令和元年 9 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「自由研究にピッタリ！
この夏は惑星を見たい！！ 木星・土星スペシャル」（小学校高学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容
夏休みといえば、夏祭りに花火大会！

夏のイベントの帰り道、夜空を見上げてみませんか？

今年の夏の

オススメは、太陽系の惑星、木星と土星です。木星のしま模様の仕組みや土星の環の正体など、不思議がいっ
ぱいな木星・土星のひみつに迫ります。また、夏休みの宿題によく出る「夏の大三角」についてもお話します。
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
2019 年 9 月 1 日(日)
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）

交通アクセス
JR 京浜東北・根岸線「洋光台駅」より徒歩 3 分。

お問い合わせ
はまぎん こども宇宙科学館

電話番号
045-832-1166

URL
http://www.yokohama-kagakukan.jp
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17412

サイエンス・ミニトーク「宇宙のきほん～宇宙って無重力なの？～」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容
身近な道具を使い、無重力という現象を確かめます。
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：9 月 1 日(日) 11:30～ 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=ek17406

わくわくワークショップ 科学工作教室「コインが消える貯金箱」（小学生以上） (横浜市)

イベント内容
立方体の箱を組み立て、惑星が浮かんでいるように見えるオブジェの貯金箱を作ります。鏡の反射を解説し、
数学的な立方体の展開図などを学ぶことができます。
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。
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：9 月 1 日（日）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 1F 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=ek17403

ミニ実験「いろんな

シャボンまく」「かんじてみよう

目のしくみ」（幼児～大人向け） (横浜市)

イベント内容
「いろんな

シャボンまく」

シャボン玉の膜に注目し、その性質や、シャボン玉が丸くなる理由を紹介します。
「かんじてみよう 目のしくみ」
色、立体、錯視の実験を通じて、私たちの目のしくみに迫ります。
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：9 月 1 日(日) 「いろんな シャボンまく」10:30～
「かんじてみよう 目のしくみ」15:15～

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=ek17400

田名八幡宮の獅子舞 (相模原市)

イベント内容
一度は中断していましたが、昭和 49 年に地域の人々の
努力で復興した伝統行事です。毎年 9 月 1 日の田名
八幡宮の例大祭の時に奉納されます。 慶安年間に
伝えられたと言われる、一人立ち三匹獅子舞で、男獅子、
女獅子、子獅子、バンバ、天狗、花笠、唄手と笛で
構成され、舞の後半には「女獅子隠し」があります。
開催日：9 月 1 日(日)
※道行・奉納等の時間については、確認でき
次第ご案内いたします。

場 所：田名八幡宮（相模原市中央区水郷田名 1-8-28）
お問合せ：相模原市教育委員会 文化財保護課
電話番号：042-769-8371
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17393

企画展

「なばたとしたか こびとづかんの世界」 (川崎市)

イベント内容
2006 年の刊行以来、多くの人びとを惹きつけている、なばたとしたか
（1977～）の「こびとづかん」シリーズ。一度見ると忘れることの
できない強烈な印象を与えるこの作品に人びとが興味と関心を持ち続ける
理由は、読む者がコビトの実在する世界にいつの間にか入り込んでしまう
から。日常でふと感じる不思議な気配やできごとの正体としてコビトを
描くことで、なばたは個性的ながら私たちに親しみやすい作品を生み
出してきました。本展では、「こびとづかん」シリーズの原画やスケッチ、
なばた自身が制作したフィギュアなどを展示。書籍では感じきれない
力強さと緻密さを伝えます。同時に、合わせて同シリーズ以外の絵本
作品や、なばたが過去に描いてきた絵画作品など 200 点以上を紹介し、
その独特な世界にせまります。
協力：ロクリン社・ナバーランド、企画：株式会社オフィス渋谷
＜関連イベント＞
■なばたとしたか サイン会
（1）9 月 8 日（日）13：00～ （2）同日 15：00～
1F 逍遥展示空間/

各回先着 30 名

※対象商品の販売は 9：30 開始

当日、ミュージアムショップにて対象商品を購入された方、各回先着 30 名に整理券を配布。
■「こびと探し」スタンプラリー
会期中、展示室入口にてスタンプ用紙を配布します（展覧会を観覧される方が対象）。
館内各所に隠れた “コビト” を探してスタンプを集めます。
開催日：開催中～9 月 8 日(日) 9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
【休館日】月曜日
【観覧料】一般

