平成 31 年 3 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。

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～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

首都圏から伊豆方面へお得な快適ドライブ
アネスト岩田ターンパイク箱根～伊豆スカイライン

最大 40%割引 (箱根町)

イベント内容：首都圏から伊豆方面へお得な快適ドライブ
ウェイ、アネスト岩田ターンパイク
箱根～伊豆スカイライン

最大 40%割引

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、静岡県道路公社と
合同で、2 月 9 日（土）～3 月 10 日（日）の間、
通行料金の割引キャンペーンを実施いたします。
【お得なドライブ】
本キャンペーンでは、首都圏と伊豆方面を結ぶアネスト
岩田ターンパイク箱根と伊豆スカイラインを連続で利用
すると通行料金が最大４０%の割引となる、割引通行券
を販売します。
今年は、よりお気軽にご利用いただけるよう、往復割引
に加えて片道割引通行券も販売します。
さらに、この割引通行券には、十国峠レストハウスや
小田原厚木道路、西湘バイパスの休憩施設で使える
クーポンが付いてきますので、よりお得な内容となっております。

【快適なドライブ】
アネスト岩田ターンパイク箱根と伊豆スカイラインをご利用いただくと、小田原から伊豆高原までの
約 70km を信号なしでアクセスできます。また、一般道と比べて通行量が比較的少なく、渋滞は
ほとんど発生しません。河津桜まつりをはじめ一足早い春を満喫できる伊豆へ、本キャンペーンを利用
してお得に、便利に、快適にお出かけください。
■キャンペーンの詳細
・割引期間：２月９日（土）～３月１０日（日）３０日間
・対象区間：下記の全区間が割引対象となります。
1.アネスト岩田ターンパイク箱根 箱根小田原本線（小田原料金所~大観山口）
2.アネスト岩田ターンパイク箱根 箱根伊豆連絡線（芦ノ湖口~湯河原峠料金所）
3.伊豆スカイライン（熱海峠ＩＣ~天城高原ＩＣ）
・料

金：対象区間の往復または片道料金が、最大 40%割引となります。

・車

種：

種別
普通車
二輪車

割引料金

割引率

通常料金

往復

2,200 円(1,500 円お得)

40.5%

3,700 円

片道

1,200 円( 650 円お得)

35.1%

1,850 円

往復

1,500 円( 900 円お得)

37.5%

2,400 円

片道

800 円( 400 円お得)

33.3%

1,200 円

（本件に関するお問合せ先）
＜伊豆スカイラインに関するお問合せ＞
静岡県道路公社 道路部企画業務課
電話 ０５４-２５４-３４２１
ＵＲＬ http://siz-road.or.jp/
＜アネスト岩田ターンパイク箱根に関するお問合せ＞
箱根ターンパイク株式会社 企画・営業部
電話 ０４６５-２３-０３８１
ＵＲＬ http://www.htpl.co.jp/
※１：往復とは、小田原料金所と天城高原ＩＣ間を往復利用した場合をいう。
※２：片道とは、小田原料金所と天城高原ＩＣ間を片道利用した場合をいう。（両方向可）
・対象車種：普通車（軽自動車含む）、二輪車（排気量 125cc 超）
・販売場所：アネスト岩田ターンパイク箱根 小田原料金所
伊豆スカイライン

天城高原料金所

・ご利用方法：上記の販売場所にて割引通行券をお買い求めいただき、各料金所にて
割引通行券をお渡しください。
・注意事項：○伊豆スカイラインでは、途中の出入り口で退出することは可能ですが、
退出した時点で前途無効となります。
○当日の天候により道路が「すべり止め必要」な路面状況となった場合、
夏用タイヤでは通行できません。事前に最新の天気予報や道路情報を
ご確認ください。スタッドレスタイヤの装着やタイヤチェーンの携行を
おすすめします。
○静岡県道路公社により、同期間に伊豆スカイラインのみご利用のお客様に
向けた料金割引も実施されます。（最大約 50%割引）
開催日：開催中 ～
場

3 月 10 日(日)

所：アネスト岩田ターンパイク箱根 ～ 伊豆スカイライン

CP+（シーピープラス）2019 (横浜市)
イベント内容：カメラと写真映像のワールドプレミアショー！
旅も、ファッションも。好きなものすべてがフォトジェニック。カジュアルな写真の楽しみかたや、
初歩の初歩からカメラの使い方も学べる。魅力的な展示やワークショップ、スペシャルなトーク
ショーなど、自分らしいフォトライフをはじめたい人のための 2 日間です。
・料

金：1500 円（税込）（ウェブ事前登録で無料）
障がいがある事を証明する手帳を持参の方、小学生以下の方は無料
※イベント内容・スケジュールは直前で変更される場合もあります。

開催日：2 月 28 日(木)～3 月 3 日(日) 10:00～18:00
（初日は展示ホールのみ 12:00～、最終日は 17:00 まで）
場

所：パシフィコ横浜

お問合せ：シーピープラス事務局
電話番号：03-6741-4015
http://www.cpplus.jp/

第6回

春色フェスタ (伊勢原市)

イベント内容
国登録有形文化財である山口家住宅（雨岳文庫）で開催される春の催し。満開に咲きほこる梅や菜の花畑を散
策しながら各種催しをお楽しみください。
開催日
2/23（土）~24 日（日）、3/2（土）~3 日（日）
場所
山口家住宅 雨岳文庫
交通アクセス
伊勢原駅北口 4 番のりば（大山ケーブル行）バス「〆引」下車すぐ
お問い合わせ
new 春色フェスタ実行委員会
電話番号
0463-71-5664

横浜ベイホテル東急 シェフ厳選！“こだわり食材”の集大成ディナーブッフェ
ナイト・キッチンスタジアム 「こだわり食材 シェフズセレクション」 (横浜市)

