令和元年 7 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。

宇宙劇場（プラネタリウム）生解説「七夕タイムマシンに乗って」（小学校高学年～大人向け）(横浜市)

イベント内容
もうすぐ令和最初の七夕です。元号が歴史と共に変わるように、七夕も色々な形で親しまれてきました。
そんな七夕のはじまりから現代までの過ごし方・楽しみ方をたどる、時間旅行へでかけましょう。今年の七夕、
あなたは何をして、何を食べて、過ごしますか？お気に入りの七夕の楽しみ方を、プラネタリウムで見つけて
ください。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。
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 1 日(月)～7 月 7 日(日) 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=ek17114

八幡山の洋館「七夕まつり」 (平塚市)

イベント内容
洋館をミニぼんぼりで飾ろう LED ミニライトを使ってかわいいぼんぼりを飾ります。
（午前 10 時～午後８時）
ゆったり休憩室 洋館で優雅にお疲れを癒やしましょう
（午前９時～午後９時３０分）
洋館のライトアップ また違った雰囲気の洋館に出会えます（午後６時～午後９時）

７月７日（日）ドレスの着付けとスナップ写真撮影サービス
費用 500 円 午前 10 時～午後８時
開催日：7 月 5 日(金)～7 月 7 日(日)

かわいい台紙にのせて写真をお渡しします。

場 所：八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平?製造所記念館）
お問合せ：八幡山の洋館
電話番号：0463-35-7114
http://hiratsuka-yokan1906.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17158

第 6９回湘南ひらつか七夕まつり (平塚市)

イベント内容
湘南に夏の訪れを告げる日本有数の「七夕まつり」です。
中心街には約 500 本、特にメーン会場である「湘南
スターモール」には絢爛豪華な飾りが掲出されます。
中には、１０ｍを超える大型飾りや、機械仕掛けで動く
飾り、活躍中のスポーツ選手・人気キャラクターなど、
流行り取り入れた飾りが出るのも大きな特徴です。
夜はライトアップされる飾りもあり、昼とは一味違う
表情になります。また、数多くの地元グルメや露店が
出店されたり、各種イベントや「織り姫セレクション」
で選ばれた「湘南ひらつか織り姫」も登場するなど、飾り以外にも盛り沢山な内容です。
開催日：7 月 5 日(金)～7 月 7 日(日) 午後９時００分（最終日は午後８時００分）まで

場 所：ＪＲ平塚駅北口商店街を中心とする市内全域（平塚市紅谷町が中心となります）
お問合せ：平塚市商業観光課
電話番号：0463-35-8107
http://www.tanabata-hiratsuka.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17157

鎌倉花火大会 (鎌倉市)

イベント内容
海中から打ち上がる豪華な水中花火が名物な「鎌倉花火大会」（かながわのまつり 50 選選定）
今年は 7 月 10 日。予備日はありません。

開催日：7 月 10 日(水) 19:20〜20:10 ※雨天・荒天・強風・高波などの場合は中止
場 所：材木座海岸、由比ケ浜海岸
お問合せ：(公社)鎌倉市観光協会
電話番号：0467-23-3050
http://kamakura-info.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17185

工作ひろば（小学生低学年～大人） (横浜市)

イベント内容
科学館ボランティアが作成したオリジナル工作キットを使った教室です。むずかしいものから簡単なものまで、
さまざまな工作キットから作りたいキットを選んだら、その場で作成します。どうしてもできなかったら、
ボランティアスタッフに手伝ってもらいましょう。ちいさなお子様から年配の方まで、幅広い年代の方にお楽

しみいただける教室です。
※工作に必要な道具はすべてご用意します。
対

象：小学生以上
（未就学児は保護者が作製。保護者 1 名につき未就学児 2 名まで参加可）

参加費：キット 1 つにつき 100~1,000 円程度（キットにより異なります、入館料別途
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 10 日(水) 12:00～15:00（随時受付）
場 所：はまぎん こども宇宙科学館 １階 工房
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=ek17110

