平成 31 年 4 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。

小田原桜まつり (小田原市)

イベント内容：天守閣を背景にお堀などにソメイヨシノが美しく咲き競います。
開催日：3 月下旬～４月上旬
場所：小田原城址公園、長興山紹太寺ほか
お問合せ：（一社）小田原市観光協会
電話番号：0465-22-5002

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

約６００本の桜のトンネルをくぐりぬける 『大岡川桜クルーズ』 (横浜市)

イベント内容：約６００本の桜のトンネルをくぐりぬける 『大岡川桜クルーズ』
３月２０日から４月７日までの期間限定で運航～ ９日間限定で「夜桜クルーズ」も運航 ～
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルでは、桜を愛でながらクルーズが楽しめる
「大岡川桜クルーズ」を、3 月 20 日（水）から 4 月 7 日（日）までの期間限定で運航！
関東随一のお花見の名所として知られる大岡川。約 600 本にもおよぶ桜のトンネルをくぐりながら
船上でのお花見が楽しめる 50 分間の特別クルーズです。ホテル目の前の「ぷかりさん橋」から
大岡川までの往復には、春の潮風を感じながら、大観覧車や氷川丸など、みなとみらいの景色も
一望できます。さらに、9 日間限定で「夜桜クルーズ」も運航。桜並木とプロムナードに沿った
ぼんぼりの灯りが醸し出す、幻想的な風景を楽しむことができます。いつもと違った船上から見上げ
る桜並木と横浜港のパノラマが楽しめる、この時期だけの特別クルーズです。
「大岡川桜クルーズ」 概要
・運航期間：2019 年 3 月 20 日（水）~4 月 7 日（日）
・料

金： 4,000 円（税込み）
※お茶または缶ビール、お茶菓子つき
※3 歳以下は大人 1 名につき 1 名まで乗船可能。4 歳以上は一般料金。
※当ホテルの宿泊・レストランご利用の方は 1,000 円割引

・遊覧時間： 50 分
・乗船場所： 「ぷかりさん橋」 （ホテル海側）
・座 席 数： 31 席
・チケット販売場所： グルメ＆スーベニール「アイ マリーナ」（2 階）、
コンシェルジュデスク（2 階）各レストラン
・お客様からのご予約・お問い合わせ先：045-223-2267（レストラン予約／9:00~20:00）
「ル・グラン・ブルー」概要
・就航日： 2016 年 3 月（首都圏ホテル初）
・名

称： 「ル・グラン・ブルー」（Le Grand Bleu）
※「グラン・ブルー」は、フランス語で
「雄大な青」を意味する。

・全

長： 約 16.00m

・全

幅： 約 3.50m

・総トン数： 約 16 トン
・航海速力： 約 13.00 ノット
・旅客定員： 最大 50 名（座席数 31 席）

・設

備： トイレ、エアコン、ソファ、テーブル

開催日：3 月 20 日(水)～4 月 7 日(日)
場所：「ぷかりさん橋」~大岡川
お問合せ：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
電話番号：045-223-2267
２０１９年

みなとみらい・大岡川桜見物ご案内

屋形船で！こたつ船で！横浜桜見物

(横浜市)

イベント内容：桜の開花に合わせて 3 月 23 日（土）～4 月 7 日（日）頃まで運行予定
乗下船場所は桜木町弁天橋屋形船桟橋（ワシントンホテル裏）
◎屋形船ランチコース（75 分）
・お花見お弁当・みそ汁・お新香付き

ビール・焼酎・サワー・ソフトドリンクも飲み放題！

・出船時間：11：30（集合 11：15 迄に）11：15～下船 12：45 予定
・料

金：大人￥4,500（税込み）・中学生以下￥3,000（税込み）

◎屋形船夜桜コース（90 分）
・お花見お弁当・船揚げの天婦羅 5 品・みそ汁・お新香付き

ビール・焼酎・サワー

・ソフトドリンク飲み放題！
・出船時間：18：00（集合 17：45 迄に）～下船 19:30（90 分）
・料

金：大人￥6,500（税込み）・中学生以下￥4,000（税込み）

◎こたつ船大岡川両岸の桜見物コース定員 16 名（60 分）
・随時運行予定、8 名様以上なら貸し切り乗船も出来ます。
ご希望のお時間をお電話でお問い合わせ下さい。
・料