イベント内容：横浜ベイホテル東急では、１月１５日（火）～３月３日（日）の期間、２階「カフェ トスカ」
にて、ディナーブッフェ「ナイト･キッチンスタジアム こだわり食材シェフズセレクション」
を開催いたします。２０１９年最初にスタートするフェアは、地元・神奈川県をはじめ、
北海道、宮城県、島根県など、「カフェ トスカ」シェフ・小川がこれまでに出会った数々の
“こだわり食材”の中から、選りすぐりの特に美味しい食材を用いた集大成でお贈りする、
豪華スペシャルバージョンのディナーブッフェです。人気のアクションコーナーでは、島根県
フェアで大好評を博した、大人の手のひら程の大きさの唐辛子“おろちの爪”を使った「パル
ミジャーノ・レッジャーノで和える“おろちの爪”のペペロンチーノ風」が、再び登場！
旨味のある辛さとマイルドなチーズの香りがあとをひく美味しさです。ほかにも、宮城県
フェアで人気だった、ふわふわとろとろの食感とやさしい味わいの「宮城県産
チーズのオムレツ

蔵王クリーム

トリュフ風味ソース」や、柔らかでジューシーな「和歌山県産 紀州うめ

どりのマリネグリーンオリーブとアンチョビ風味」などをご用意いたします。豪華ライン
ナップで、“もう一度食べたい、あの味”をお楽しみいただける「ナイト・キッチンスタジ
アム こだわり食材 シェフズセレクション」。味はもちろん、香り、音、アクションが五感を
刺激するエンターテインメントディナーブッフェを、皆様で存分にご堪能ください。
・料 金 ： 月～金曜日

お 1 人様 ￥5,800

土･日曜日･祝日

お 1 人様 ￥6,800

小学生

全日 ￥2,950

4 歳以上の未就学児

全日 ￥1,200

※レストラン特定日など、料金が変わる場合がございます。お問い合わせください
・メニュー例：北海道

天然ホタテの鉄板焼きとキノコ・長ネギのミニッツソテー

宮城県

宮城県産 蔵王クリームチーズのオムレツ トリュフ風味ソース

島根県

パルミジャーノレッジャーノで和える“おろちの爪”のペペロンチーノ風

宮城県

松浦さんの荏胡麻豚メンチカツ

神奈川県

トスカ“ベジタブルマスター”小山さんおすすめ野菜

神奈川県

トスカ“おさかなマイスター”嘉山さんおすすめ 三浦半島水揚げ
お魚のカルパッチョ

三重県

三重なばなのマリネとポークの“しゃぶしゃぶ” 粒マスタードフレーバー

長崎県

長崎県産 クイーン卵のコールドポーチドエッグ 黒胡椒のアクセント

和歌山県

和歌山県産 紀州うめどりのマリネ グリーンオリーブとアンチョビ風味

石川県

石川県金沢市・五郎島金時のキャラメリゼ ホワイトセサミの香り

宮城県

宮城県産 鱈のフリット タルタルソース添え

宮城県

油麩のラグー デミグラスソース風味

千葉県

鯖のグリル 香草レモンフレーバー

青森県

青森県産 十和田おいらせの長芋のチーズグラタン ほか

※表示料金は、消費税およびサービス料(10%)が含まれております
※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます
※食物アレルギー等がございましたら、予めスタッフにお申し付けください
※7 名様以上の団体予約のキャンセルは、特別な理由のない限り 10 日前より
キャンセル料を申し受けます
開催日：期間：開催中～3 月 3 日（日）
時間：月～金曜日 17:30～22:00 (ラストオーダー21:30）
※混雑時は 2 部制 17:30～、20:00～ 土･日曜日･祝日 17:00～、19:30～(2 部制)

※2 時間までのご利用とさせていただきます
場

所：横浜ベイホテル東急 2F オールデイダイニング「カフェ トスカ」

お問合せ：横浜ベイホテル東急 レストラン予約（10:00～21:00）
電話番号：(０４５)６８２-２２５５
https://ybht.co.jp/restaurant/plan/restfair0037.php
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16644

伝統工芸館ミニ展示「ひな祭り」 (川崎市)
イベント内容：ひな祭りの時期に合わせて、ひな祭りに
まつわるの図柄の藍染め作品などを展示します。
開催日：開催中～3 月 3 日(日)
【休館日】月曜日（祝日の場合は開館）
・祝日の翌日（土日祝日の場合は開館）
場

所：川崎市伝統工芸館

お問合せ：川崎市伝統工芸館
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=ek16638
SWEET MEMORY in アメリカ山公園 (横浜市)
内

容：アメリカ山公園で、恒例のイルミネーション「SWEET MEMORY in アメリカ山公園」が
開催されます。元町・中華街駅直結の公園に広がる緑の芝生が一瞬にしてシャンパンゴールドの
光に包まれるロマンチックなイルミネーションと、ピンクに輝くクリスマスツリーやライトアッ
プされたマリンタワーを望む絶好のフォトスポットに変身します。

・開催日時：開催中～2019 年 3 月 3 日(日)
・点灯時間：16:30～23:00
・会

場：アメリカ山公園

・料

金：入園無料

屋外展望園地

開催日：開催中～3 月 3 日(日) 16:30～23:00
場

所：アメリカ山公園 屋外展望園地

お問合せ：アメリカ山公園運営管理事務所
電話番号：045-232-4661
http://www.seibu-la.co.jp/mt_america/
小田原梅まつり (小田原市)
内

容：曽我梅林は、別所、中河原の２の梅林からなり、
富士山と箱根の山々を背景に、約 3 万 5 千本の梅が
一面に咲き誇ります。梅まつり期間中は、流鏑馬
（やぶさめ）や郷土芸能の小田原ちょうちん踊り、
寿獅子舞や書の舞などのイベントが行われます。
また、小田原城址公園、小田原フラワーガーデンの
「渓流の梅林」、辻村植物公園でも梅の花が観賞
できます。また、昨年好評だった「レンタサイクル」

ぐるりん小田原の臨時貸出所を、今年も梅の里センターに設置します。
曽我梅林を快適に巡る移動手段として、ぜひご利用ください。
開催日：開催中 ～
場

3 月 3 日(日)

所：曽我梅林

お問合せ：（一社）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=ek16603

年中行事展示「ひな祭り」 (川崎市)

