなとみらい縁市(えにしいち)にぜひお越しください。
●開催日：12/1(土)～12/2(日)
●時

間：11:00～16:00

●会

場：グランモール公園・美術の広場

●料

金：入場無料

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719881&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：みなとみらい縁市

運営事務局

TEL：045-682-4403(平日 9:00～17:00)
横浜ベイクォーター

クリスマスマジック

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」は、2018 年 12 月にクリスマスプロモー
ション「クリスマスマジック」を開催します。あらゆるものが魔法にかかったようにきらめいて見え

る、心躍るホリデーシーズンにぴったりなイベントを多数開催します。人工雪が舞う 12 月 1 日(土)
と 12 月 22 日(土)の「ウィンターパーティー」は必見です！
●開催日：12/1(土)～12/25(火)
※プログラムにより実施日時が異なります。
●会

場：横浜ベイクォーター

●料

金：入場無料

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719882&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：横浜ベイクォーター代表

TEL：045-577-8123

世界のクリスマス 2018
「山手の丘で巡る 8 つの国の物語」（横浜山手西洋館）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
外国人居留地の面影がのこる横浜山手地区の山手西洋館８館では、８か国のクリスマス文化を紹介し
ます。各館では、館内装飾やリース作り、コンサートなどで各国の文化を体験できるほか、夜は各館
を彩る「イルミネーション」や山手イタリア山庭園を幻想的な光で包む「キャンドルガーデン」で
クリスマス気分を満喫できます。
●開催日：12/1(土)～12/25(火)
●時

間：9:30～17:00（土曜日と祝日は 9:30～18:00）

●場

所：山手 111 番館、横浜市イギリス館、山手 234 番館、
エリスマン邸、ベーリック・ホール、外交官の家、
ブラフ 18 番館、旧山手 68 番館

●料

金：入館無料

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719883&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：ベーリック・ホール

TEL：045-663-5685

2018 シーズン リーグ最終節
「FINAL」横浜 F・マリノス VS セレッソ大阪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
シーズン最多得点記録、そして 2019 シーズンの飛躍に向けた足がかりとすることを通じ、シーズ
ンを支えてくれた多くのファン、サポーターに感謝を伝える１日にします。「日本の中で一番おもし
ろいサッカーをしている。」（天野純選手）と選手も自負する、最後まで攻め倒すサッカーが見られ
るのも、今年はこれがラスト！ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。
●開催日：12/1(土)
●時

間：14:00 キックオフ

●会

場：日産スタジアム

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719884&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：トリコロールメンバーズ事務局
TEL：045-285-0677（10:00～17:00/不定休）

三菱みなとみらい技術館

企画展

「ロケット×人工衛星

ー最新宇宙ミッションを追え！ー」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
宇宙から人々の暮らしに欠かせない情報を送っている「人工衛星」と、人工衛星を決められた軌道
まで安全・正確に運ぶ「ロケット」。遠い存在のようで、実は身近な生活に密接に関わっている
人工衛星やロケットについて、その成り立ちから最新ミッションまでを紹介します。
●開催日：12/1(土)～2019/1/14(月・祝)
●休館日：毎週火曜日、特定日：12 月 29 日(土)～1 月 4 日(金)
●時

間：平日 10:00～16:30、土日祝 10:00～17:00

●会

場：三菱みなとみらい技術館

●料

金：入館料大人 500 円、中高生 300 円、小学生 200 円

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719885&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：三菱みなとみらい技術館

TEL：045-200-7351

岩崎ミュージアム第 424 回企画展「スージ・アンティック＆ギャラリー」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
クリスマス、新年、初春をアンティークの品々で迎える。一年の時で過ぎる早さに驚くこの季節は、
クリスマスや年末年始と目まぐるしく変化します。そんな時こそひと息ついて大切な人や時間をアン
ティークのお気に入りで過ごしてみては如何でしょうか？世界で一つだけの品々を探しに、是非お出
かけ下さいませ。
●開催日：11/21(水)～2019/3/3(日)
●休館日：毎週月曜日
●時