金：大人￥2,000（税込み）・中学生以下￥1,000（税込み）

※ペイペイでのお支払いが可能になりました！

開催日：3 月 23 日(土)～4 月 7 日(日)
場所：桜木町弁天橋屋形船桟橋（ワシントンホテル裏）

お問合せ：屋形船 正義丸
電話番号：045-441-4297
宇宙劇場（プラネタリウム）生解説「天の川のかなたへ」（小学校高学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容：横浜ではもう見ることができなくなってしまった天の川。でも、晩春の深夜、天の川は
空高く昇り、南の海へと流れ下ります。空を大きく流れる宇宙の大河はどこからはじまって、どこまで
続いていくのでしょう。南の海へ、地球の向こうへ、そしてはるか宇宙のかなたへ。天の川のはてをた
ずねて、はるかなる星たちの世界へと旅に出ましょう。45 分間、満天の星空をお楽しみいただけます。
対

象：どなたでも

定

員：270 名（車いすスペース 3 席分含む）

入場料：大人 600 円、4 才~中学生 300 円（別途入館料が必要）
※3 才以下のお子様でも座席を利用される場合は有料となります。
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 1 日（月）～7 日（日）毎日、27 日（土）～30 日（火・祝）毎日 13:45～
11 日（木）～26 日（金）平日 16:00～

土日祝 13:45～各回約 45 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館 1F 宇宙劇場（プラネタリウム）
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16878

宇宙劇場（プラネタリウム）｢かいけつゾロリ

うちゅうの勇者たち｣
（小学校低学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容：海底でお宝探索中のゾロリたち。しかし、タコの軍団に襲われてしまう。おならの爆発
によって脱出したものの飛ばされたのは、なんと宇宙。やってきたのは謎の星、ムムーン星。そこでは今、
巨大怪獣が暴れていた。ムムーン星人の美少女クララに一目ぼれしたゾロリは、彼女のハートをゲット
するために怪獣退治を引き受けてしまう。はたしてゾロリたちは巨大怪獣をやっつけて、無事に宇宙から
地球に帰ることはできるのか！？約 15 分間、スタッフによる星空の解説も行います。
対

象：どなたでも

定

員：270 名（車いすスペース 3 席分含む）

入場料：大人 600 円、4 才~中学生 300 円（別途入館料が必要）
※3 才以下のお子様でも座席を利用される場合は有料となります。
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円

※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 1 日（月）～7 日（日）、27 日（土）～30 日（火・祝）
毎日 11:15～、16:00～
11 日（木）～26 日（金）
平日 14:45～ 土日祝 11:15～、16:00～
各回約 45 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館 1F 宇宙劇場（プラネタリウム）
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16877

春の施設公開・吉屋信子記念館 (鎌倉市)

イベント内容：作家の吉屋信子が晩年を過ごした家です。生前のまま保存された書斎もご覧いただけ
ます。平成２９年６月２８日に文化財保護法第５７条第１項の規定により文化財登録
原簿に登録されました。登録されたのは、吉屋信子記念館の主屋と門及び塀です。
※5 月 1 日～6 日も公開あり

開催日：4 月 6 日、13 日、20 日、27～30 日 10 時～16 時
場所：吉屋信子記念館 鎌倉市長谷１-３-６
お問合せ：鎌倉生涯学習センター
電話番号：0467-25-2030
相模川芝ざくらまつり (相模原市)

イベント内容：相模川左岸の堤防にある通称「芝ざくらライン」は相模川の環境保護のために地元の
老人会や自治会、地元企業の資機材提供、そして市民の奉仕活動など多数の協力を得て植栽されたもので、
約 1,400 メートルと日本一の長さを誇ります。 芝ざくらがリニューアルされました。より一層きれいに
なった芝ざくらをお楽しみいただけます。
式