イベント内容：女の子の健やかな成長と幸せを祈り、旧北村家住宅と、旧原家住宅にひな人形を飾ります。
開催日：開催中～3 月 3 日(日) 毎週月曜日（祝日の場合は開園）、祝日の翌日（土日祝日の場合は開園）
場

所：川崎市立日本民家園

旧原家住宅・旧北村家住宅 (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=ek16727

第１６回飛騨高山まつり (平塚市)
イベント内容：飛騨高山の見どころをアピールするとともに、
「赤かぶら」などの漬物や、「朴葉みそ」など、
高山ならではの物産を販売します。
また、「みたらし団子」「飛騨牛串焼き」などの
実演販売を予定しています。

開催日：3 月 7 日(木)～3 月 11 日(月)
午前１０時～午後６時３０分（最終日は午後５時まで）
場

所：ひらつか市民プラザ（平塚市紅谷町 18-8）

お問合せ：一般社団法人 平塚市観光協会
平塚市産業振興部商業観光課

電話 0463-20-5110

電話 0463-35-8107

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/events/page-e_00114.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16707

<新横浜プリンスホテル>長崎県の三島を舞台にしたレストランフェア
「長崎三島物語～壱岐・対馬・五島列島～」を開催 (横浜市)

イベント内容：世界遺産登録で注目度が高まる長崎の食材・お酒が楽しめるレストランフェア長崎県の
三島を舞台にしたレストランフェア「長崎三島物語～壱岐・対馬・五島列島～」を開催
大切な 1 日にそっと寄り添う「新横浜プリンスホテル」では、長崎県の三島を舞台にした
レストランフェア「長崎三島物語～壱岐・対馬・五島列島～」を 2019 年 1 月 16 日（水)
から 3 月 15 日（金）まで開催します。2018 年 7 月「長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産」が世界遺産に登録され、長崎の注目度が高まっております。
長崎港は江戸時代に横浜港とともに開港し、現在も横浜市は長崎市と日本開港五都市観光
協議会を結成し相互交流による強い結びつきがあります。そのため、当ホテルは長崎県
東京事務所の協力のもと、横浜市を通じて「開港の街

長崎」をお楽しみいただきたいとの

思いから、長崎フェアを開催することにいたしました。
開催にあたり、調理担当者、仕入担当者が現地に赴き、長崎県の食材やお酒を吟味して
メニューを作成いたしました。3 回目となる今回は、自然と恵まれた漁場を有する「壱岐」・
「対馬」・「五島列島」をテーマにした郷土料理や旬の食材の数々をブッフェ、日本料理、
西洋料理のレストランのシェフがアレンジしたメニューを取り揃えました。
レストランフェア

長崎三島物語～壱岐・対馬・五島列島～

ブッフェダイニング ケッヘル（2F）
「味・香り・音」を楽しめるライブキッチンが充実したブッフェダイニング ケッヘルでは、
長崎県の郷土料理や食材を使用したメニューやシェフの一工夫を加えたブッフェメニューを
取り揃えました。
【期

間】開催中～3 月 15 日（金）

【時

間】5:00P.M. ～ 9:30P.M.

【料

（ラストオーダー

9:00P.M.）

金】平 日 おとな￥5,400 シニア￥5,100 小学生￥3,600 4 才～未就学児￥1,000

土休日 おとな￥5,800 シニア￥5,500 小学生￥3,600 4 才～未就学児￥1,000
※シニアは 65 才以上
【メニュー】
■プラスワンメニュー 料理長おすすめの追加メニュー
・長崎産カラスミと白身魚のカルパッチョ からすみのドレッシングで ￥900
・白身魚のオーブン焼き かっとっぽ風 ￥1,200
・対馬産 穴子の一本丸ごと天婦羅
■ブッフェメニュー

￥2,000

和洋中の約 40 種類のメニュー

・オードブル三種
長崎県産ところてん
からすみ風新丈とアイコのピンチョス
長崎沖で水揚げされた真サバの胡麻和え
・金の水餃子を柚子風味で
・長崎県産豚の角煮 パイとともに
・長崎県産真鯛のオーブン焼き かっとっぽ風
・長崎皿うどん
・長崎対馬の伝統料理 とんちゃん
・ケッヘル風トルコライス
■ドリンク
長崎美人

長崎県の地酒各種（グラス）
大吟醸 ￥2,000 五島ワイン（マスカット・ベリーA） ￥1,000

五島焼酎（芋・麦） ￥800 壱岐スーパーゴールド、美人梅酒 ￥800
日本料理

羽衣

「つばき会席」
彩りよく盛り付けられた長崎の素材をふんだんに詰め込んだ会席です。
【期 間】開催中～3 月 15 日（金）
【時 間】11:30A.M.～3:00P.M.(ラストオーダー2:30P.M.)
土・休日は 5：00 P.M.まで
5：00P.M.～9:30P.M.(ラストオーダー9:00P.M.)
【料 金】￥15,000
【メニュー】・前

菜

根三つ葉浸し・一口豚角煮・大村寿司・鶏胸肉スモーク・トマト・刻み葱
・からすみ

・お

碗

潮仕立 長崎産鯛の潮汁

・造

り

長崎産魚介を入れた五種盛り

・焼

物

かさご香味野菜セロハン包み

・温

物

あら鍋

・合

肴

長崎牛網焼き・焼ふぐ

・食

事

お好み寿司二貫と五島磯うどん あご出汁仕立

・水菓子
■ドリンク

菜花・天豆塩茹で・ハトシロール

かんころ餅のデザート 五島つばき茶

長崎県の地酒各種

日本酒・焼酎逸品祭～長崎編～ グラス 1 杯 ￥1,000 より
1. 五島麦

2.五島芋 3.長崎美人

4.よこやま

※長崎県産以外の食材も使用しております。

※特定原材料 7 品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、乳、卵、落花生)をお持ちの
お客さまは係にお申し出ください。
※仕入れの都合により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※料金には消費税が含まれております。別途サービス料 10％を加算させていただきます。
（ブッフェダイニング ケッヘルのディナーブッフェにはサービス料がかかりません）
場

所：新横浜プリンスホテル ブッフェダイニング

お問合せ：新横浜プリンスホテル レストラン予約係

ケッヘル ・ 日本料理 羽衣
10:00A.M.～7:00P.M.