間：9:40～18:00

●会

場：岩崎博物館

●料

金：入館料大人 (高校生以上）300 円

小人 (小/中学生）100 円

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719886&c=14569&d=c7d4
●お問合せ：岩崎博物館

TEL：045-623-2111

クリスマス特別展示『海の中のクリスマス水槽』（ヨコハマおもしろ水族館）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年からは新しく、クリスマスにちなんだ生物を集めた「海の中のクリスマス水槽」の特別展示と、
巨大プランクトンゾーンをライトアップした『クラゲのキラキラ通り』を開催します。
魚たちと一緒にとっておきのクリスマスをお楽しみください。
●開催日：開催中 ～

12/25(火)

●会

場：ヨコハマおもしろ水族館

おもしろ水槽ゾーン

●料

金：入場料大人（中学生以上）1,400 円

小人（４才以上）700 円

●URL：http://a08.hm-f.jp/cc.php?t=M719887&c=14569&d=c7d4

●お問合せ：ヨコハマおもしろ水族館

TEL：045-222-3211
＜(公財)横浜観光コンベンション・ビューローより抜粋＞

平成最後の「初日の出」と「紅富士」の競演 (箱根町)

イベント内容：平成最後の「初日の出」と「紅富士」の競演
100 枚限定 プレミアム入場パスを 11 月 23 日から販売開始
首都圏と伊豆・箱根を結ぶ快適ドライブウェイ、アネスト岩田ターン
パイク箱根を管理、運営する箱根ターンパイク株式会社は、2019 年
１月１日、箱根小田原本線終点の大観山（標高 1,011m）に位置する
「アネスト岩田スカイラウンジ」にて、第 12 回目となる
『初日の出＆紅富士・・・日本景勝百選地でご来光のパワーを浴びよう！』
と題したイベントを開催します。
アネスト岩田スカイラウンジは、相模湾から悠然と昇る「初日の出」と、陽の光に照らされた
富士山が赤く染まる「紅富士」が同時に望める絶景ビュースポットです。ご来光のパワーを浴びるべく、
毎年多くのお客様が早朝からお越しになり、溢れんばかりの人とクルマで大変な賑わいとなります。
この初日の出と紅富士をゆっくりくつろぎながらご覧になりたい方のために、2 階ティーラウンジの入場
を 100 名様限定にさせていただき、「プレミアム入場パス」をティーラウンジにて、11 月 23 日(金・
祝)から販売を開始します。また、『元旦は予定があるので参加できないけれど、オリジナル干支マグ
カップは欲しい...』というお客様の声にお応えして、昨年も好評いただいた「ターンパイクオリジナル
干支マグカップ 2019 年版」の単品引換券を数量限定でティーラウンジにて、12 月 1 日(土)から販売
します。

開催日：2019 年元旦のイベントスケジュール
4 時 30 分…アネスト岩田スカイラウンジ 1 階オープン
5 時 00 分…2 階ティーラウンジ オープン
6 時 45 分頃…ご来光
7 時 00 分頃~8 時 00 分頃…お楽しみ抽選会

場 所：「アネスト岩田スカイラウンジ」
お問合せ：箱根ターンパイク株式会社 企画・営業部 0465-23-0381
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16483
津久井湖城山イルミネーション (相模原市)

イベント内容：津久井湖の冬を彩る津久井湖城山イルミネーション。
花の苑地のシンボルであるメタセコイアやトンネルイルミネーション
に灯されたＬＥＤ電球約 4 万個が、湖面や周囲を幻想的な世界にいざ
ないます。津久井観光協会が主催する催しで、「津久井百景フォト
コンテスト」の表彰式やステージイベントなどが行われます。
湖畔に映る美しい紅葉と、夜空に輝くイルミネーションを
お楽しみいただけます。

開催日：開催中～12 月 25（火）まで
12 月 31 日（月）～平成 31 年 1 月 3 日（木）まで
日没～午後 9 時まで点灯

場

所：津久井湖城山公園 花の苑地

（観光センター裏 メタセコイア樹木周辺及び第一駐車場周辺）

お問合せ：津久井イルミネーション湖城山実行委員会（津久井観光協会内）
電話番号：042-784-6473
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16355
さがみ湖やまなみイルミネーション (相模原市)

