令和元年 6 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。
PEACEJOINT 春のワン祭り 2019x 湘南ベルマーレフットサルクラブ (藤沢市)
イベント内容
今年も犬猫の殺処分ゼロを訴える保護活動と楽しい複合イベントをジョイントした PEACE-JOINT 春のワン祭り 2019 を
行います。湘南ベルマーレのフットサル・スペシャルマッチやサッカー教室、キックターゲット等に加えて、湘南で活動する
複数の人気アーティストらによる野外ライブ、そして保護犬と触れ合えるワンコ里親会を開催します。その他、湘南を代表
するクリエイター達を集めた露店ブース、様々なワークショップをはじめ、美味しいフードを提供するキッチンカーの飲食
ブースも展開し、親子で楽しめる内容盛りだくさんのイベントになっています。
開催日
6 月 8 日(土) 11:00～17:00
場

所

秋葉台文化体育館
お問合せ
秋葉台運動施設事務所
電話番号
0466-88-1111
URL
http://peace-joint.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16941

Colors-Fest! enoshima 2019

～コッキング・ガーデン

the flower～ (藤沢市)

イベント内容
今年も江の島島内にて、春を体感できる様々なイベントが行われます。
開催日
開催中～2019 年 6 月 9 日(日)
【江の島サムエル・コッキング苑営業時間】
9：00～20：00（最終入場は 19：30 まで）
場

所

江の島サムエル・コッキング苑、亀ヶ岡広場、中津宮広場ほか
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
URL
https://enoshima-seacandle.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16938

【企画展】 空間に線を引く ー彫刻とデッサン展 (平塚市)
イベント内容
彫刻家は三次元への彫刻へと発展させるため、デッサンを描きます。
紙面は空間であり、いわば空間に線を引く感性です。本展では
現代彫刻家のデッサンとそれに関連する彫刻をご紹介します。
観覧料：一般 400 円・高大生 200 円
開催日
開催中～6 月 9 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
URL
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/page14_00140.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16919

【企画展】 荘司福･荘司貴和子展 ー院展の巨星・創画の新星 (平塚市)
イベント内容
院展の代表的な作家のひとり荘司福と、福の長男の妻で、
創画会で頭角を現しながらも早世した荘司貴和子の作品、
併せて約 50 点を紹介する展覧会です。
荘司福は、2009 年に神奈川県立近代美術館で大規模な
回顧展を実施して以来 10 年振り、荘司貴和子は関東では
初めての公開となります。
観覧料：一般 800 円・高大生 500 円
開催日
開催中～2019 年 6 月 9 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
URL
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse/page14_00138.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16918

鎌倉文学館バラまつり 2019 (鎌倉市)
イベント内容
バラ園の約 200 種、250 株（昨年実績）の色とりどりバラが楽しめます。期間中は、ガーデンコンサートやバラに関する
イベントを行います。
開催日
5 月 10 日(金)～6 月 9 日(日)
場

所

鎌倉文学館(長谷 1 丁目）
お問合せ
鎌倉文学館
電話番号
0467-23-3911

体験講座

はた織り「裂き織り‐経糸の準備から織りまで‐」 (川崎市)

イベント内容
裂いた古布を緯糸に使い、機で布を織る体験講座。
経糸の準備から織りまでを行います。
協力：民具製作技術保存会
※事前申込制、５月１３日(月)必着。
5 月 26 日・6 月 2 日・9 日の日曜日に開催 ※全 3 回講座
〈時間〉10：00～15：00
〈定員〉中学生以上 20 名
〈参加費〉2,350 円
〈申込方法〉民家園ウェブサイトより川崎市のメールフォームに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
※日本民家園本館券売所、西門（伝統工芸館）でも申込可能。
※定員を超えた場合は抽選。
※記載に不備があると受付できない場合があります。
〈申込締切〉5 月 13 日（月）必着
開催日
令和元年 5 月 26 日・6 月 2 日・9 日の日曜日に開催 ※全 3 回講座
〈時間〉10：00~15：00
〈定員〉中学生以上 20 名
〈参加費〉2,350 円
※事前申込制、５月１３日(月)必着。
場

所

日本民家園

(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

URL
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17066

藍染め講座「しぼり染め初級」 (川崎市)
イベント内容
しぼりの技法を使い、約 45cm 四方の布を染めあげます。
※事前申込制、５月２７日(月)必着。
6 月 8 日～9 日の土日開催