典：平成 31 年 4 月 13 日（土）午前 10 時から
※雨天時は 14 日（日）に延期となります。

開催日：4 月 1 日(月)～4 月 21 日(日)
お問合せ：南区地域振興課 電話：042-749-2135
※4 月 1 日（月）以降は相模原市コールセンターへ

電話

042-770-777

http://www.shibazakura.info/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16835

サイエンス・ショウ

「たまごでか・が・く」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容：「たまごでか・が・く」
卵を使って実験をしながら、卵にまつわるひみつも紹介します。
対

象：どなたでも

参加費：無料（別途入館料が必要、土曜日は高校生以下入館料無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 1 日（月）～7 日（日）毎日、
13 日（土）～21 日（日）土日 14:00～ 各日約 30 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館 5F キャプテンシアター
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16882

ミニ実験

「カラフル実験

光のはこ」、「ならしてみよう

音のひみつ」

（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容：「カラフル実験 光のはこ」
LED を使って光の三原色の実験をします。
「ならしてみよう 音のひみつ」
音は振動であることを、実験を通して確かめます。
対

象：どなたでも

参加費：無料（別途入館料が必要、土曜日は高校生以下入館料無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 1 日（月）～7 日（日）毎日
「カラフル実験 光のはこ」10:30～
「ならしてみよう 音のひみつ」15:15～
各回約 15 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館

2F スペースラボ

お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16869

夜桜ライトアップ (二宮町)

イベント内容：桜のライトアップ・模擬店など
開催日：4 月 5 日(金)～4 月 7 日(日) 18:00～21:00
※最終日は 20:30 まで

場所：一色・百合が丘葛川沿いの桜並木
お問合せ：二宮建設工業会(二宮町商工会内)
電話番号：0463-71-1082
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16805

春の施設公開・大佛（おさらぎ）次郎茶亭 (鎌倉市)

イベント内容：鎌倉風致保存会の設立にも貢献した作家・大佛次郎の茶亭です。かやぶき屋根の木造
平屋建てで、市の景観重要建築物に指定されています。愛用品なども展示。施設公開の際には、庭で抹茶
（300 円）も楽しめます。

開催日：4 月 6 日(土) 10 時～16 時
場所：大佛（おさらぎ）次郎茶亭 鎌倉市雪ノ下１-１１-２２
お問合せ：鎌倉風致保存会
電話番号：0467-23-6621
おおさわ桜まつり (相模原市)

イベント内容：キャンプエリアならではの、バーベキューを
楽しみながらお花見もできるお祭りです。
イベント中は、文化芸能の発表や展示、お囃子や太鼓の演奏、
地元鼓笛隊のパレードなども披露されるほか、スタンプラリー
や働く車の展示・試乗体験（７日のみ）など、親子で楽しめる
催しもありますよ。
坂の上から見下ろす、提灯のあかりと桜のライトアップが創り
出す幻想的な景色は、この時だけしか見ることのできない特別
な風景です。
※開催日当日は、上大島キャンプ場と相模川自然の村公園の

一部が使用できません。
何卒ご理解いただきますようよろしくお願い致します。

開催日：4 月 6 日（土） 正午から午後 4 時まで
4 月 7 日（日） 午前 10 時から午後 2 時まで

場所：上大島キャンプ場と相模川自然の村公園
お問合せ：おおさわ桜まつり実行委員会事務局
（大沢まちづくりセンター内）

電話番号：042-761-2610
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16830

春の施設公開・旧華頂宮邸 (鎌倉市)

イベント内容：華頂博信侯爵邸として建てられた、近代の貴重な洋風建築物です。市の景観重要建築物
に指定されています。施設公開時には普段は入れない、建物の中までご覧になれます。
（通常は庭園のみ公開）

開催日：4 月 6 日(土)～4 月 7 日(日) 10 時～16 時
場所：旧華頂宮邸 鎌倉市浄明寺２-６-３７
お問合せ：鎌倉市都市景観課
電話番号：0467-61-3477
春の施設公開・旧川喜多邸別邸（旧和辻邸

） (鎌倉市)

イベント内容：日本映画の発展に貢献した川喜多長政・かしこ夫妻の旧宅の別邸です。
哲学者の和辻哲郎が住んでいた建物を東京から移築したもので、旧和辻邸とも呼ばれ
ます。景観法に基づく景観重要建造物。