イベント内容：相模湖の冬の風物詩となった「イルミネー
ション」。相模湖公園内の噴水の広場、水辺の広場を中心に
輝きます。陸地に、そして湖面に反射し輝く世界はとても
幻想的で、訪れる人々に深い感動を与えています。
12 月 23 日（日・祝）には、相模湖駅周辺と相模湖湖畔にて
クリスマスイベントも開催され、湖畔から渡し船の夜間運行も
行われます。

開催日：【相模湖駅周辺】
12 月 1 日（土）～平成 31 年 1 月 5 日（土）
午後 5 時～午後 10 時
※雨天の場合は、中止となりますのでご了承ください。
【県立相模湖公園】
12 月 1 日（土）～平成 30 年 12 月 30 日（日）
午後 5 時～午後 8 時
※雨天の場合は、中止となりますのでご了承ください。

場 所：県立相模湖公園 、相模湖駅周辺
お問合せ：さがみ湖やまなみイルミネーション実行委員会
電話番号：042-684-2633
https://www.sagamiko.info/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16406
平成３１年茅ヶ崎市消防出初式 (茅ヶ崎市)

イベント内容：茅ヶ崎市消防本部では、消防への理解と防火意識の向上を
目的に、消防出初式を中央公園で開催いたします。
【イベント内容】式典、古式消防保存会はしご乗り演技、はしご車搭乗体験など

開催日：1 月 6 日(日) ９：３０～１２：００
場 所：中央公園 （茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目３番１号）
※会場内に駐車場はありませんので、
自転車や公共交通機関を
ご利用ください。

お問合せ：茅ヶ崎市消防本部
消防総務課総務担当

電話番号：０４６７-８２-１１１１
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16449
城山学習講座 ～第２回

バラの剪定・その理論と実際より

(大磯町)

イベント内容：今年度 2 回目となる城山学習講座「バラの剪定・その理論と実際」を開催します。
故吉田茂氏が愛された旧吉田茂邸園内のバラ園監理に携わる専門家林勇氏を迎え、つる

バラの剪定や誘引・株バラ剪定の理論と実際について旧吉田邸バラ園において、実技を
交えて行う勉強会です。
講

義：約１時間

定

員：30 名

実技講習

申込み方法：電話申込み

約１時間

ＴＥＬ

0463-61-0355

申込受付期間：12/2（日）～（9：00～16：00）

※受講者は先着順にて決定。

講

師：農学博士 林 勇 氏

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：1 月 13 日(日) 13：00～15：00 ※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：0463-61-0355
SunSun マルシェ (平塚市)

イベント内容：出来立てグルメのキッチンカー、手作り作家さんの 1 点物の雑貨やアクセサリーなど
地元平塚の商店を中心に集まる、おいしい！たのしい！うれしい！がつまった青空マー
ケットです。そのほか、青空ライブやヨガ、ビーチバレー、サーフィンの体験教室など
毎回多彩なイベントを開催しています。おむつ替え、授乳スペースもありますので、
ぜひご家族でお越しください。毎月第 2 日曜日は湘南海岸公園に集合！
出店者・運営ボランティアも大募集中です！

開催日：1 月 13 日(日) ※原則第 2 日曜日の 10:00～14:00
場 所：湘南海岸公園 平塚市高浜台 34-1
お問合せ：SunSun マルシェ実行委員会（インテリアショップアルベリ内）
電話番号：0463-31-7211
http://www.sunsun-marche.com/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16373
藤野芸術の家

冬限定体験工房メニュー (相模原市)

イベント内容：ガラスフュージングで作ろう !
おうち時計/カラフルアクセサリー
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。
「アクセサリー」は、2cm×4cm のガラスの上に
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。
時間ほど冷まし、ストラップ、キーホルダー、ヘアゴム、ネックレス等のパーツを貼り付けて完成です。
「おうち時計」は 2cm×2cm のフュージング作品を 4 個作成し、家の形をしたアクリル板にナゲット
やビーズ等と組み合わせて貼り付け、木製の屋根とムーブメントを組み立てて完成です。スタンド付き
なので、置き時計としても使用できます。中央に色鉛筆で絵を描くこともできます。30 個限定です。
（完成サイズ