※全 2 日講座

〈時間〉10：00～15：00
〈定員〉小学 5 年生以上 15 名※小学生は保護者も要受講（有料）
〈参加費〉2,500 円
〈申込方法〉民家園ウェブサイトより川崎市のメールフォームに
必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
※日本民家園本館券売所、西門（伝統工芸館）でも申込可能。
※定員を超えた場合は抽選。
※記載に不備があると受付できない場合があります。
〈申込締切〉5 月 27 日（月）必着
開催日
令和元年 6 月 8 日～9 日の土日開催 ※全 2 日講座
〈時間〉10：00～15：00
〈定員〉小学 5 年生以上 15 名※小学生は保護者も要受講（有料）
〈参加費〉2,500 円
※事前申込制、５月２７日(月)必着。
場

所

川崎市伝統工芸館（日本民家園 西門）

(多摩区枡形 7-1-3)

お問合せ
川崎市伝統工芸館
電話番号
044‐900‐1101
URL
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17068

年中行事展示「マンガアライ（田植え祝い） (川崎市)
イベント内容
マンガ（馬鍬）などの道具を洗ってきれいに並べ、田植えが終わったことを感謝する行事を再現します。開園中見学自由。
開催日
5 月 15 日(水)～6 月 12 日(水) 9：30～17：00
場

所

日本民家園

旧清宮家住宅

(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
URL
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17063

第6回

横浜ゾリステンとジュニアたちの協演

プロオケと十代のジュニア演奏家のコラボコンサート (横浜市)
イベント内容
「横浜ゾリステンとジュニアたちの協演」とは、横浜を拠点に幅広く演奏活動をする音楽家集団〈横浜ゾリステン〉が、
地元で活躍する鎌倉ジュニアオーケストラの団員及び十代のジュニア演奏家にプロのオーケストラを体験する機会を
提供するという目的で発足した演奏会で、今年で 6 回目を迎えました。
ジュニアたちはプロオケと共に音楽を作り上げる作業を通じて、音楽の厳しさ・楽しさ・奥深さを学んで大きく成長し、
その成果を披露する恒例の演奏会は、毎回楽しく見ごたえのある演奏となっています。
今年は総勢 30 名のジュニアが参加し、憧れの大曲ドヴォルザーク交響曲第 8 番に挑みます。
他ではなかなか見られない、音楽に対するひたむきな熱意に溢れたフレッシュな生演奏をぜひ聴きに来てください！
開催日
6 月 15 日(土) 13 半時開場
場

14 時開演 料金：1,800 円(予定）

所

横浜市栄公会堂ホール
お問合せ
鎌倉ジュニアオーケストラ 広報

090-3829-1216

http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16948

ポップサーカス湘南公演開催 (鎌倉市)
イベント内容
湘南モノレール株式会社と、株式会社ポップサーカスは、４月２０日（土）より開幕する
ポップサーカス湘南公演開催を記念し、４月１３日（土）１０：４５より湘南モノレール
大船駅にて、ポップサーカス号出発式を開催いたします。
ポップサーカスは、世界１５か国のサーカスアーティスト達が、“まさにグレイト！
世紀のエンターテインメント・サーカスショー”と題し全国各地で開催しており、
ポップサーカス湘南公演は、４月２０日（土）から６月１６日（日）の期間、湘南モノレール
湘南深沢駅前特設大テントにて開催されます。
ポップサーカス号は、湘南モノレール５６０６編成（湘南グリーンライン）に、ポップ
サーカス湘南公演のオリジナルヘッドマークを装着し、３両の車体には車体ラッピング
広告を施し、車内には PR ポスターを掲出したもので、４月１３日（土）から６月１６日（日）
の期間限定で運行いたします。
開催日
開催中～6 月 16 日(日)

場

所

湘南モノレール大船駅構内（ポップサーカス号出発式）・湘南モノレール湘南江の島駅Ｇ階（公演ＰＲパフォーマンス）
お問合せ
湘南モノレール株式会社広報課
電話番号
0467-45-3181

体験講座

竹細工「菱四ツ目かご」 (川崎市)