開催日：4 月 6 日(土)～4 月 7 日(日) 10 時～16 時
場所：旧川喜多邸別邸 鎌倉市雪ノ下２-２-１２
お問合せ：鎌倉市川喜多映画記念館
電話番号：0467-23-2500
小田原おでんサミット (小田原市)

イベント内容：小田原おでんをはじめ、全国各地のふるさとおでんが大集合。
食べて！遊んで！お花見しましょう。

開催日：4 月 6 日(土)～4 月 7 日(日)
場所：小田原城址公園二の丸広場
お問合せ：小田原おでんサミット実行委員会
電話番号：080-6500-1750

ウィークエンドレクチャー「地球の気象とひまわり」（小学校高学年~大人向け） (横浜市)

イベント内容：天気予報になくてはならない気象衛星ひまわり。その打ち上げから、最新の成果までを、
地球の気象、天気の変化と関連づけながら紹介します。
対

象：どなたでも

参加費：無料（別途入館料が必要、土曜日は高校生以下入館無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 6 日（土）～28 日（日）土日 13:00～ 各日約 30 分
場所：はまぎん こども宇宙科学館 5F キャプテンシアター
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16866

極楽寺特別拝観（極楽寺） (鎌倉市)

イベント内容：【釈迦如来特別御開扉】7 日～9 日
秘仏である本尊の釈迦如来立像（国重要文化財）を特別公開する。
7 日正午～16 時、8 日 10 時～16 時、9 日 10 時～13 時
【忍性菩薩御廟特別参拝】8 日

10 時～16 時

極楽寺開山、忍性の五輪塔（国重文）を拝観できます。
【灌仏会】8 日

10 時～16 時

釈尊の降誕のとき龍が天から降りてきて香湯を灌いだという説に依って
毎年 4 月 8 日に誕生仏に甘茶をそそぐ法会。

開催日：4 月 7 日(日)～4 月 9 日(火)
場所：極楽寺（極楽寺 3 丁目）
お問合せ：極楽寺
電話番号：0467-22-3402
わくわくワークショップ「卓上電子顕微鏡を体験しよう！」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容：15 倍～60,000 倍まで拡大が可能な「卓上電子顕微鏡 Miniscope® TM3030」を
操作して、肉眼では見えない世界を見てみます。持参したサンプルや科学館で用意した
ものを実際にパソコンを操作して、拡大画像で観察できます。
※水分を含むものなど、サンプルとしてご覧いただけない場合もあります。
また、観察したサンプルは返却できません。

対

象：どなたでも
※未就学児は保護者が同伴。

定

員：各回 12 名程度

参加費：無料（入館料別途）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 12 日（金）～26 日（金）毎週金曜
10:30～、14:00～ 各回約 45 分
※1 人あたりの操作時間は 1～2 分程度

場所：はまぎん こども宇宙科学館 2F 宇宙発見室 電子顕微鏡前
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16873

【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

本の読み聞かせ-えほんでかがく-「かぜのひのおはなし」（幼児~小学校低学年） (横浜市)

イベント内容：はまぎん こども宇宙科学館ボランティアによる、絵本「かぜのひのおはなし」の読み
聞かせと、絵本にちなんでいろがみを使った「かざぐるま」を作ります。
※ご参加には整理券が必要です。整理券は 14:15 より 2F 図書室内で配付します。
定

員：12 名

対

象：幼児～小学校低学年

参加費：無料（土曜日は高校生以下入館も無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 13 日(土) 14:20～14:50 約 30 分
場所：はまぎん こども宇宙科学館 2F 図書室
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16874

津久井湖さくらまつり（水の苑地・花の苑地） (相模原市)

イベント内容：【写真】上段：水の苑池 下段：花の苑池
桜の名所、県立津久井湖城山公園を会場に、
2 週にわたって行われるイベントです。
津久井湖を囲うように咲く「桜」をテーマに、
ステージイベントや地域特産品・軽食
の販売などが行われます。
【花の苑地】
・ステージイベント
・特産品、やまなみグッズ、軽食等の販売
・子ども向け体験イベント他
【水の苑池】
・ステージイベント
・フリーマーケット、特産品・軽食の販売他