本の読み聞かせ-えほんでかがく-「ぴょーん」（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「ぴょーん」の読み聞かせと、ゴムをつかった
「ジャンプかえる」の工作を行います。
※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）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 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=ek17109

小動神社・天王祭 (鎌倉市)

イベント内容
江ノ島神社の祭礼と同時に行われます。最終日には江ノ島の八坂神社の天王みこしを迎えて神幸祭を行います。

開催日：7 月 7 日(日)～7 月 14 日(日)
場 所：小動神社
お問合せ：小動神社
電話番号：0467-31-4566
「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」開館記念「季節展示・夏」 (鎌倉市)

イベント内容
「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」開館記念「季節展示・夏」
鶴岡八幡宮はこのたび「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」を開館する
運びとなりました。当館では鎌倉をテーマに歴史や文化、今日まで守り
育まれてきた豊かな自然などを紹介し、それぞれの社寺や史蹟、文化
施設に赴くための情報発信の拠点として活動を行ってまいります。
開館記念「季節展示・夏」では、境内の出土品や
文士ゆかりの品を展覧し、武士の精神的よりどころで
あった鶴岡八幡宮の歴史から鎌倉文士に至るまでを展示
パネルや映像資料を交えて紹介します。

開催日：6 月 8 日(土)～7 月 15 日(月)
AM10:00～PM4:30
休館日：月曜日
（ただし 7 月 15 日は開館）

場 所：鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム
お問合せ：鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム
電話番号：0467-55-9030
https://tsurugaokamuseum.jp/

わくわくワークショップ 科学工作教室 「星空まんげきょう」（小学生以上） (横浜市)

イベント内容
鏡を立方体に組み立てて万華鏡を作ります。穴をあけたり色を塗ったりした後、のぞくと無限に広がる星空の
ような模様を楽しみます。光の反射についても解説します。
対

象：小学生以上
※未就学児は保護者が作製。保護者 1 名につき未就学児 2 名まで購入可。
※参加券 1 枚につき作製は 1 名のみ。

定

員：各回 12 名

参加費：600 円
※当日 1F インフォメーションにて参加券販売、別途入館料が必要。
開館時間：9:30～17:00（入館は 16:00 まで）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 6 日（土）、7 日（日）、14 日（日）、15 日（月・祝）
10:15～、11:30～、13:30～、14:45～

各回約 45 分

場 所：はまぎん こども宇宙科学館 １階 工房
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=ek17106

サイエンス・ミニトーク「宇宙のきほん～どこからが宇宙なの？～」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容
クイズをしながら“宇宙の入口”を紹介します。
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）
開館時間：9:30～17:00（入館は 16:00 まで）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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；7 月 6 日（土）～15 日（月・祝）土日祝
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
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17107

ミニ実験（幼児～大人向け） 「酸とアルカリ

いろみずマジック」「ＮとＳとで

磁石のちから」

(横浜市)

イベント内容
「酸とアルカリ

いろみずマジック」10:30～

約 15 分

紫の色水と身近にあるさまざまな液体を使い、酸性とアルカリ性について紹介します。
「ＮとＳとで

磁石のちから」15:15～ 約 15 分

磁石の性質を確かめたり、磁力を利用した実験装置やおもちゃを体験します。
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）
開館時間：9:30～17:00（入館は 16:00 まで）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 6 日（土）～15 日（月・祝）土日祝
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=ek17104

【平塚市美術館：企画展】安野光雅展

絵本とデザインの仕事 (平塚市)

イベント内容
写真：上部
下部

「ふしぎなえ」20-21P1968 年_津和野町立安野光雅美術館蔵(1)
「ふしぎなえ」表紙 1968 年_津和野町立安野光雅美術館蔵(2)

1968 年に『ふしぎなえ』で絵本デビューをした安野光雅は、親しみやすさとふしぎや謎解きにあふれた絵本

で知られ、大人から子どもまで多くの人々を惹きつけています。多数の絵本を世に出してきた安野光雅ですが、
美術のみならず数学や文学にも造詣が深く、文芸書や数学書などの挿絵や表紙を描いたり、エッセイや画文集
を出版するなど多岐にわたる活動をしています。
本展覧会では、安野光雅の仕事を語る上では切り離せない絵本の原画はもちろんのこと、絵本そのものや挿絵
や装丁した本、ポスターなども展示し、初期から現在までの安野光雅の世界の全貌を紹介します。