おうち時計 約 17cm×15cm×奥行 3cm）

※デザインに約 1 時間、焼成と冷却に約 1 時間、合わせて体験時間は約 2 時間です。
・参加費：ストラップ・キーホルダー・ヘアゴム・ネックレス 各 1,000 円
おうち時計 2,500 円
冬のサンドブラスト

耐熱ポット/カップ＆ソーサー

ハーブティーや紅茶などの茶葉の色も楽しめるガラスの「耐熱ポット」か、「カップ＆ソーサー」に
サンドブラストして模様を刻みます。
・参加費：耐熱ポット 2,500 円
カップ＆ソーサー 1,200 円
陶芸・灯りのぬくもり

陶器のおうち

陶器のおうち型のランプベースに工作粘土で作ったパーツを貼り付けて、色を塗ったりデコレーション
して、かわいいおうち型のランプを作ります。その後焼成をしないので当日お持ち帰りできます。
・参加費:2,000 円（ランプキット込み）
木工クラフト・お菓子のおうち箱/クラフトドラゴン/木の壁飾りづくり
絵の具やクレヨンなどによる着彩とニス塗装、ラインストーンやスパンコールを使ったデコレーションを
して仕上げる 3 つのメニューです。
「お菓子のおうち箱」は、カットされた木の板をボンドでお家の形の木の箱に組み立てます。
「クラフトドラゴン」は、約 2cm 角の木のキューブを針金でつないで作ったドラゴンのベースに、
ボンドを使って木片を追加し好きな形のドラゴンにアレンジします。
「木の壁飾り」は、六角形を基本とした木の板と樹脂クリスタル、さらにビーズを使って組み立てます。
（完成サイズ）

お菓子のおうち箱 約 12cm×9cm×8cm
クラフトドラゴン 約 30cm×10cm×8cm
木の壁飾り 約 25cm×15cm×2cm

・参加費：お菓子のおうち箱

1,000 円

クラフトドラゴン 1,500 円
木の壁飾り 1,500 円

開催日：11 月 3 日(土)～2019 年 1 月 14 日(月)
冬限定は 11/3 から 1/14 まで（火曜を除く毎日開催）
申込み：9 時～15 時に随時受付け

（予約不要）

場 所：藤野芸術の家
お問合せ：藤野芸術の家
電話番号：042-689-3030
藤子・F・不二雄ミュージアム年間催事スケジュール (川崎市)

イベント内容：2018 年は、F キャラクターたちのお誕生月をフィーチャーした楽しいイベントを開催
します。お楽しみに！（※イベント内容やスケジュールは変更される場合があります。ご了承ください。）
◆F キャラクターみ～んなで過ごすクリスマス！
「F 組クリスマス」（ドラミ 12 月 2 日誕生日） 11 月 7 日（水）～12 月 25 日（火）
◆お正月

12 月 26 日（水）～1 月 15 日（火）※日時指定の完全予約制

入館時間は 10 時、12 時、14 時、16 時の 1 日 4 回。各回とも入れ替え制ではありませんので、
ゆっくりとご鑑賞ください。

【料金】入館チケットは、ローソンだけでお求めになれます。
※ミュージアムでは、入館チケットは販売しておりません。ご注意ください。
料金：大人・大学生 1,000 円、高校・中学生 700 円、
子ども（4 歳以上）500 円、3 歳以下無料
【開催場所】川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

2 階 展示室?（川崎市多摩区長尾 2-8-1）

【開催時間】10：00～18：00
【休館日】火曜日、年末年始
【お問合せ】川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム
【電

話】0570-055-245（9：30～18：00）

開催日：開催中～2019 年 1 月 15 日(火)
http://fujiko-museum.com/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15042
「キテレツ大百科」×「ドラえもん」～江戸時代の発明と未来のひみつ道具～ (川崎市)