開催日：平成 31 年 4 月 13 日（土）

午前 10 時～午後 4 時
平成 31 年 4 月 14 日（日）
午前 10 時～午後 3 時

場所：県立津久井湖城山公園 水の苑地・花の苑地
お問合せ：津久井湖さくらまつり（水の苑地）実行委員会事務局 電話：042-783-8117
津久井湖さくらまつり（花の苑地）実行委員会事務局

電話：042-784-6473

http://www.tsukui.ne.jp/sakura2/index.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16831

与瀬神社例大祭 (相模原市)

イベント内容：昔、宿場に流行した疫病から宿人達を守った鎮守の神として与瀬神社の神体を崇敬し、
疫病除けのため御輿渡御の例祭を行っており、「与瀬の権現様」の祭りとして町民に親しまれています。
白装束の若者に担がれて御輿が急な 50 段の石段を豪快に下ります。

開催日：4 月 14 日(日)
神輿渡御・稚児行列（午後 12 時から午後 5 時まで）
車上囃子の運行（午前 6 時から午後 5 時 30 分まで）
※前夜祭 4 月 13 日（金） 車上囃子の運行（午後 6 時から午後 9 時まで）

場所：与瀬神社ほか
お問合せ：相模湖観光協会
電話番号：042-684-2633
http://www.sagamiko.info/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16839

鎌倉まつり (鎌倉市)

イベント内容：昭和 34(1959)年から行われている鎌倉の春の恒例行事。鶴岡八幡宮を中心に、
市内一円でさまざまな行事がとり行われる。主には、鎌倉武士を偲ばせる勇敢な流鏑馬、
華麗な静の舞など。鎌倉市観光協会主催。
※第 61 回 鎌倉まつりは、4 月 14 日（日曜日）～21 日（日曜日）です。
4 月 14 日（日曜日）鶴岡八幡宮舞殿にて「静の舞」
4 月 20 日（土曜日）鎌倉宮にて「伊豆の国市

子ども創作能」

4 月 21 日（日曜日）鶴岡八幡宮馬場道にて「武田流流鏑馬」は決定。
参考〔

昨年までの行事一覧 ]

静の舞・流鏑馬（鶴岡八幡宮）／野点席（高徳院・鶴岡八幡宮）／伊豆の国市子ども創作能（鎌倉宮）

[

協賛行事 ]

灌仏会（花まつり）（市内寺社）／頼朝祭俳句会（鶴岡八幡宮直会殿）／弓道大会（鶴岡八幡宮研
修道場）／野点席（安国論寺）／頼朝公墓前祭（頼朝公墓前）／義経まつり（満福寺）

開催日：4 月 14 日(日)～2019 年 4 月 21 日(日)
14 日 10 時～行列巡行（若宮大路にて）、14 時 30 分～静の舞（鶴岡八幡宮）
20 日 14 時～伊豆の国市子ども創作能（鎌倉宮）
21 日 13 時～武田流流鏑馬（鶴岡八幡宮）など

場所：各行事についての詳細は鎌倉市観光協会へお尋ねください。電話：0467-23-3050
お問合せ：鎌倉市観光協会
電話番号：0467-23-3050
大磯市（おおいそいち） (大磯町)

イベント内容：大磯港でのマーケットと町内のイベント・ワークショップが連携し、大磯の町全体
が市（いち）になります。

開催日：4 月 21 日(日) 9:00-14:00
場所：大磯港

http://www.oisoichi.info/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16754

さかなの朝市 (大磯町)

イベント内容：大磯港で水揚げされたばかりの魚をお買い求めいただけます。希望のお魚があったら、
まずは整理券を!!