600 円（480 円）/

学生・65 歳以上

450 円（360 円）/

中学生以下 無料

※（）内は 20 名以上の団体料金。障害者手帳等をお持ちの方およびその介護者は無料。

場 所：川崎市市民ミュージアム 2F 企画展示室 1 （中原区等々力 1-2）
お問合せ：川崎市市民ミュージアム
電話番号：044-754-4500
https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/17581/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17260

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：開催中 ～ 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/

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：開催中～9 月 13 日(金) 9：30～17：00

場 所：日本民家園 旧原家住宅
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=ek17064

日本郵船歴史博物館「コンサート in ミュージアム」開催のご案内
（横浜音祭り 2019 パートナー事業） (横浜市)

イベント内容
日本郵船歴史博物館では毎月第 2 土曜日にクラシックコンサートを開催
しています。入館料のみでお楽しみいただける気軽な生演奏のコンサートです。
皆さまのご来館をお待ちしております。
◇料

金：入館料のみ（ご予約不要）

◇演

目：ソプラノ：畑中 紫甫
■紅 葉

ピアノ:前田 菜月
作詞: 高野 辰之

作曲: 岡野 貞一

編曲: 源田 俊一郎
■赤とんぼ

作詞: 三木 露風

作曲: 山田 耕筰

■横浜は、バラの街

作詞: 荏本 敦子

作曲吉田 考古麿

■喜歌劇「こうもり」より

公爵様、あなたのような方は

作曲: ヨハン・シュトラウス 2 世 ほか
ユーフォニアム: 中本 利輝、伊藤 優晶
テューバ: 今川 英悟
■もののけ姫メドレー もののけ姫 ほか

■上を向いて歩こう

作曲: 久石 譲

編曲: 島津 秀雄

作曲: 中村 八大

編曲: 高橋 宏樹

■見上げてごらん夜の星を
■明日があるさ

作曲: いずみ たく

編曲: 高橋 宏樹

作曲: 中村 八大

編曲: 高橋 宏樹

ほか

※演奏は「市民に生の音楽を」と活動している横浜市民広間演奏会会員の皆さまによるものです。
■■日本郵船歴史博物館

施設情報■■

・開館時間：10 時~17 時（最終入館は 16 時半まで）
・休 館 日：月曜日（祝日の場合開館、翌平日休館））、臨時休館日
・入 館 料：一般 400 円、中高生、シニア（65 歳以上）250 円、小学生以下無料、
障がい者手帳および特定疾患医療受給者証ご提示の方は無料（含む介護者 1 名）

開催日：9 月 14 日(土)
1ｓｔステージ 14：00～14：40 / ２nd ステージ

15：20～16：00

※２回のステージは同じ演目です。

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
https://museum.nyk.com/event/concert_201909.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17388

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！ (相模原市)

イベント内容
若者を中心にしたチームが鳴子を持って自由なパフォーマンスを
楽しむ演舞です。各チームが、工夫を凝らした衣装を身にまとい、
オリジナルの曲に合わせ、路上などの特設ステージにくりひろげ
られます。エネルギッシュで、ダイナミックな踊りが特徴です。
また、全参加チームでの総踊りは迫力満点で、観客も思わず引き
込まれてしまいます。
開催日：9 月 15 日(日)

午前 10 時 10 分～午後 4 時

※交通規制は午前 9 時 30 分~午後 5 時まで

場

所：市道古淵駅前通
（古淵駅前交差点からイオン相模原店前）ほか

お問合せ：相模原よさこい RANBU！
実行委員会事務局（青史堂印刷内）

電話番号：042-748-3921
http://www.sagamiharayosakoi.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17396

番田神代神楽 (相模原市)

イベント内容
天明 8(1788)年に神楽奉仕に命ぜられたのがきっかけで始まったと
伝えられています。市の指定無形民俗文化財の一つです。
現存しているものは、日本神話を題材とした 20 ほどの黙劇
（もくげき）で、すべて面つけで演じられます。
郷土の民俗芸能の特色を強く残しており、現在も

各地でお祭りなどの際に奉納されています。

開催日：9 月 15 日(日) 神楽殿奉納 午後 3 時頃から
場 所：亀ヶ池八幡宮（相模原市中央区上溝 1678）
お問合せ：相模原市教育委員会 文化財保護課
電話番号：042-769-8371
http://www.kamegaike.jp/event/reisai.php
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17395

鶴岡八幡宮例大祭 (鎌倉市)

イベント内容
例大祭は神社で最も大切な祭典であり、文治 3（1187）年、源頼朝公により行われた放生会が始まりです。
14 日(土）宵宮祭（18:00～）。
15 日(日）例大祭（10:00～）、神幸祭（13:00～）。
16 日(月・祝)：流鏑馬神事(13:00～)、鈴虫放生祭(17:00～)