イベント内容：ミュージアム初・『キテレツ大百科』中心の原画展！！
約 120 点の原画を展示・公開。藤子・F・不二雄のまんが作品の中
には、バラエティ豊かな道具たちが登場します。代表的なものが
『ドラえもん』の“ひみつ道具”。22 世紀の未来の道具です。
そしてもう一つが、『キテレツ大百科』に登場する手作りの“発明品”
たち。江戸時代の天才キテレツ斎が「奇天烈大百科」に書き残した
過去の道具です。今回の原画展では、『キテレツ大百科』の発明品を
中心に、それぞれ類似する『ドラえもん』のひみつ道具を並べて
ご紹介します。他にも、『てぶくろてっちゃん』や『ポコニャン』
など、ふしぎな道具が登場する原画も。江戸時代の発明と未来
のひみつ道具。原画を見比べながら、お楽しみください。
※日時指定の完全予約制
入館時間は 10 時、12 時、14 時、16 時の 1 日 4 回。
各回とも入れ替え制ではありませんので、ゆっくりとご鑑賞ください。
【料金】入館チケットは、ローソンだけでお求めになれます。
※ミュージアムでは、入館チケットは販売しておりません。ご注意ください。
料

金：大人・大学生 1,000 円、高校・中学生 700 円、
子ども（4 歳以上） 500 円、3 歳以下無料

【開催場所】川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

2 階 展示室（川崎市多摩区長尾 2-8-1）

【開催時間】10：00～18：00
【休館日】火曜日、年末年始
【お問合せ】川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム

電話：0570-055-245（9：30～18：00）

開催日：開催中～1 月 15 日(火)
http://fujiko-museum.com/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek15041
ミニ展示「干支 2019-亥・いのしし-」

干支の型染め講習会作品展 (川崎市)

イベント内容：干支の型染め講習会中級受講者による 2019 年の
干支「亥」にちなんだ作品を展示します。※写真は 2017 年度「戌」

開催日：11 月 11 日(日)～2019 年 1 月 20 日(日)
月曜日（祝日の場合は開館）・祝日の翌日（土日の場合は開館）

場 所：川崎市伝統工芸館 （多摩区枡形 7-1-3 日本民家園西門）
電話番号：044‐900‐1101
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16425
よみうりランド

ジュエルミネーション (川崎市)

イベント内容：石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の
宝石色をイメージした LED を使ったイルミネーション。
６００万球の宝石色の輝きに包まれます。今年は光の理想郷
「ライトピア（R）」をテーマに、ジュエルミネーション初の
全エリアリニューアルをいたします。生まれ変わった８つの
エリアで、幻想的な体験を。
【入園料】
・ナイト入園料

18 歳以上：1,400 円/中高生・シルバー（65 歳以上）：600 円/小学生：300 円

・ナイトパス（夜の乗り放題チケット）18 歳以上：2,400 円/3 歳～高校生・シルバー：1,600 円。
※一部対象外機種あり
【休園日（予定）】平成 3１年 1 月 15 日（火）～17 日（木）、21 日（月）～24 日（木）

開催日：開催中 ～ 2019 年 2 月 17 日(日) 16：00～20：30
※12 月 15 日（土）～12 月 25 日（火）は 21：00 まで。
※16：00 以降は日中と営業アトラクションが異なります。
※日中の遊園地は通常どおり営業いたします。
※休園日を除く

場 所：よみうりランド遊園地 (多摩区菅仙谷 4-1-1)（東京都稲城市矢野口 4015-1）
電話番号：044-966-1111(代)
http://www.yomiuriland.com

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16361
湘南の宝石 2018~2019 ～江の島を彩る光と色の祭典～ (藤沢市)

イベント内容：2012 年に関東三大イルミネーション、
2013 年には日本夜景遺産に認定された「湘南の宝石」
が始まります。江の島シーキャンドルを中心に江の島
サムエル・コッキング苑内等、江の島頂上部一帯が
イルミネーションとクリスタルビーズのきらびやかな
光に包まれます。
【イベント内容】
★「光の大空間」「湘南シャンデリア」
「enoshima-光-michi」
開催中～2019 年 2 月 17 日(日)
★２万株のウィンターチューリップ開花＆ライトアップ
12 月中旬～2019 年 1 月下旬
★湘南の宝石フィナーレ