開催日：4 月 21 日(日) 9：00～（整理券配布 8:00～）
場所：大磯港
お問合せ：大磯二宮漁業協同組合
電話番号：0463-61 -0940
ボランティアによる展示公開「公開！ふりこのカーテン」 (横浜市)

イベント内容：大きな 12 個の“ふりこ”がおりなす不思議な世界！！
みんなで参加しながら、ふりこについて考えてみましょう。
対

象：どなたでも

定

員：各回 28 名（会場受付先着順）

参加費：無料（入館料別途）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 6 日（土）、20 日（土） 11:50～、13:40～ 各回約 20 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館 4F 宇宙研究室
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16875

義経まつり (鎌倉市)

イベント内容：会場：満福寺（腰越 2 丁目） ※雨天時は中止になります。
開催日：4 月 20 日(土) 12 時～法要、13 時～パレード
場所：満福寺（パレードは電車通り）
お問合せ：義経まつり実行委員会事務局（鎌倉市腰越支所）
電話番号：0467-33-0710
＜藤野芸術の家＞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)

イベント内容：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：1 月 19 日(土)～4 月 21 日(日)
◆受 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
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
○開催中～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 RINGPROJECT」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.)

【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。
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：終 了 /

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/

大磯オープンガーデン 2019＆大磯アフタヌーンティー2019 (大磯町)

イベント内容：大磯の“オープンガーデンホーム”がお庭を公開。
お花と共にカフェでほっと一息。
2019 年春の大磯でお待ちしています。

開催日：4 月 26 日(金)～4 月 28 日(日)
オープンガーデン：10 時～16 時
アフタヌーンティー：店舗によって異なる

場所：大磯町内各所
お問合せ：オープンガーデン
おおいそオープンガーデンホーム運営員会 0463-61-0871
アフタヌーンティー：大磯町産業観光課

0463-61-4100

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16756

サイエンス・ミニトーク 「宇宙のきほん～空気のない世界って？～」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容：真空装置を使い、空気のない世界の実験をします。
対

象：どなたでも

参加費：無料（別途入館料が必要、土曜日は高校生以下入館無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 27 日（土）～30 日（火・祝）毎日
11:30～

各日約 15 分

場所：はまぎん こども宇宙科学館 5F キャプテンシアター
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館

電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp

サイエンス・ショウ

「しゃぼん玉たいむ」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容：「しゃぼん玉たいむ」
しゃぼん膜の不思議を調べたり、大きなしゃぼん玉作りに挑戦します
対

象：どなたでも

参加費：無料（別途入館料が必要、土曜日は高校生以下入館料無料）
入館料：大人（高校生以上）400 円、小人（小・中学生）200 円
※土曜日は高校生以下入館料無料

開催日：4 月 27 日（土）～30 日（火・祝）毎日 14:00～ 各日約 30 分
場所：はまぎん こども宇宙科学館 5F キャプテンシアター
お問合せ：はまぎん こども宇宙科学館
電話番号：045-832-1166
http://www.yokohama-kagakukan.jp

相模大野アートクラフト春の市 (相模原市)

イベント内容：さまざまなジャンルの美術工芸作家や画家、手芸作家のほか、趣味の手作りマニアが
集まって作品の発表や販売を行う、手作りファン待望のイベント。多彩なブースが数多く

集まり、県下でも最大級の大きなクラフト市です。子供から大人まで楽しめる幅広い内容
で、作家とのおしゃべりを楽しみながら買い物ができます。

開催日：4 月 28 日(日) 午前 11 時から午後 5 時まで
※雨天中止（予備日はありません。）

場所：小田急線「相模大野駅」前
【イセタン】【コリドー】【デッキ】【ボーノ】他、各会場

お問合せ：実行委員会事務局
電話番号：042-767-5915
http://sagamiono-artfesta.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16836

ARK LEAGUE 2019 IN SAMUKAWA (寒川町)

イベント内容：「ARK LEAGUE」は、平成２９年に
神戸で誕生したストリートスポーツの世界大会です。
今年は、BMX フラッドランド、スケートボード、
ブレイクダンスの３つの世界大会を４月２７日（土）
から２９日（月・祝）の３日間、寒川町で開催します。
【イベント日程】
４月２７日（土）全競技予選
４月２８日（日）FA ファイナル、SA セミファイナル、BA シードバト
４月２９日（月）FA アマチュアセミファイナル
&ファイナル、SA ファイナル、BA ファイナル
※FA（BMX フラッドランド フラットアーク）、SA（スケートボード スケートアーク）、
BA（ブレイクダンス ブレイクアーク）の略称です。
主催等：主催・企画・運営