電話番号：045-471-1115

地どれ魚直売会 (平塚市)
イベント内容：平塚港に水揚げされるウルトラ新鮮なお魚たちが大集合！魚種はその日次第、売切れ次第終了、
シケ・不良延期もしくは中止。一本釣りの活魚・鮮魚、定置網朝どれ鮮魚、地場産の干物・燻製、ＪＡ湘南
あさつゆ広場の地場産品、ゲストブースがあるかも。
開催日：3 月 22 日(金) 午後３時より（野菜の直売等一部は午後２時より）※延期時 3 月 29 日
場

所：新港荷さばき所

お問合せ：平塚市漁業協同組合
電話番号：0463-21-0146
http://www.jf-hiratsuka.org/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16710

「伝え続けたいもの~ふるさとからの贈り物~」 (川崎市)

イベント内容：古民家のふるさと、岩手県紫波町・神奈川県川崎市・山梨県甲州市の民俗芸能を２日に渡って
公演と物産販売を行います。山梨県甲州市によるワイン講座、蒔絵のブローチ作り体験、
伝統工芸館での特別藍染め体験（外国人対象）、も併せて開催します。
■伝統芸能公演 3 月 23 日（土）・3 月 24 日（日）〈時間〉開演 13：00、開場 11：30
〈観覧券〉一般 2,000 円、中学生以下 1,000 円、[2 日セット券一般 3,500 円、中学生以下 1,500 円]

※3 歳以下膝上の場合は無料
〈定員〉各日 280 名 ※英語ガイド付きシートあり（要事前申込）
〈会場〉旧船越の舞台
〈販売開始〉１月４日（金）から
■蒔絵ブローチ作り体験 3 月 23 日（土）・3 月 24 日（日）※各日 2 回
〈時間〉10：00～/13：30～
〈参加費〉小 3,500 円、大 4,000 円
〈定員〉各回 12 名
〈会場〉旧佐々木家
〈受付開始〉２月１日（金）から
■ワイン講座

3 月 23 日（土）

〈時間〉17：00～19：00
〈参加費〉4,000 円
〈定員〉20 歳以上 50 名
〈会場〉旧原家
〈受付開始〉２月１日（金）から
■特別藍染め体験

3 月 24 日（日）

＜時間＞10：00～11：30 /

14：15～15：45

＜参加費＞5,000 円
＜定員＞各回 20 名 （外国人対象）
〈会場〉伝統工芸館
〈受付開始〉２月１日（金）から
〈申込方法〉メールフォーム、電話、日本民家園本館券売所で受付。
※いずれも先着順。
※記載に不備があると受付できない場合があります。
■物産販売

3 月 23 日（土）・3 月 24 日（日）

紫波町、甲州市、川崎市の物産を販売します。
〈時間〉10：00～16：00 ※なくなり次第終了
〈会場〉本館券売所前、旧船越の舞台付近
開催日：3 月 23 日(土)～3 月 24 日(日)
場

所：川崎市立日本民家園

(多摩区枡形 7-1-1)

〈藍染め体験〉川崎市伝統工芸館 （多摩区枡形 7-1-3）
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16650

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：3 月 24 日(日) 第 4 日曜日
午前 6 時 45 分～午前 8 時（売切次第終了）
場

所：平果地方卸売市場（平塚市四之宮 1-7-1）

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=ek16711

<箱根仙石原プリンスホテル>
ホテルで迷い込む物語体験 ホテル体験型謎解き宿泊プランを販売 (箱根町)

イベント内容：箱根仙石原プリンスホテルでは、複雑で巧妙な謎に定評がある謎解きゲーム制作会社
「謎組」とタイアップし、オリジナルシナリオのホテル体験型謎解き宿泊プラン第 6 弾として
『本と歩く謎解きの夜 ～消えたエピローグの行方～ 』を販売いたします。
謎解き・宝探し・脱出ゲームコンテンツは遊園地・テーマパークでの開催はもとより、全国各地に常設の体験
施設もできるなど、近年大きな盛りあがりを見せております。参加者は、日常から離れた空間でヒントを頼り
に暗号や謎を解く達成感や、その過程で物語の世界に入り込み、登場人物になりきる非日常感を楽しめます。
日本有数のリゾート地である箱根の「非日常の空間」の中での謎解き体験をご提供いたします。
本と歩く謎解きの夜

～消えたエピローグの行方～

ホテルにやってきたあなたは、チェックインで奇妙な本を手渡される。結末が欠けているというその本。
読んでみれば本の中の主人公もまた、あなたと同じようにホテルを訪れ、奇妙な本を手にしていて・・・？
まるで物語に導かれるように、あなたはホテルを探索し、消えた本の結末を探し始める。待ち受ける不思議な
体験。そしてあなたが最後に得るものとは―。
宿泊プラン
【プラン名称】『本と歩く謎解きの夜 ～消えたエピローグの行方～』
【期

間】開催中～3 月 22 日（金）※除外日あり

【料

金】1 室 3 名利用時 1 名さま \12,000 より（朝食付き）
\17,800 より（夕朝食付き ブッフェディナー）
\21,000 より（夕朝食付き

コースディナー）

\20,200 より（夕朝食付き+彫刻の森謎解きセット）
【内

容】チェックイン 3:00P.M. ／ チェックアウト 11:00A.M.
（2:00P.M.～9:00P.M.がイベントの開催時間となります。）
※謎解きの所要時間は 2.5～5 時間の想定です。余裕を持ってお越しください。
※料金には 1 泊室料、夕食・朝食または朝食、謎解き体験、サービス料・消費税が含まれて

おります。（入湯税別）
※彫刻の森謎解きセットには彫刻の森美術館の入館と謎解きプログラム「彫刻の森と星の塔～
芸術家ステラ最後の鍵～」の体験が付きます。
※このイベントはお子さまも参加できますが、おとなも苦戦する内容となっております。
ホテルの敷地内を捜索する為、小学生以下のお子さまは保護者の方とご参加ください。
日帰りプラン
日帰りでのイベントの参加については、イープラスにて販売いたします。
・謎解き +