2019 年 2 月 9 日（土）～17 日（日）
★江の島岩屋イルミネーション
開催中～2019 年 1 月 14 日（月・祝）
★江の島ヨットハーバーイルミネーション
開催中～2019 年 1 月 14 日（月・祝）

開催日：開催中～2019 年 2 月 17 日(日)
（点灯時間）17：00～20：00
※江の島サムエル・コッキング苑入場は 19：30 まで

場

所：江の島シーキャンドル、 江の島サムエル・コッキング苑、 亀ヶ岡広場 、江の島岩屋、
中津宮広場 、お岩屋道通り、 龍恋の鐘、 江の島ヨットハーバー

お問合せ：江ノ島電鉄（株） 湘南の宝石実行委員会事務局
電話番号：0466-24-2715
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16402
富士屋ホテルの営繕さん -建築の守り人- 展覧会の開催 (箱根町)

イベント内容：LIXIL ギャラリーと富士屋ホテルとのコラボレーション企画
富士屋ホテルの営繕さん -建築の守り人- 展覧会の開催
宮ノ下富士屋ホテルは、耐震補強及び改修工事のため
2020 年夏のオープンまでの間、約 2 年間休館をしております。
休館中の現在、株式会社 LIXIL が運営する LIXIL ギャラリーとの
コラボレーション企画「富士屋ホテルの営繕さん-建築の守り人-」を
LIXIL ギャラリー(大阪会場と東京 会場を巡回)にて開催致します。
富士屋ホテルの舞台裏で活躍する営繕の仕事とその痕跡が垣間見られる
様々な場面を、写真や映像、ホテルの造形物の一部展示、実資料など
90 点で紹介し、歴史ある建築を守 り受け継ぐ富士屋ホテルの魅力を
浮き彫りにする展覧会です。
【会

場】LIXIL ギャラリー
(東京)中央区京橋 3-6-18 東京建物京橋ビル LIXIL:GINZA2F

【入場料】 無 料
【企

画】 LIXIL ギャラリー企画委員会

【制

作】 株式会社 LIXIL

【協

力】 富士屋ホテル・金子皓彦・嶋写真店・箱根町立郷土資料館

【企画担当者・お問合せ先】
LIXIL ギャラリー(東京) 筧（かけひ） 天留 TEL:03-5250-6530
「*営繕とは?」建築物の営造と修繕のことをいい、具体的には、建築物の新築、増築、修繕
及び、模様替えなどを指します。富士屋ホテルには施設管理課のセクションに「営繕」が属し、
木工事、左官、溶接、塗装など多岐にわたる業務を担当しています。

開催日：12 月 6 日(木)～2019 年 2 月 23 日(土)
＜東 京＞ 12 月 6 日(木)~2 月 23 日(土)10:00~18:00 休館日:水曜日/年末年始

場

所：LIXIL ギャラリー東京

まなべる くらべる 学習資料展 (相模原市)