開催日：7 月 6 日(土)～8 月 25 日(日) 9 時 30 分から 17 時まで(最終入場は 16 時 30 分まで)
※8 月 3 日(土)~8 月 18 日(日)は開館時間を 18 時まで延長

(入場は 17 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
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17159

ウィークエンドレクチャー「太陽系の天体たち」（小学校高学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容
火星、木星、土星など、太陽系の観測は、人類共通の目標のひとつです。日本のみならず、世界各国の探査機
が観測した太陽系のすがたを紹介します。
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）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 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=ek17102

八雲神社例大祭（大町まつり） (鎌倉市)

イベント内容
13 日の早朝、氏子の代表が材木座の海に出て身を清め「ホンダワラ」を取ってきて社前に掲げます。
9 時から例大祭、13 時から神幸祭、17 時から神輿振、19 時から夜まつりが行われます。
14 日は 18 時から大富くじ大会、15 日は 18 時から民謡の夕べ、21 時から還幸祭が執り行われる予定。

開催日：7 月 13 日(土)～7 月 15 日(月)
場 所：八雲神社（大町）
電話番号：0467-22-3347
http://www.kamakura-omachi.jp/

金井良一プロデュース

ヨコスカ恐竜パーク 2019 (横須賀市)

イベント内容
この夏、横須賀に恐竜たちがやってきます！
今回のイベントは、屋外での大型恐竜展覧会という全国でも珍しい
形態で、開放的な横須賀の空の下で、恐竜のロボットとその時代を
表現した植栽の世界を体感することで、まるで太古の時代にタイム
スリップしたような感覚を味わうことができます。
日本を代表する造園家である金井良一が、会場の演出・プロデュース
を行い、太古の時代への想像を膨らませ、独自の世界観で恐竜のいた
時代（三畳紀・ジュラ紀・白亜紀）の風景を作りこんでいきます。
会場は、多種多様な植栽による演出で臨場感のある空間に。
探検気分で恐竜の世界をお楽しみいただけます！
■入場料
前売券（開催前） 大人 1,300 円、中高生 1,000 円、子供 400 円（税込）
当日券（開催中） 大人 1,500 円、中高生 1,200 円、子供 500 円（税込）
※3 歳以下無料
※2019 年 7 月 12 日までが前売料金の適応期間となります
※2019 年 6 月 1 日から、各プレイガイド等にて発売開始予定
■【問い合わせ先】
『ヨコスカ恐竜パーク 2019』事務局
電話：046-854-9993
受付時間：10 時～17 時(土日・祝日を除く)
※開催期間中は土日・祝日も受付しております。

開催日：7 月 13 日(土)～9 月 8 日(日) 10：00～17：00（最終入場 16：30）
場 所：うみかぜ公園（神奈川県横須賀市平成町 3−23）
https://yokosukakyoryupark.jp/

三門梶原施餓鬼会 (鎌倉市)

イベント内容
建長寺の「三門梶原施餓鬼会」は、梶原景時の亡霊を弔うために行われます。建長寺が開かれて間もない
7 月 15 日、三門（山門）では通常どおりの施餓鬼会が行われていました。施餓鬼会が終了した直後、武者
一騎が駆けつけます。しかし、施餓鬼会が終わったのを見た武者は残念そうに引き上げていったそうです。
大覚禅師（蘭渓道隆）は、すぐに傍らにいた僧にその武者を追わせ、もう一度施餓鬼会を執り行いました。
施餓鬼会が終わり大覚禅師が武者に問うたところ、「われは梶原景時の霊である」と答えて感謝の言葉を述べ
ながら姿を消したといいます。それ以来、建長寺では、7 月 15 日の午前中に「三門施餓鬼」を、午後に