開催日：9 月 14 日(土) ～ 9 月 16 日(月・祝) 毎年同日
場 所：鶴岡八幡宮
お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
御霊神社例祭と面掛行列 (鎌倉市)

イベント内容
五穀豊穣を祈る鎌倉神楽をあげます。面掛行列では伎楽、舞楽、また田楽面をつけた 10 人の面掛衆が神輿の
行列とともに繰り出し、星の井通りを中心に練り歩きます。

開催日：9 月 18 日(水)
・正午～

例祭

・13 時～

鎌倉神楽

・14 時 30 分頃～15 時 30 分頃

面掛行列

＊雨天の場合は中止。
当日の開催有無については、鎌倉市観光課（電話：0467-61-3884）までお尋ね下さい。

場 所：御霊神社
電話番号：0467-22-3251
【平塚美術館：特集展】所蔵品展「鳥海青児とその時代

半世紀ぶりの公開《瀬戸の山》」 (平塚市)

イベント内容
鳥海青児(ちょうかいせいじ)は平塚を代表する油彩画家です。
開館以来、鳥海の顕彰に努めてきた平塚市美術館ではタブローや
デッサン等を合わせると 160 点を超える作品を有し、その画業を
間断なく追うことができます。今般、戦前の作である《瀬戸の山
1941 年》が新たに収蔵され、1971 年に開催された鳥海生前の
最後の自選展以来、48 年ぶりとなる作品の公開を記念して鳥海青児
の画業を振り返りつつ、交友のあった画家たちの作品を紹介します。

開催日：6 月 29 日(土)～9 月 23 日(月)
9 時 30 分から 17 時まで(最終入場は 16 時 30 分まで)

写真：鳥海青児《沖縄風景》1940(2)

※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

写真：鳥海青児《瀬戸の山》1941(1)

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/art-muse
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17155

企画展

「妖怪／ヒト

ファンタジーからリアルへ」 (川崎市)

イベント内容
妖怪は、古代から科学では説明できない現象を引き起こし、人々に
恐れられてきた存在です。不可思議な現象だけでなく異形の存在も
また、妖怪になぞらえて伝えられています。長らく人智を超えた存在
として認識されてきた妖怪ですが、江戸時代以降は、鳥山石燕（とり
やませきえん）による『画図百鬼夜行』に代表される出版物を通して、
時にユーモラスな存在として人々に親しまれてきました。一方で、近代
を迎え科学技術が発達すると、妖怪のような目に見えない存在よりも、
人間そのものによって生みだされる欲望や恐怖が浮き彫りになっていき
ます。明治時代には、日清戦争・日露戦争という二度の戦争によって、
人間による所業の恐ろしさが強調されていきました。本展では、近世
から近代にかけて人々が抱いた恐怖や畏怖の対象が、妖怪から人間
――ファンタジー＜異界＞からリアル＜現実＞になっていく様子を、
「妖怪」と「ヒト」の境界線に注目し、市民ミュージアムの多様な収蔵
品約 100 点から辿ります。
＜関連イベント＞
■妖怪影絵巻
自分の影を映像としてとらえたアニメーションを描く、映像体験ワークショップです。
講師：松本力（絵かき、映像・アニメーション作家）
9 月 7 日（土）13：00～16：30 ※要事前申込（抽選）
3F 体験学習室/

500 円（材料・保険料込）/小学生以上（小学生は保護者同伴）定員 10 組 20 名

申込期間：受付中～8 月 22 日（木）
■視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ
9 月 22 日（日）13：00～15：00 ※要事前申込（抽選）
2F 企画展示室 2/ 定員 7 名/

500 円/ 要観覧券

申込期間：受付中～9 月 13 日（金）
開催日：開催中～９月２３日（月祝）
【開館時間】9：30～17：00（入館は 16：30 まで）
【休館日】月曜日（ただし 9 月 16 日、9 月 23 日は開館）、9 月 17 日（火）
【観覧料】一般

200 円（160 円）/

学生・65 歳以上

150 円（120 円）/

中学生以下

無料

※（）内は 20 名以上の団体料金。障害者手帳等をお持ちの方およびその介護者は無料。

場 所：川崎市市民ミュージアム 2F 企画展示室 2 （中原区等々力 1-2）
お問合せ：川崎市市民ミュージアム
電話番号：044-754-4500
https://www.kawasaki-museum.jp/exhibition/16862/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17261