イベント内容：～便利になった道具とふるさと
いろはかるたで見る移り変わり～小学校中学年の

社会科学習に役立てていただくため、博物館の収蔵品
を主体とした昔の道具を展示する「まなべる くらべる
学習資料展～便利になった道具とふるさといろは
かるたで見る移り変わり～」を開催します。
特に本年度は、博物館ボランティア「市民学芸員」
制作の「昭和 30 年代頃の電話ボックスジオラマ」の
展示や同じく市民学芸員制作の「さがみはら ふるさと
いろはかるた」を大きく紹介します。
また、家電製品、生活道具、教室道具などの移り
変わりも展示します。対象学年の児童だけでなく、
大人から子どもまでもが、懐かしみあるいは
楽しみながら学べる内容です。
１ 開催期間：開始中～平成 31 年 2 月 24 日（日）
※期間中の休館日：
月曜日（12/24、1/14、2/11 を除く）、
12/29(土）～1/3（木）、
1/15（火）～17(木)、2/12(火)
２ 開催時間：午前９時 30 分～午後 5 時 00 分
３ 観覧料：無 料
４ 関連事業：・チャレンジ体験コーナー（参加費無料・希望者は直接会場へ）
博物館ボランティア「市民学芸員」による、昔の遊び・道具体験を行います。内容は折り
紙、わりばし鉄砲、お手玉、ヨーヨー、けん玉、ブンブンゴマ、レコード鑑賞、石臼挽き、
薬研（やげん・薬などを細かくするための道具）などの体験です。また、黒電話やショルダ
ーフォン（複製）をさわって体感することができます。その他、昔ながらの紙芝居の実演や
市民学芸員作成の「さがみはら ふるさと いろはかるた」の体験もできます。
＊チャレンジ体験コーナー開催日時
日

程：12 月 2 日(日)，12 月 16 日(日)，
平成 31 年 1 月 6 日(日)，20 日(日)，2 月 3 日(日)，2 月 17 日(日)

時

間：10:00～16:00

会

場：相模原市立博物館特別展示室
※紙芝居の上演は、チャレンジ体験コーナー開催日に 12:30 から行います。
※上記日程中は、市民学芸員による展示解説も行いますので、お気軽にお声かけ下さい。

開催日：開催中 ～ 2019 年 2 月 24 日(日) 9:30 AM ～5:00 PM
場 所：相模原市立博物館特別展示室
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=ek16393

特別展示「雪囲い‐旧山田家‐」 (川崎市)

イベント内容：家を雪から守るために古くから雪国で
行われていた伝統的な雪囲いを、旧山田家で再現します。

※11 月 25 日は取り付け、3 月 10 日は撤去作業。
天候により変更あり。〈協力〉民具製作技術保存会

開催日：開催中 ～ 2019 年 3 月 10 日(日)
9：30～16：30 (3 月は 17：00 まで)
毎週月曜日（祝日の場合は開園）、
祝日の翌日（土日の場合は開園）、年末年始

場 所：日本民家園 旧山田家住宅
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=ek16424

箱根の自然の中で愉しむ、優雅な「アフタヌーンティー」セットが新登場 (箱根町)

イベント内容：箱根・仙石原に建つ“小田急 箱根ハイランドホテル”は、大人の高原リゾート。
開放感あふれるホテルのラウンジに、7 月 19 日(木)より、初めて「アフタヌーンティー」
セットが登場します。箱根の豊かな自然の中で味わうアフタヌーンティーは、ティース
タンドにも木のプレートが用いられ、リゾート感たっぷり。スイーツのほかに、塩味の
軽食“セイボリー”もバランスよく盛り込まれ、ボリュームも満点です。ティースタンド
の下の段に並ぶのは、サンドイッチやマフィン。マフィンはお好みでティーカレンズか
キャラメルバナナをチョイス。一口サイズのスコーンには、濃厚なクロテッドクリームや
ジャムをたっぷりつけて。中段には、焼き野菜のマリネや季節替わりの一口オードブル
など、ホテルらしいセイボリーが盛り付けられています。そして本日のマカロンやムース、
生チョコ、カクテルフルーツなど 4 種類のスイーツが盛られた上段が、ティータイムを
華やかに盛り上げます。ドリンクは数種類から選べますがホテルが着目したのが、静岡生
まれの貴重な紅茶「橘（たちばな）アールグレーティー」。アールグレーは通常、レモン
に似た柑橘系フルーツ・ベルガモットで香りをつけますが、この紅茶は日本固有の柑橘「た
ちばな」の陳皮を混ぜて仕上げたもの。フレッシュで豊かな「たちばな」の香りが特徴で
す。今回のスイーツやセイボリーとのマリアージュもぴったりで、一番のおすすめです。
英国貴婦人の間で広まったといわれるアフタヌーンティー。自然光が満ち溢れるホテルの
ラウンジで、広大な庭園の芝生を眺めながら、ゆったり優雅なひと時を愉しみませんか。
◆◆◆