「梶原施餓鬼」を執り行ってきたといいます。現在は、午前 8 時からの約 1 時間、本山、近在末寺の僧侶が
集まって行われています。

開催日：7 月 15 日(月) 8:00 大人 500 円 (小中学生：200 円)
場 所：建長寺
電話番号：0467-22-0981
http://www.kenchoji.com/

石上神社例祭 (鎌倉市)

イベント内容
海神の霊を鎮め、遭難した人々の霊を慰める式典で、毎年海の日に執り行われます。社に安置されている
石があった岩礁まで海上渡御を行い、御供（赤飯）を流します。海上渡御は 14 時頃から執り行われる予定。

開催日：7 月 15 日月曜日、祝日 13:00
場 所：石上神社（御霊神社境内）
お問合せ：御霊神社社務所
電話番号：0467-22-3251
相模原納涼花火大会 (相模原市)

イベント内容
昭和 26 年、「情緒と水郷と鮎のまち」水郷田名の復興を
願い地元の消防団が田名煙火大会としてはじめました。
昭和４６年に現在の「相模原納涼花火大会」となり、現在まで
多くの人々に愛される相模原市夏の風物詩となっています。
会場である高田橋付近には、多くの露店が並び、約１万発の
花火が夏の夜空を美しく彩ります。
・入場無料
・市民協賛者席(打ち上げ場所から一番近い所にイス・桟敷席
（ともに自由席）を設けます。）
1 名様 2,500 円、5 名様 10,000 円
※市民協賛者席チケットの受付方法については、相模原
納涼花火大会

公式ホームページをご覧ください。

【場所取りについての注意事項】
相模原納涼花火大会の場所取りについては、当日のみと
なります。会場設営作業等に支障がありますので、大会
当日までは場所取りをしないようにお願いいたします。
なお、前日までに場所取り等で設置されたブルーシートなどは、撤去させていただきますので、
あらかじめご了承ください。

開催日：7 月 15 日(月) 午後 7 時から 8 時 15 分まで（開会式は午後 6 時 45 分から）
※荒天時、相模川増水時は中止とし、順延はいたしません。

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：042-770-7777 ※年中無休 午前 8 時から午後 9 時まで
・相模原市観光協会

電話：042-771-3767

http://www.sagamiharahanabi.com/

※月から金 午前 9 時から午後 6 時まで

かわさき大師サマーフェスタ 2019 (川崎市)

イベント内容
毎年海の日に大師地域周辺で開催される一大イベントです。
夏の風物詩として地元に定着しており、メインイベントの「名所めぐりクイズ・ウォークラリー」は、
ここ数年 1000 人近い参加者を集めています。8 か所以上のポイントを回ると若宮八幡宮での抽選会に
参加できます。今回から「身代り地蔵尊」のポイントが加わり、全 29 ポイントでの実施となります。
大師駅前商栄会（ごりやく通り）、子育て地蔵通り大師銀座会など大師地域周辺の商店会による冷たい
飲み物提供などのサービスもあります。
【開催時間】
ウォークラリースタート受付時間…9：00～13：30
各ポイントの開設（スタンプ押印）時間･･･9：00～14：30
抽選会受付時間…9：30～15：00 （若宮八幡宮にて）

開催日：7 月 15 日(月) 受付時間…9：00～13：30
場 所：京急川崎大師駅前ほか大師地区一帯
お問合せ：川崎区役所地域振興課
電話番号：044-201-3127
http://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000107191.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17174

灯籠流しの会 (横須賀市)

イベント内容
お盆の精霊を送る・・第 74 回目の横須賀流灯会
約 1,300 基の灯籠が三笠公園沖合で漁船 10 艘から流されます。
灯籠・線香の販売・また、供物の引き取りなどの受付は当日
10 時～18 時。また、18 時より横須賀中央仏教会
（18 寺院参加）による読経法要を行います。
灯籠は漁船より 18 時 40 分頃より海上に流されます。
*荒天の場合には、仏教会による読経を三笠艦内の講堂で行う予定です。

開催日：7 月 16 日(火) 18:00～19:15
場 所：三笠公園
お問合せ：当日の開催確認・横須賀市コールセンター(当日のみ）
電話番号：046-822-2500
夏休み前の子どもたち向けに！ ～作って遊ぼう～ (平塚市)