イベント内容
縁が丸く、網目と底が菱形のかごを作ります。物入れのほか、中に容器を入れると花器としても使えます。
※古民家の庭にムシロを敷いて行います。雨天時は古民家の土間で作業。（協力：民具製作技術保存会）
※事前申込制、６月３日(月)必着。
〈時間〉10：00~15：00
〈定員〉小学 4 年生以上 25 名
〈参加費〉1,500 円
〈申込方法〉民家園ウェブサイトより川崎市のメールフォームに
必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
※日本民家園本館券売所、西門（伝統工芸館）でも申込可能。
※定員を超えた場合は抽選。
※記載に不備があると受付できない場合があります。
〈申込締切〉6 月 3 日（月）必着
開催日
6 月 16 日(日) 〈時間〉10：00～15：00
〈定員〉小学 4 年生以上 25 名
〈参加費〉1,500 円
※事前申込制、６月３日(月)必着。
場

所

日本民家園

(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
URL
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17067

古民家カフェ 「陣屋荘」 (川崎市)
イベント内容
期間内の金曜午後と土・日・祝日（5/1・5/2 は休業）に、築 100 年を超える古民家で、コーヒーやお菓子をお召し上がりに
なれます。 ※利用には民家園の入園が必要です。

【料金】
入園料のみ 大人 500 円、高校・大学生 300 円（要証明書）、65 歳以上 300 円（川崎市在住の方無料。
いずれも要証明書）、中学生以下無料
開催日
4 月 26 日(金)～6 月 30 日(日)
〈開店時間〉金曜日 11：00～16：30（lL.O.16：00）
土・日・祝日 11：00～16：30（lL.O.16：00）
※5/1・5/2 は休業
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
URL
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek16988

企画展「開館 25 周年記念

生々流転～日本郵船歴史博物館の歩み～」

イベント内容
2018 年 12 月、当館はおかげさまで 25 周年を迎えました。準備室ができた
当時、日本郵船（株）は既に創業 100 年を超えており、会社の資料を収集し
次世代へつなげるミュージアムの開設は、長年の願いでした。民間企業が
自社ミュージアムを開館するにあたり、どのように準備を進め、運営してきた
のか、本展示ではこの四半世紀の歩みを振り返ります。併せて、今の展示の
原点ともいえる戦前の本社ビル(東京都千代田区)で行っていた展覧会の
様子などについても紹介します。
会

期：開催中～7 月 7 日（日）

会

場：日本郵船歴史博物館

開館時間：10：00～17：00（最終入館：16：30）
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
料

金：入館料のみ

≪関連イベント≫
要予約・先着順

電話：045-211-1923

■ワークショップ
◆ペーパークラフト教室
客船 飛鳥 II のペーバークラフトを作ってみませんか。
日 時：6 月 1 日（土） 14：00～15：30
会

場：日本郵船歴史博物館 オリエンテーションルーム

参加費：500 円/隻（博物館入館料別途）
定

員：小学生以上 各日 20 名(小学生は保護者同伴)

講

師：西口 正人氏（ペーパークラフトアーティスト）

開催のお知らせ (横浜市)

◆氷川丸でスナップ！
客船 飛鳥 II で撮影も手がけるプロの指導で、氷川丸船内やデッキからの景色を撮影してみませんか。
日

時：5 月 25 日（土）11：00-13：00

会

場：氷川丸船内（住所：横浜市中区山下町山下公園地先）

集

合：氷川丸 エントランスロビー

参加費：500 円（氷川丸入館料※別途）
定

員：各日 15 名

持ち物：デジタルー眼カメラ（三脚は不可）
講

師：佐藤 敦彦氏（株式会社 海事プレス社）
※氷川丸入館料：一般・大学生 300 円、シニア(65 才以上）200 円、小中高生 100 円

開催日
開催中～7 月 7 日(日)

10：00～17：00（最終入館：16：30）

※休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）
場

所

日本郵船歴史博物館
お問合せ
日本郵船歴史博物館
電話番号
045-211-1923
URL
https://www.nyk.com/rekishi/

伝統工芸館ミニ展示「藍Ｔ

vol.12 藍染めＴシャツの魅力」 (川崎市)

イベント内容
色々な技法を使って染めた涼しげな藍染めＴシャツを、夏を先取りして
展示します。
【休館日】
月曜日（祝日の場合は開館）・祝日の翌日（土・日・祝の場合は開館）
開催日
5 月 15 日(水)～7 月 28 日(日) 9：30～17：00
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）

お問合せ
川崎市伝統工芸館
電話番号
044‐900‐1101
URL
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17065

年中行事展示「原家夏座敷」 (川崎市)
イベント内容
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
開催日
5 月 24 日(金)～9 月 13 日(金) 9：30～17：00
場

所

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
URL
http://www.nihonminkaen.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17064

（株）ケーエムシーコーポレーション「赤レンガ倉庫 横浜クルーズ」

(横浜市)