日帰り入浴

：

1 名さま ￥3,800

・謎解き +

日帰り入浴 + 夕食：

1 名さま ￥8,800

※料金には 1 名さまの謎解き体験、温泉入浴料または温泉入浴料および夕食、入湯税、消費税が
含まれております。
【イベント参加特典】1.正解者の中から 2 組 4 名さまに抽選でご宿泊招待券をプレゼント！！
2.謎解き後のバーでのオリジナルドリンク付き（宿泊プランのお客さまのみ）
開催日：開催中～2019 年 3 月 22 日(金)
チェックイン 3:00P.M. ／ チェックアウト 11:00A.M.
※2:00P.M.～9:00P.M.がイベントの開催時間となります
場

所：箱根仙石原プリンスホテル（神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1246）

お問合せ：箱根仙石原プリンスホテル
電話番号：0460-84-6111
https://www.princehotels.co.jp/hakone-sengokuhara/?s_ms=SW_YLA_AW_00105406

約 10 万本の菜の花と、菜の花を使用した体験やグルメが盛りだくさん！
ソレイユの丘の「菜の花まつり」 (横須賀市)

イベント内容：神奈川県横須賀市にある「長井海の手公園ソレイユの丘」では、1 月上旬~3 月下旬にかけて、
菜の花が見ごろを迎えます。菜の花の開花に合わせ、12 月 15 日(土)～3 月 31 日(日)までの期間
「菜の花まつり」が開催 されています。期間中は約 10 万本の菜の花が見ごろを迎えるほか、菜の花を使用
したグルメの販売や、菜の花を使用したもの作り体験など、お楽しみが盛りだくさんです。
開催日：開催中～年 3 月 31 日(日)
場

所：横須賀市長井海の手公園(ソレイユの丘)

お問合せ：長井海の手公園ソレイユの丘
電話番号：046-857-2500
https://www.seibu-la.co.jp/soleil/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16649

ひらつか花アグリいちごフェア２０１９ (平塚市)
イベント内容：ひらつか花アグリの３施設（花菜ガーデン、あさつゆ広場、湘南いちご狩りセンター）を
お得に巡れる各種割引や、３施設を巡るスタンプラリーを開催
開催日：開催中～3 月 31 日(日)
場

※施設により異なる

所：ひらつか花アグリ

お問合せ：平塚市産業振興部農水産課 農業政策担当
電話番号：０４６３-３５-８１０２
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kanko/page-c_00673.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16663
特別展示「船の模型展」 (横浜市)
内

容：氷川丸船内にて、商船模型同好会による「船の模型展」を開催します。作品は、縮尺・使用
材料・製作方法・船のタイプなどはさまざまですが、すべてプラモデルなどではなく完全手作り
模型です。ナビゲーションブリッジ改修工事のため、船長室と操舵室が観覧中止となり、ご迷惑
をおかけします間、素晴らしい模型をご覧いただき、氷川丸の見学をお楽しみください。
・開催期間：開催中 ～ 3 月 31 日(日)
・開館時間：10:00～17:00（最終入館は 16:30 まで）
・開催場所：氷川丸 旧三等食堂
・休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
・入館料：一般 300 円、シニア（65 歳以上）200 円、小中高生 100 円

開催日：1 月 26 日(土)～3 月 31 日(日)
10:00～17:00（最終入館は 16:30 まで）
お問合せ：日本郵船氷川丸
電話番号：045-641-4362
https://www.nyk.com/rekishi/
楽しく手作り！春はスイーツをテーマにした新メニューが登場！ (相模原市)
内

容：藤野芸術の家 体験工房

春限定季節メニュー

楽しく手作り！春はスイーツをテーマにした新メニューが登場！
・木工クラフト・・木のお菓子のおうち箱
おうち型の木の箱を組み立てて色を塗りフェイクスイーツやクリーム等で
デコレーション。小物をいれるのにぴったりな「お菓子のおうち箱」を作ります。
参加費 1,000 円
・陶

芸・・白磁のハートマグ or ハートプレートの絵付け
ハートの付いた白磁の「ハートマグ」と「ハートプレート」から選び、
限定スイーツ柄のシールと絵の具を組み合わせて絵付けの作品を作ります。
参加費 1,500 円

・サンドブラスト・・ガラスのハート or 星の小箱 or ハートのミニボウル
ケーキやキャンディなどにカットされたオリジナルシールを貼り、砂を削るだけで
可愛い作品が作れます。お菓子やスイーツを盛り付けるのにぴったりです。
参加費 1,500 円

・スペシャル・・ＵＶレジンのスイーツアクセサリー
大人も子供も楽しめる「スイーツアクセサリー」を作ります。
参加費 1,000 円
開催日：開催中 ～
◆受

3 月 31 日(日)

付：当日 9 時 ～

15 時に随時 事前予約不要

※材料が無くなり次第、終了です。
※火曜休館
場

所：藤野芸術の家（相模原市緑区牧野 4819）

お問合せ：藤野芸術の家
電話番号：042-689-3030
さがみ湖イルミリオン 2018 (相模原市)
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。
※イルミネーションの様子
（※2017 年のものです）
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。
【休業日】
2 月：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】
開催中 ～

4/7 の全日

16:00～21:00

※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】
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 ～
場

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。

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

【ロビー展】 土田泰子展

導~Where’ s a will,there’ s a way (平塚市)

イベント内容：気鋭の現代アーティスト、土田泰子のコンセプチュアル・アート作品を紹介します。
日用品を用いて、求道的ともいえる営みによって作り上げられた造形世界をご堪能ください。
観覧料：無料
開催日：開催中～4 月 7 日(日) 午前 9 時 30 分から午後 5 時まで（最終入場は午後 4 時 30 分まで）
場

所：平塚市美術館

お問合せ：平塚市美術館
電話番号：0463-35-2111
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/page14_00123.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16665

春期特別展「民具の物語」 (平塚市)
イベント内容：博物館に寄贈された民俗資料はいつどのように作られ、使われてきたのか、それぞれの
民具がたどったストーリーを紹介します。
開催日：3 月 21 日(木)～5 月 6 日(月) 午前 9 時～午後 5 時
場