イベント内容
八幡山の洋館「７月遊館日」を開催します
・内容
紙飛行機、水鉄砲、折り紙などで遊ぼう!!
・参加料
無

料

遊館日とは
平塚市内では唯一、神奈川県内でも数少ない、明治時代の洋風建造物である『八幡山の洋館』は、国の登録
有形文化財にも指定されています。毎月第三水曜日に行っている『遊館日』では、ゆっくり館内や庭園を
見学したり、イベントを楽しんでいただけます。

開催日：7 月 17 日(水) 午後３時～午後５時
場 所：八幡山の洋館 （旧横浜ゴム平?製造所記念館）
お問合せ：八幡山の洋館
電話番号：0463-35-7114
http://hiratsuka-yokan1906.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17161

＜箱根ホテル＞創業 9 6 周年を迎えます (箱根町)

イベント内容
また、箱根ホテルは、本年 6 月に創業 9 6 周年を迎えます 。
皆様への感謝の意を込め

6 月 1 日 （土）から 7 月 18 日（木）までの期間限定にて『 創業 96 周年

謝恩プラン』をご用意いたしました。この機会にぜひ、箱根ホテルをご利用ください。
創業 96 周年 謝恩 プラン 概要
【 期 間 】6 月 1 日（土）～

7 月 18 日（木）

【 特 典 】（1）スタンダードディナーコース「 グルマンド」から
シェフおすすめコース「 ミラージ ュ」へ無料アップグレード
（通常 追加 料金 1 名様あたり 2,200 円（ 税別）
（2）箱根駅伝ミュージアム入館券付き （1 名様 500 円）
（3）500 円分 館内ご利用券 1 名様あたり
【 料 金 】 1 名様あたり 19,980 円~ 85,320 円 （消費税込み・入湯税別）
【 備 考 】 特典（2）（3）及び 上記料金は箱根ホテルウェブサイトもしくはお電話で

ご予約のお客様に限ります。

開催日：6 月 1 日(土)～7 月 18 日(木)
場 所：箱根ホテル
電話番号：0460～83～6311
https://www.hakonehotel.jp/

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）

休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 5 日（金）～19 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=ek17111

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所
/ 国土交通省 国土技術政策総合研究所 合同一般公開 (横須賀市)

イベント内容
「一般公開」７月２０日（土）に開催
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所と国土交通省 国土技術政策総合研究所
は、７月２０日（土）に合同で研究施設を一般に公開します。
海に面した研究所で「海・空・港」に関する研究のご紹介と、普段見ることができない研究施設を公開しま
す。当日は、子供から大人まで楽しく体験学習できるイベントを用意して職員一同お待ちしております。
・会 場：神奈川県横須賀市長瀬３-１-１
・入 場：無料（事前申し込み不要）
※ ご来場の際は、できる限り公共交通機関をご利用ください。

開催日：7 月 20 日(土) 10：00～15:00（14:30 受付終了）
お問合せ：海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 管理調整・防災部 企画調整・防災課
電話番号：０４６-８４４-５０４０
https://www.pari.go.jp/event/open/2019/2019natsu.html

平塚市博物館：夏期特別展「平塚学入門」 (平塚市)

イベント内容
平塚市域に関するさまざまな知識や話題の蓄積を「平塚学」と名付け、総合博物館の特性を活かして自然と
人文の各領域の視点から紹介します。

開催日：7 月 20 日(土)～9 月 29 日(日) 午前９時から午後５時まで（入館は午後４時３０分まで）
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=ek17162

鹿島踊り（毎年 7 月第 3 日曜日） (小田原市)

イベント内容
鹿島踊りが行われている地方は、石材・木材運搬の主要地で、その輸送を船に頼っていました。このような
ことから鹿島踊りは、悪疫退散・航海安全のおまじないとして、平坦な農地に恵まれない人々に信仰の糧を
与える芸能となりました。

開催日：7 月 21 日(日)
場 所：寺山神社（小田原市根府川 95-1）
お問合せ：文化財課
電話番号：0465-33-1717
建長寺開山忌 (鎌倉市)