ARK LEAGUE 実行委員会

（実行委員長 加藤亮、副実行委員長

宮迫嘉徳）

大会オーガナイザー 内野洋平（FLAT ARK）、
瀬尻稜（SKATE ARK）、
TAISUKE(BREAK ARK)
SPECIAL PARTNER

寒川町

後援 神奈川県

開催日：4 月 27 日(土)～4 月 29 日(月)
場所：さむかわ中央公園
お問合せ：寒川町企画政策課
電話番号：0467-74-1111（内線 230）
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/kohosenryaku/kouhou/tantou/1
547084927542.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16834

泳げ鯉のぼり相模川 (相模原市)

イベント内容：昭和 63 年から開催され続けている、相模原の代表的な祭りです。相模川の両岸に
5 本のワイヤーを渡し、約 1,200 匹の鯉のぼりを泳がせます。五月晴れの大空を泳ぐ
その姿は、実に雄大です。相模川の自然、子供たちの成長、人と人とのコミュニケー
ション、さらには相模川を共有する全ての人々による新たな文化の創造に寄与すること
がイベントの目的です。

開催日：4 月 29 日(月)～5 月 5 日(日)
場所：相模川高田橋上流（相模原市中央区水郷田名）
お問合せ：相模原市コールセンター
電話番号：042-770-7777
http://www.oyoge-koinobori.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16837

相模湖やまなみ祭 (相模原市)

イベント内容：相模湖やまなみ祭は、相模湖公園を再確認し、「環境にやさしい人・もの」+「ふれあい・
交流」をテーマに開催されます。音楽、ダンスなどのステージイベントやフリーマー
ケット、物産品の販売、体験教室などを行います。

開催日：4 月 29 日(月) 午前 9 時 45 分～ ※雨天中止
お問合せ：相模湖観光協会
電話番号：042-684-2633
https://www.sagamiko.info/event/yamanamisai2018/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16838

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。

チューリップ：横浜公園
明治９年に開園した県内で最も古い公園の一つで、昭和 53 年に横浜
スタジアムが建設され、日本庭園、水の広場などがある。春は色とりど
りのチューリップ約 68 種 16 万本が咲き乱れ、チューリップまつりが
開催される。また、春から秋にかけては、ナスタチュームやサルビア
などの花も楽しめる。

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。

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

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。

横

須

賀 市
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
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
ツツジ：湘南国際村センター
相模湾を見下ろす広大な丘陵地にキリシマツツジを始め、10 万本の
ツツジが植栽されている。中でも、間門沢調整池の斜面にはすき間な
く植えられており、周囲の緑と池面に映える。サルビア・ヤマユリ・
アジサイなども楽しめる。４月下旬～５月上旬につつじ祭りが開催
される。 ［問合せ］（株）湘南国際村協会

平

塚

0468(55)1800

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
ボタン：鶴岡八幡宮
鶴岡八幡宮の源平池のほとりに、創建 800 年を記念して昭和 55 年に造られた、
景石と御廉垣、ボタンが見事に調和した庭園。長年の研究によって厳寒の時季に
美しい大輪を咲かせる事に成功した約 500 株の冬ボタンや春には、中国より
贈られた樹齢百年以上のボタンなど約２，０００株が色とりどりに豪華な花を
咲かせる。〔問合せ〕鶴岡八幡宮 0467(22)0315

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。

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。

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。

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。

箱

根

町
ミズバショウ：箱根湿生花園
低地から高山まで、日本各地の湿地帯の植物他、草原や林、高山
植物、珍しい外国の山草など約 1,700 種の植物を自然のまま観察
出来る箱根湿生花園では毎年、春の開園と同時に、関東一早く、約
２万株のミズバショウの花を楽しめる。また、６月中旬～７月上旬
に花を咲かせるノハナショウブやニッコウキスゲの群落も見応えが
ある。 ［入園料］有料
［開園期間］３月 20 日～11 月 30 日
［問合せ］箱根湿生花園 0460(84)7293

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。

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。

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。

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。
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）

大

和

市
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