イベント内容
「赤レンガ倉庫 横浜クルーズ」
インナーハーバーを中心に海から横浜をゆっくりと眺める
クルーズ。赤レンガ倉庫を出航し、大桟橋や山下公園を右手に
見ながらベイブリッジに向かいます。 最初の見どころ、
「ベイブリッジポイント」ではダイナミックに橋を真下から眺めます。
産業のエリアに入った船は第二のポイント「ガントリーポイント」で

コンテナ船の荷役を間近に見学。 折返して再び船は、
美しいみなとみらいをベイブリッジ越しにみて、インナーハーバーへ。
横浜発展の起源である黒船の錨泊地「ペリーポイント」を経て、近年発展が著しいみなとみらいを周遊、
赤レンガへ戻ります。
（気象・海象によっては、ベイブリッジの内側のみのクルーズとさせていただく場合がございます）
＜概 要＞
・定 員：50 名様
・乗船時間：45 分
・料 金（税込）：大人 1,500 円
未就学

中高生 1,000 円

小学生

800 円

（大人 1 名につき 1 名無料、2 名以上は小学生料金が発生致します）

※小学生無料イベントは、5/6 のみとなります。
※横浜クルーズは、通年運航のご案内です。
開催日
開催中～12 月 31 日(火)
1 便目 10:30～、2 便目 11:30～、3 便目 13:00～、4 便目 14:00～、5 便目 15:00～
水～金、土日祝日で運航。月・火曜日運休。
場

所

赤レンガ倉庫

詳しくは運航日程をご覧下さい。

お問合せ
（株）ケーエムシーコーポレーション リザーブドクルーズ
電話番号
045-290-8377
URL
http://www.yokohama-cruise.com/
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横浜市
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。
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
ハナショウブ

：

県立四季の森公園

多種の樹木が生い茂る緑豊かな丘陵、湧水が流れる谷戸などの自然を生かした面積 44.9ha
の園内に約 4,500 株のハナショウブが植えられている。初夏は「あし原湿原」でホタルが見
られる他、ウメ・マメザクラ・アジサイ・紅葉・渡り鳥など四季の移ろいを感じさせてくれる
公園。
川崎市
アジサイ

：

浄慶寺

天正 10 年（1584 年）に三井左衛門尉が開創したといわれる浄土宗寺院。境内のアジサイは
昭和 42 年頃から植えられたもので、現在は 1,000 株を超えている。またサクラの木も多く、
スイセン・ヒガンバナも見られる。
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。

バラ

：

生田緑地ばら苑

広い苑内に春と秋に約 4,000 株のバラが色とりどりに咲き競う。
〔入園料〕無料（開園日はお問い合わせください。）

横須賀市
アジサイ

：

県立観音崎公園

東京湾に突き出た岬の上に広がる観音崎公園はシイやタブの樹々に覆われた自然の
宝庫で、幾つもの園地を結ぶ散策路沿いにはガクアジサイの他に多種のアジサイが植栽
されています。
ハナショウブ

：

横須賀しょうぶ園

大楠山の麓の 3.8ha びしょうぶ園では江戸系、肥後系など４１２種１４万株のハナショウブが
栽培されています。スイセン・シャクナゲ・フジ・ツツジなど四季折々のお花も楽しめます。

三浦市
ヤマユリ ：

妙音寺

寺の裏山に昭和 51 年から 59 年にかけて檀信徒の勤労奉仕によってツツジ・スイセン・ツバキ・
サクラ・ヤマユリなど約 30 種 4,000 本の花木が植栽された。その中でも、ヤマユリがよく繁
殖し、今では裏山一帯に約 1,000 本が成育し、ピーク時にはあたり一面ヤマユリの香りにつつ
まれる。
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 0468(55)1800
アジサイ

：

葉山・あじさい公園

三ヶ岡山中腹の静かな公園。約 3,000 株の色とりどりのアジサイが咲く。高台の公園からは
相模湾の眺めが素晴らしく、アジサイ越しに江の島や富士山、箱根、丹沢の山々が望める。

鎌倉市
アジサイ

：

明月院（めいげついん）

「あじさい寺」の愛称で親しまれる明月院。参道から本堂まで約鮮やかなアジサイで包まれ
る。スイセン・ボケ・マンサク・モクレンなどが咲く。
茅ヶ崎市
ハマヒルガオ

： 海浜自然生態園及び辻堂海岸

海浜自然生態園には、砂防林や海浜の砂草を中心に海浜植物が植栽されており、散策しな
がら楽しく観察できる。特に辻堂海岸にかけて咲くハマヒルガオは飛砂の発生を抑える役目
を果たすとともに美しい浜辺の景観を創造している。
二宮町
ハナショウブ