イベント内容
北条時頼によって建長寺の開山に迎えられた、中国（宋）の禅僧「蘭渓道隆（大覚禅師）」の大法要が
行われます。
23 日

9 時半頃～鎌倉流詠歌講詠大会、14 時～開山忌巡堂

24 日 10 時頃より開山忌巡堂(メイン）

開催日：7 月 23 日(火)～7 月 24 日(水) 料金：高校生以上 500 円・小・中学生 200 円
場 所：建長寺
電話番号：0467-22-0981

http://www.kenchoji.com/

施餓鬼会 (鎌倉市)

イベント内容
お地蔵様のご縁日である 7 月 24 日に本尊地蔵大施餓鬼会の法要が厳修されます。

開催日：7 月 24 日(水) 14:30
場 所：宝戒寺
お問合せ：宝戒寺
電話番号：0467-22-5512

拝観料：大人(高校生以上)200 円、小人(小・中学生)100 円

http://hokaiji.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17188

荏柄天神社例祭 (鎌倉市)

イベント内容
かつて二階堂にあった熊野神社に合祀されていた八雲神社の神輿が出ます。神輿は 1692 年（元禄 5 年）に
作られたものです。

開催日：7 月 24 日(水)～7 月 25 日(木)
・7 月 24 日 12:30 神幸祭（神輿渡御 12:30）
・7 月 24 日 16:30 宵宮祭
・7 月 25 日 10:30 例祭

場 所：荏柄天神社
お問合せ：荏柄天神社
電話番号：0467-25-1772
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17183

浜地門通り復活祭 2019～夕暮れ酒場～

(平塚市)

イベント内容
昨年より平塚駅北口近くに平塚の商店街で初めて街灯が設置された
商店街です。平成３０年１２月に「新光会」が「浜大門通り新光会」
へと名称変更し、1887 年に東海道線の施設に伴って失われていた
平塚八幡宮への参道の一部であった「浜大門通り」の名称を約 190
年ぶりに復活させました。それに伴い、その二年前より実験的に通り
の半分行っていた「夕暮れ酒場」イベントを通りの全面に実施エリア
を拡大し、昨年には商店街の歴史イベントとして「浜大門通り復活祭
2018」と実施したところ、それまでに勝る大きな反響をいただきました。本年も、この 7/27 を皮切りに、
8 月と９月にも実施します。７・８月は、平塚で初めて街灯が設置された商店会としての裸電球の灯りの色
を用いたノスタルジックな空間、そして平塚八幡宮のばんぼり祭りと併せて行わる９月は、平塚八幡宮から
当会北の大門通りと当浜大門通りまで、幻想的なぼんぼりの灯りの古き参道の姿が、この平塚のまちに復活
します。商店会員以外からも、このまちの誇りある歴史イベントに協力したいというお声をいただき、スト
リートライブへの出演や。美味しい楽しい出店協力のお声を多数いたいております。夏の夕暮れ時に相模湾
から平塚八幡宮までの恵みの涼風を受けながら、特別なひと時を過ごしてみませんか？

開催日：7 月 27 日(土) 午後 5 時～午後８時まで
場 所：浜大門通り新光会
お問合せ：浜大門通り新光会 会長 中村 彰伸

電話番号：0463-21-0122
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17163

小田原ちょうちん夏まつり

（7 月最終土日） (小田原市)

イベント内容
歴史に名を残した「小田原ちょうちん」をシンボルとした夏のイベントです。小田原城址公園内のメイン
会場では様々なイベントが盛大に行われる。周辺のお堀には地元小学生が製作した小田原ちょうちんが
飾られ、夜には明かりが灯る。また、会場内には、オリジナルちょうちんを作れる体験コーナーもあり、
観光客に人気です。土曜日がちょうちん踊りコンクール、日曜日に自治会神輿パレードを行います。

開催日：7 月 27 日(土)～7 月 28 日(日)
場 所：小田原城址公園二の丸広場ほか
お問合せ：小田原市観光協会
電話番号：０４６５-２２-５００２
観蓮会 (鎌倉市)