所：平塚市博物館特別展示室

お問合せ：平塚市博物館
電話番号：0463-33-5111
http://www.hirahaku.jp:/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16709

常設展 2025 年大阪万博開催決定記念「ファンタジック TARO」 (川崎市)
イベント内容：岡本太郎は絵画や彫刻などを制作すると同時に、日常使用のインテリアのデザインも手がけて
おり、家具や食器、服飾、時計、こいのぼりまで、様々な“遊び”心にあふれた生活用品を
生み出しました。芸術はだれでも手に取れて親しめるべきであると考えていた岡本は、人々が
生きる生活の中にこそ芸術の必要性を見出します。また、人間と対決することで人間性を回復
させるという岡本の理念は、
「ファンタジック家具」と称される型破りなデザインに反映され、
≪坐ることを拒否する椅子≫や「岡本太郎インテリア」展

（1970 年）という形でも結実しています。
発表後、一般向けに販売されたことで、だれもが自宅で
岡本の作品を楽しめるようになりました。本展では岡本が
デザインした工業製品を作品・原画・資料を通して紹介します。
岡本が生活の中に取り入れた「創造的な笑い」を身近に感じて
いただける機会となれば幸いです。
【観覧料】
○開催中～2 月 14 日（木）、4 月 16 日（火）～4 月 26 日（金）
までは常設展のみ開催
一般 500（400）円、高・大学生・65 歳以上 300（240）円
○2 月 15 日（金）～4 月 14 日（日）までは
一般 700（560）円、高・大学生 ・65 歳以上 500（400）円
中学生以下は無料※（）内は 20 名以上の団体料金
※企画展開催中は、企画展とのセット料金に変わります。
開催日：開催中～4 月 26 日(金)
【開催時間】9：30～17：00（入館締切

16：30）

【休館日】月曜日・3 月 22 日(金)
場

所：川崎市岡本太郎美術館

(多摩区枡形７-１-５

生田緑地内)

お問合せ：川崎市岡本太郎美術館
電話番号：044-900-9898
http://www.taromuseum.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16687

<新横浜プリンスホテル>「赤ずきんちゃんのピクニック」をテーマにした
ＳＮＳ映えする「ストロベリースイーツブッフェ」を開催 (横浜市)

イベント内容：新横浜プリンスホテルでは、果物の中でも特に人気の高い、旬を迎える「いちご」のスイーツ
をお好きなだけ楽しめる、ＳＮＳ映えする「ストロベリースイーツブッフェ」を 2019 年 1 月 14（月･祝）
より 4 月 18 日（木）までの火~木曜日限定で開催いたします。今年は、女性ホテリエチーム「HAPPY RING
PROJECT」の考案で、童話「赤ずきんちゃんのピクニック～森のいちご摘み～」をテーマにいたしまし
た。赤ずきんちゃんと一緒に森にピクニックに来ていちごを摘むように、フレッシュいちごやタイムサービ
スメニューなど約 30 種類の甘酸っぱいいちごのスイーツをお楽しみいただけます。バーラウンジでの開催
のため、おとな向けに軽食やスパークリングワインなどもご用意いたしました。また、今年からは特別開催

日（1～3 月の祝日の 3 日間）を設け、ご家族連れにもお楽しみいただけます。地上約 150ｍ・42 階最上
階「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」からの眼下に広がる眺望とともに冬の味覚「いちご」をさまざ
まなスイーツでお楽しみいただけます。
【場

所】トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ （42 階）

【期

間】開催中～4 月 18 日(木)の火・水・木曜日限定 6:00P.M.～8:30P.M.（ラストオーダー8:00P.M.)
＜特別開催日＞3 月 21 日(木・祝) 2:00P.M.～4:30P.M. （ラストオーダー4:00P.M.)

【料

金】おとな￥4,300 13～19 才￥3,400 7～12 才￥2,000
＜特別開催＞おとな￥3,800 13～19 才￥2,800 7～12 才￥1,800

【内

容】フレッシュいちご、約 30 種類のいちごスイーツ、軽食
スパークリングワイン・ワイン（通常開催日のみ）、ソフトドリンク
タイムサービスメニューあり

【お問合】レストラン予約係

TEL：045-471-1115（10:00A.M.～7:00P.M.）

※料金には消費税が含まれております。
※未成年のお客さまは保護者同伴にてご利用いただけます。
※特定原材料 7 品目食物アレルギー(えび、かに、小麦、そば、乳、卵、落花生)をお持ちの
お客さまは係にお申し出ください。
※仕入れの都合により、食材メニューに変更がある場合がございます。
開催日：開催中～4 月 18 日(木)の火・水・木曜日限定

6:00P.M.～8:30P.M.（ラストオーダー8:00P.M.)

＜特別開催日＞3 月 21 日(木・祝) 2:00P.M.～4:30P.M. （ラストオーダー4:00P.M.)
場

所：新横浜プリンスホテル トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ （42 階）

お問合せ：新横浜プリンスホテル レストラン予約係（10:00A.M.～7:00P.M）
電話番号：045-471-1115

開館 30 周年記念「都市と人間」コレクション展

都市×モニュメント×カタストロフィ (川崎市)

イベント内容：都市とはそこに生きる人々の記憶が共有される場
です。その記憶は人災や自然災害などの大きな変化によって創り
出され、モニュメント化されて、その場に記録されていきます。
本展では、当館の設立コンセプトである「都市と人間」をテーマに、
《都市×モニュメント×カタストロフィ》をキーワードとして、
川崎・パリ・東京の都市像に焦点を当てます。
◆ アートギャラリー1：川崎×工場×開発
明治時代より工場用地として開発が進んだ川崎は、現在に至る
まで工業都市として発展を遂げてきました。しかし、その一方で
昭和 20 年代には工場排水による公害問題が発生しています。
◆ アートギャラリー2：パリ×建築×コミューン
フランスの首都・パリを形作るものとして、街中にたたずむ
建造物が挙げられます。それらは都市開発や 1871 年に発生
したパリ・コミューンによって破壊され、人々が抱く都市像も
また移り変わっていきました。
◆ アートギャラリー3：東京×娯楽×関東大震災
江戸の面影を残しつつ娯楽の場として発展していく明治の東京。さまざまな名所図や開化絵に描かれるその
景観は、大正 12（1923）年に発生した関東大震災によって一変します。