：

二宮せせらぎ公園

豊かな自然あふれる一色地区にある"せせらぎ公園"では、アヤメ、ハナショウブ(10,000 株)、
スイレン、ハスの花を見ながら散策を楽しむことができる。（6 月初旬～7 月中旬ごろ）また、
5 月下旬～6 月上旬にかけて 6 日間程度ホタルの観賞会を行っている。
箱根町
シャクナゲ ：

箱根強羅公園

フランス式整形庭園で、園内にはローズガーデン・熱帯植物園・ブーゲンビレア館・白雲洞
茶苑・駐車場（有料 1 時間 300 円）など。
［入園料］有料
［問合せ］箱根強羅公園 0460(82)2825

アジサイ

：

箱根登山鉄道沿線

沿線のアジサイは箱根登山鉄道の職員が昭和 40 年代初めより植栽したもので、今では
小田原駅～強羅駅間（15km）の線路沿いに約１万株の色とりどりのアジサイが咲く。花前線は
６月中旬よっり徐々に小田原駅から標高の高い強羅駅に向かって沿線を上り、７月上旬には
見事なアジサイのトンネルを作る。
［問合せ］箱根登山鉄道（株）鉄道部

0465(32)6823

真鶴町
アジサイ

：

真鶴岬

バス停からクスノキ、クロマツ、スダジイなどの自然林の散策路をたどると、ガクアジサイ
などのアジザイが咲く石の広場に出る。琴ヶ浜や相模湾の眺めもよい。又､三ツ石を望む
岬の先端から海岸への道沿いでは、ハマユウの花（７月下旬～８月上旬）などの海浜植物が
見られる。
秦野市
ハナショウブ

：

浄徳院菖蒲園

四季折々に趣がある禅宗の寺、浄徳院の庭園に約 130 種 15,000 株のハナショウブが咲き
競う。また、園内には全国名水 100 選の一つ、浄福水が湧き出ており、初夏には夜空に乱舞
するホタルが見られ、多種類のトンボも飛び交う。

ヤマユリ ：

蓑毛自然観察の森

蓑毛自然観察の森は、四季折々に変化する自然とふれあえる憩いの場として設置され
「かながわの美林 50 選」の一つにも選定されている。木々の下に点々とヤマユリが咲き、
その香りが森いっぱいに漂う。森の入口には水車小屋があり、秦野市今泉にあった古民家も
移築されている。
山北町
ツツジ ：

檜洞丸山頂付近

海抜 1,601m の檜洞丸山頂付近に樹齢 100～200 年のシロヤシオツツジを始め、紫色の東国
ミツバツツジ、樺色のヤマツツジが新緑の中に開花し、花見の登山者で賑わう。
白色のバイケイ草（7 月上旬～下旬）紫色のトリカブト（9 月上旬～下旬）も多く見られる。
開成町
アジサイ

：

あじさい農道

あたり一面に水田が広がる農道や水路沿いにガクアジサイ、西洋アジサイなど約 5,000 株
のアジサイが咲く。植栽延長は 10.6km にも及び、あじさいの里「あじさい農道」と呼ばれ、
親しまれている。周辺には５つの公園が点在し、のどかな散策コースとなっている。
相模原市
ハナショウブ

：

神奈川県立相模原公園

紫、青紫、白、ピンクなど約 200 種 7,000 株のクレマチスの大輪が麻溝公園のフェンス 1,700m、
プランター、アーチなどを飾る。また、隣接する県立相模原公園の「水無月園」には 154 種
57,000 株のハナショウブが植栽されており、6 月には「しょうぶ祭り」も開催される。
大和市
ハナショウブ

：

泉の森

面積約 42ha の豊かな自然が広がる「泉の森」中心部の池の周辺にハナショウブが約 3,000
株を始め、アヤメなども植栽されています。
園内には、木製の斜張橋「緑のかけ橋」や水車小屋があり、昆虫や野鳥類も多く見られる。
*ハナショウブの生育状況は、年により異なります。
なお、ハナショウブ以外の季節のお花もお楽しみいただけますのでぜひお問い合わせの上
お出かけください。

以上、ご案内申し上げます。
（公社）神奈川県観光協会