イベント内容
池をうめつくす古代ハスの花を愛でる会。まるで極楽浄土の妙境に遊ぶがごとき光景が目の前に広がります。
記主庭園内大聖閣にての抹茶、象鼻杯や庭園を舞台にした朗読や演奏会も行っています。
27 日：16 時 30 分~浄土蓮想（観蓮会特別講演）朗読や唱歌など
28 日：17 時 30 分~献灯会法要など （詳細はお寺までお尋ねください）

開催日：7 月 27 日〜7 月 28 日土曜日、日曜日 10:00 料金：一部有料
場 所：光明寺
電話番号：0467-22-0603
http://komyoji-kamakura.or.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17191

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
http://www.nihonminkaen.jp/facility/dentou_kougeikan/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17065

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。
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 20 日（土）～31 日（水）毎日 11:15～、15:00～ 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

宇宙劇場（プラネタリウム）
｢ドラえもん『宇宙ふしぎ大探検』３ ～地球のふしぎ～｣（小学校低学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容
ドラえもんやのび太達は、ひみつ道具を使って地球のふしぎを体験する旅に出かけます。地底探検車で地下
に眠る恐竜の化石を発見したり、タイムマシンで恐竜絶滅の場面にでくわしたり、ペタリ甲板でクジラと
共に海の旅を楽しんだり、アポロ宇宙船に乗って地球を離れて大空の彼方に旅立つ体験など、たくさんの
体験を通して地球のふしぎを解き明かすヒントを学んで行きます。そして、番組の最後に、宇宙に浮かぶ
地球のふしぎが、そのひみつが、解き明かされることでしょう。
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。
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 1 日（月）～19 日（金）
平日 12:15～

土日祝 10:00～、12:30～、15:00～

7 月 20 日（土）～31 日（水）
毎日 10:00～、12:30～、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

サイエンス・ショウ（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容
「とべ☆ロケット！！」
ペットボトルロケットを飛ばしたり、ロケットが飛ぶしくみを紹介します。
・7 月 20 日（土）～31 日（水）毎日
対

14:00～

各日約 30 分

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）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：「とべ☆ロケット！！」7 月 20 日（土）～31 日（水）毎日
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・ミニトーク「太陽系のひみつ～どのくらい大きいの？～」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容
ステージ上に太陽系を再現しながら、その大きさを体感します。
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）
開館時間：9:30～17:00（入館は 16:00 まで）
休館日：第 1・3 火曜日、年末年始、臨時休館
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：7 月 20 日(土)～7 月 31 日(水) 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

上溝夏祭り (相模原市)

イベント内容
上溝夏祭りは、7 月下旬の土・日に開催される上溝に江戸末期
から伝わる伝統と歴史を誇る祭りで、上溝商店街通りを歩行者
天国にして開催されます。日曜日の夕方頃から郷土に古くから
伝わる 20 基の御輿と 8 台の山車が各町内から商店街通り本町
交差点の祭典本部前に大集合して御輿の渡御と山車の運行が
始まります。夜のとばりがおりる頃には、それぞれの御輿に提灯
の灯がともり、祭りの華やかさが演出されます。

開催日：7 月 27 日(土)～7 月 28 日(日)
場 所：上溝商店街通り
お問合せ：上溝夏祭り実行委員会事務局（上溝まちづくりセンター内）
電話番号：042-762-0079
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kouminkan/kamimizo-k/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17181

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」。
地場産野菜や干物、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：7 月 28 日(日)
午前 7 時 00 分から午前 8 時 00 分まで

場 所：平果地方卸売市場
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=ek17164
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横浜市
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。

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

ハマユウ

：

天神島臨海自然教育園

ハマユウ・ハマボウの自然群落の北限地である天神島とその沖合 200 ｍに浮かぶ笠島
及びその周辺水域は自然の姿をとどめ、海浜動植物の宝庫として学術上貴重な場所とな
っている。また、景観にも優れているところから、県指定天然記念物及び市臨海自然教
育園ともなっている。

秦野市

：

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。

以上、ご案内申し上げます。
（公社）神奈川県観光協会