アフタヌーンティー

◆◆◆

【販売開始】開催中 ～ 2019 年 3 月 31 日(日)
【提

供】ラウンジ

【時

間】12:00 ～ 17:00（L.O.）

【価

格】お一人様 3,326 円（ドリンク付き）＊2 名様よりオーダー

【メニュー】スコーン、ミックスサンドウィッチ、ミニマフィン、スモークサーモン、焼き野菜の
マリネ、本日の一口オードブル、生ハム、本日のマカロン、生チョコ、カクテルフルーツ、
本日のムース
【ドリンク】＊ドリンクは下記より 1 つお選びいただけます。
橘アールグレーティー、アッサム、ダージリン、
アイスティー、コーヒー、
アイスコーヒー
＊上記は、消費税・サービス料を含んだ金額です。

開催日：開催中 ～ 2019 年 3 月 31 日(日)
場 所：小田急 箱根ハイランドホテル・ラウンジ
お問合せ：小田急 箱根ハイランドホテル
電話番号：0460-84-8541
http://www.hakone-highlandhotel.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16056

さがみ湖イルミリオン 2018 (相模原市)

イベント内容：さがみ湖イルミリオンは遊園地をはじめ、
キャンプやバーベキュー場、日帰り温浴施設が揃う複合
アウトドアリゾート「さがみ湖リゾート」にて開催される、
関東最大 600 万球の光の祭典です。園内の起伏や斜面を
活かしたダイナミックかつテーマ性に富んだイルミネー
ションは、夜の森の中で圧倒的なスケール感で光輝き、
都心では味わえない幻想的な世界が広がります。
2018 年 10 月 5 日には、一般社団法人夜景観光コン
ベンション・ビューローにより、 「関東三大イルミネー
ション」に認定されました。
今年のイルミリオンはどんなものになるのか期待しましょう！！！
※イルミネーションの様子（※2017 年のものです）
【休業日】1 月：9/10/16/17/23/24/30/31 日
2 月：6/7/13/14/20/21/27/28 日
3 月：6/7/13/14 日
※イルミリオンは雨天でも開催いたします。暖かくしてお越しください。
【営業時間】11/5～12/21 の平日、1/7～4/7 の全日 16:00～21:00
11/3～1/14 の土日祝、12/22～1/6 の全日 16:00～21:30
※最終入場は営業終了の 30 分前
※点灯時間は季節により異なります
※日中の遊園地は、平日 10:00、土日祝 9:30 または 9:00 から営業します。
日中よりご入園の方は、追加料金無しでイルミリオンをそのままご観覧いただけます。
【点灯時間】1 月まで 17:00
2月

17:30

3月

18:00

4月

18:15

※日の入りに応じて臨機応変に変更いたします。

開催日：開催中 ～ 2019 年 4 月 7 日(日)
入園料につきましてはホームページでご確認ください。

場

所：さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
（緑区若柳 1634）

お問合せ：さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
電話番号：0570-037-353
http://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16349
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三浦市

スイセン

：

県立城ヶ島公園

三浦半島の最南端、城ヶ島の東端に位置する公園。
約１０万株の八重咲きのイセンが咲く。太平洋に面する
断崖には県指定天然記念物のウミウ・ヒメウ・
クロサギが生息している。

鎌倉市

スイセン

：

瑞泉寺（ずいせんじ）

鎌倉の花のお寺として親しまれ、四季折々の花が絶えない。とりわけ花の
少ない冬の間、境内を埋める日本ズイセンとウメは、名高く秋の紅葉も見事。

小田原市

ウメ

：

辻村植物公園

辻村植物公園は小田原市が辻村農園の梅林を整備し、平成２年に開園した
もので、約 560 本のウメの老樹がある。また、面積約 4.7ha の園内には
辻村氏がヨーロッパや北米などから取り寄せた珍しい植物など 585 種が
見られ、異国情緒を醸し出している。
〔問合せ〕小田原市みどり公園課

0465(33)1583

以上、ご案内申し上げます。ありがとうございます。