地層のように折り重なる記憶が綾なす三つの都市の姿を、市民ミュージアムの多様な収蔵品からご紹介
します。
【観覧料】無料
【開館時間】9：30～17：00（入場は閉館の 30 分前まで）
【休館日】毎週月曜日（ただし祝日の場合は開館し、翌火曜休）、3 月 22 日（金）
開催日：前期：開催中～3 月 3 日（日）

/ 後期：3 月 5 日（火）～4 月 14 日（日）

※会期中、一部作品の展示替えを行います。
場

所：川崎市市民ミュージアム 2Ｆアートギャラリー1・2・3 （中原区等々力１-２）

https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/14858/

企画展示「いただきます-食卓いまむかし-」 (川崎市)
イベント内容：暮らしの変化とともに、近年大きな変化があった食卓に焦点を
当て、暮らしの中の食卓の位置づけをひも解きます。
食材流通の拡大にともなう近年の食文化の変化もあわせて
ご紹介します。
開催日：開催中～5 月 26 日(日)
9：30～16：30（3 月から 17：00 まで）
場

所：川崎市立日本民家園

本館企画展示室

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=ek16629
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横浜市

ウ

メ

：

三溪園

実業家（生糸貿易）の原三渓（本名・富太郎）が造った広さ 17.5 万・の
日本式庭園に約 2,000 本が開花する。中でも中国の上海市から寄贈された
緑萼梅・臥竜梅は珍しい。重要文化財の古建築物等が巧みに配置された
園内では、ウメの他、サクラ・ツツジ・ハナショウブ・ハスなどの花も
見事。

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。

ウ

メ

：

横浜市大倉山記念館

東京急行電鉄が東横線開通直後の昭和 6 年にウメを植栽したのが始まり。
その後、横浜市が用地を買収し、四季を通じて楽しめる公園として整備
した。園内にはギリシャ神殿風の建物の「大倉山記念館」があり自然と
文化の香りを同時に満喫できる梅林となっている。

ソメイヨシノ ：

称名寺

平橋が水面に映えて美しい鎌倉時代随一の浄土式庭園の周辺や参道、
本堂裏の山裾など、境内いっぱいに約 1,000 本のソメイヨシノが咲き
誇る。また、２月には庭園の約 60 本の梅が見ごろとなる。

ソメイヨシノ

： 県立三ッ池公園

三つの池を取り囲む緑豊かな自然環境にあり、約 1,600 本を数える
サクラは壮観。ソメイヨシノの他、園芸種約７８品種ものサクラがあり、
比較的長い間、花絵巻が楽しめ、「日本桜名所 100 選」にも選ばれて
いる。県と韓国京畿道との友好提携を記念して作られた本格的な
「コリア庭園」がある。
ソメイヨシノ

： 三ツ沢公園

公園の北側のなだらかな丘に約 1,370 本のソメイヨシノが植えられて
おり、通称「桜山」と呼ばれている。スポーツ施設が中心の公園だが
周辺は樹林も濃く、花壇では四季折々の花が楽しめる。

川崎市
ソメイヨシノ

： 川崎市夢見ヶ崎動物公園

多摩丘陵の最先端部にあり、自然林の残る公園内に約 500 本のサクラが
咲く。レッサーパンダ等６２種４００点の動物が飼育されている。
また、古墳群の跡の貝塚からは貝殻や弥生式土器が出土し、古代の集落
があったことがうかがえる。
〔問合せ〕夢見ヶ崎動物公園

044(588)4030

横須賀市

ソメイヨシノ：県立塚山公園
「かながわの景勝 50 選」にも選ばれている県立塚山公園は、標高 133m
の小高い山の上に位置し、「見晴台」からは遠くは房総半島や横浜と眼下
には横須賀港などが見渡せます。塚山公園のシンボルといっていいのが

「按針塚」の碑。徳川家康の外交顧問として活躍していたイギリス人
ウィリアム・アダムス（三浦按針）とその妻の供養塔で、国の史跡に指定
されています。地元の人たちにとっては、日本に初めて西洋文明をもたら
し、この地に在住した三浦按針には格別の思いがあり、様々な働きかけや、
協力者の手助けにより塚山公園が造られ、そこに地元青年団が桜を千本、
ツツジ数百本、梅 200 本を植栽。戦争で荒れることはあってもなお、地元
の人たちの手により整備は進められ、現在に至っているそうです。四季折々
の自然が楽しめるとあって、多くの人々に親しまれている公園ですが、
特に春先は桜の名所として大勢の人でにぎわいます。毎年 3 月下旬から
4 月上旬に「塚山公園さくら祭」が開催されます。同じく毎年 4 月上旬に
は、三浦按針の功績をたたえ「按針祭」も行われています。公園内には、
田浦梅の里、鷹取山公園に至るハイキングルートも整備されているので、
散策をメインに準備をしてお出かけするのも楽しそうです。
ソメイヨシノ

： 衣笠山公園

明治 40 年頃、日露戦争の戦死者を慰霊するために有志が記念碑を立て、
サクラとツツジを植樹したのが始まりで、今では、約 2,000 本に増え、
「日本桜名所 100 選」にも選定される花見の名所となっている。
毎年４月上旬には「衣笠山公園さくら祭」が開催される。また、秋には
約 17,000 本のハギが見頃になる。
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
のスイセンが咲く。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。

平塚市

ソメイヨシノ

： 金目川桜並木

サクラは明治 39 年に南原から南金目にかけて苗木数百本が植樹され、
当時は花見客で大変な賑わいを見せた。その後、補植され、現在は南原
から下流の国道１号線の花水橋間に最も多く、川の両岸に桜並木が続く。
川沿いの道はサイクリング専用道路となっており高麗山や丹沢の山々の
眺めもよい。
鎌倉市
ソメイヨシノ

： 鎌倉山

鎌倉山から常磐口までの 2.5km に約 240 本の桜並木が続き、サクラの
花のトンネルとなる。

ソメイヨシノ ：

源氏山公園

源氏山は英勝寺と寿福寺の裏側に当たる山で山頂一帯が公園になっている。
春はソメイヨシノ、ヤマザクラ約 250 本が咲き乱れるサクラの名所で園内
には頼朝の銅像のある芝生広場などがある。公園へは大仏、佐助稲荷、
銭洗弁天や化粧坂、浄智寺裏手からの散策コースがある。

ヤマザクラ

： 散在ガ池森林公園

散在ガ池は灌漑用の人口湖で、池を囲むようにヤマザクラやソメイヨシノ
が咲く。また、池を中心に 12.9ha の森林公園として整備され、野鳥観察
に最適な散策路もある。新緑とともにサクラが水面に映え美しい。

藤沢市
ツバキ

：

江の島サムエル・コッキング苑

昭和 24 年に藤沢市営「江の島植物園」として運営してきたものを、新た
に整備した。施設の名称については、この地に煉瓦造りの温室を含む植物
園を造園したイギリスの貿易商「サムエル・コッキング氏」の名前から
命名したもので、苑内には、藤沢市と姉妹友好都市提携している、ウイン
ザー（カナダ広場）、マイアミビーチ（米国）、松本（長野県）広場、
昆明（中国）広場、保寧（韓国）広場がある。
寒川町

ソメイヨシノ

： 相模国一之宮

寒川神社

＜寒川神社参道＞
寒川神社の一ノ鳥居から三ノ鳥居までの約 600m の参道には約１４０本の
ソメイヨシノがあり、境内にはオオシマザクラ、ボタンザクラ、ヤマザク
ラも多い。ハナショウブ・サツキ（６月）、サルスベリ（８月）サザンカ
（１２月）も見られる。
大磯町
ソメイヨシノ

： 大磯駅及び坂田山斜面

大磯駅の線路沿いと坂田斜面の緑の中にサクラの花が咲く。高田保の墓碑
のある高田公園までは登り道で約 20 分、公園の周囲にもサクラの花が多く、
大磯の海が眺められる。また、6 月中旬～下旬はアジサイの花も見られる。

二宮町
ウ

メ

：

徳富蘇峰記念館

徳富蘇峰ゆかりの梅林。蘇峰堂を包むように約 130 本のウメがあり、老梅
樹が多く、見事な臥龍梅もある。記念館内には、蘇峰翁の揮亳、原稿、
著書、蔵書、書簡、遺品、美術品等が数多く展示されている。

小田原市
ウ

メ

：

曽我梅林

曽我梅林は下曽我駅を中心として散在する梅林の総称で、中河原、
原別所の３梅林からなり、約３万本の白梅が咲き競う。また、仇討ちで
有名な曽我兄弟の育った地でもあり、数多くの史跡も残されている。
富士山や箱根連山、丹沢山塊の眺めも素晴らしく、自然と史跡の調和
した素朴な里。

湯河原町
ツバキ

：

つばきライン

湯河原と箱根を結ぶ景観のよいドライブコース「つばきライン」の両側
6km にわたり、約 5,000 本のツバキが植栽されており、麓から山頂に
かけ徐々に見頃となる。3 月下旬~4 月上旬には沿道の約 4,000 本の
サクラも満開になり、「湯河原温泉春まつり」が開催される。

ウ

メ

：幕山公園

ロッククライマーの練習場として知られる大岸壁のある幕山の麓の斜面
に広がる梅林。約 4,000 本のハクバイ・コウバイが咲き、大岸壁を背景
にした他所では見られない、おおらかな感じの梅林である。

秦野市
ソメイヨシノ

： 弘法山公園

標高 237m の弘法山は昔、弘法大師が修行をしたといわれることから
名前が付けられた。また、約 2,000 本のソメイヨシノが満開になる 4 月
上旬にはイベント盛り沢山の桜まつりが開催される。
園内には、弘法大師をまつった大師堂や鐘つき堂、乳の井戸と呼ばれる
井戸がある。［問合せ］秦野市観光課

0463(82)5111

厚木市
ソメイヨシノ

： 飯山観音（長谷寺）

飯山観音の参道両側の桜並木と飯山白山森林公園の約 3,000 本のサクラ
が開花する。 桜まつりでは、飯山温泉の芸妓のおどりや民俗芸能などが
華やかに披露される。 園内には子供の森、小動物園、自然遊歩道も設け
られている。

松田町
ソメイヨシノ ：

最明寺史跡公園

松田山山腹の緑地公園。２つの池の回りにサクラが満開になり、野鳥の
さえずりを聞きながらの散策が楽しめる。また、秋には約 60 種 1,000
株のキクが見頃となる。建暦２年（1212 年）源延が建立した最明寺を
文元年（1469 年）金子の地に移した跡といわれる石碑をめぐらした
台地と五基の石碑がある。
相模原市
ソメイヨシノ

： 相模湖湖畔

相模湖の誕生により昭和 29 年に湖畔から嵐山にかけてソメイヨシノが
植栽された。湖畔の西にある与瀬神社の御神体といういわれがあり、
湖底に沈むため現在地に移された御供岩に最初のサクラが植樹されたと
言われており、約 2,000 本のサクラが咲く。
カタクリ

：

城山かたくりの里

昭和 50 年頃から、所有者の小林氏がカタクリの自生地保護を始め、増植
に努力を重ねたもので、今ではなだらかな山の斜面一帯に、薄紫色の
約 30 万株のカタクリの花が咲く名所となった。
季節開園（毎年開花時季）

ミツマタ

： 常泉寺

3 月下旬～4 月上旬に参道（約 70m）の両側に咲くミツマタ約 120 本
が有名。その他シダレウメ、サクラ、ハナショウブなど季節の花が楽し
めます。
綾瀬市

ソメイヨシノ

： 城山公園

鎌倉時代、渋谷一族の居城だった早川城跡。周囲を山林や畑に囲まれた
園内にソメイヨシノ約 200 本が植栽されており、４月上旬には桜まつ
りも開催される。

以上、ご案内申し上げます。ありがとうございます。

（公社）神奈川県観光協会