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製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、その場で作製します。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：9 月 11 日（水）、25 日（水） 12:00～15:00（随時受付）
場 所：はまぎん こども宇宙科学館 1F 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=ek17408

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：9 月 6 日（金）～27 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=ek17409

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：開催中～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

ウィークエンドレクチャー「地球から見た月・月から見た地球」（小学校高学年～大人向け） (横浜市)

イベント内容
地球から見た月には、肉眼でも模様が見え、満ち欠けする様子も観察することができます。では、もし月から
地球を見ることができたら、どのように見えるのでしょうか。ちょっと不思議な月から見た地球についてお話
しします。
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：9 月 1 日（日）～29 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=ek17399

わくわくワークショップ 科学工作教室「"レプリカ"ノーベル賞メダル」（小学生以上） (横浜市)

イベント内容

これであなたもノーベル受賞者？！ノーベル賞のメダルにそっくり
な記念メダルを作ります。ノーベル賞の歴史や日本人ノーベル賞受
賞者のことも紹介します。
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：300 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。
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：9 月 7 日（土）、8 日（日）、15 日（日）、16 日（月・祝）、21 日（土）、22 日（日）、
23 日（月・祝）、28 日（土）、29 日（日）
10:00～、11:00～、13:00～、14:00～、15:00～

各回約 30 分

場 所：はまぎん こども宇宙科学館 1F 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=ek17404

サイエンス・ショウ 「空気であそぼ！」（幼児~大人向け） (横浜市)

イベント内容
身近な道具を使った実験で、目には見えない空気の力を確かめます。
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：9 月 7 日（土）～29 日（日）土日祝 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=ek17401

若あゆかかしフェスティバル (相模原市)

イベント内容
市内の園児・小中学生が制作した「かかし」が、秋の稲穂がゆれる
田んぼの前に一同に並びます。子供達のアイディアを凝らした
ユニークな作品が勢揃いしています。
また、展示期間中は「かかしフェスティバル」へのご感想を受け付け
しています。お気に入りのかかしや気になるかかしがありましたら、
コメントをお寄せください。
（注）お寄せいただいたコメントの一部を相模川ビレッジ若あゆの
ホームページに掲載させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
開催日：9 月 7 日(土)～9 月 29 日(日)
※荒天時は、一時的にかかしを撤去させていただく場合があります。

場 所：若あゆ第 1 水田周辺(自然の村公園入口手前)
お問合せ：相模川自然の村野外体験教室ビレッジ若あゆ
電話番号：042-760-5445
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/wakaayu/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17394

「遙かな友に」道志川合唱祭 (相模原市)

イベント内容
青根の清流・道志川のほとりで行われる合唱祭です。青根の地で生まれた合唱曲「遙かな友に」を作詞作曲
した磯部俶先生の功績を称え、県内外の合唱愛好者の皆さんが集い開催されます。合唱団の皆様によるステー
ジ発表の他、特別ゲストのボニー・ジャックスによるオン・ステージが行なわれます。当日は地域の皆さんに
よる地域特産品の販売も行われ秋の味覚も楽しめます。
開催日：9 月 29 日(日) 午前 10 時～午後 3 時 40 分まで

※小雨決行

場 所：青根緑の休暇村センター・いやしの湯周辺特設ステージ
お問合せ：磯部俶記念『遙かな友に』道志川合唱祭実行委員会事務局 津久井まちづくりセンター内
電話番号：042-780-1403
http://www.doshigawa-gasshousai.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17397

岡本太郎美術館 20 周年記念展
これまでの企画展みんな見せます！ 前期／岡本太郎・縄文から現代へ (川崎市)

イベント内容
生前の岡本太郎氏から川崎市が 2 千点におよぶ主要作品の寄贈を受け
1999 年 10 月 30 日に岡本太郎美術館が開館し今年で 20 年を迎え
ます。岡本太郎美術館では開館以来、常設展示室での収蔵作品展示の
ほかに、企画展として、「岡本太郎を顕彰し、その芸術性を探るもの」
「岡本太郎が交流した作家とその時代」「芸術と社会との関り」を
企画展のテーマとして展覧会を開催してきました。20 年の間にこれら
の企画展は約 60 回となります。開館 20 周年の記念として、これまで
に開催してきた企画展を振り返り、展覧会を象徴する代表作品や資料を
抽出し展示する展覧会を前期と後期に分けて開催します。
前期展では、岡本太郎の多面的な活動の足跡と、縄文土器から民族の
源流を探るフィールドワークの旅、そして岡本太郎と関わりの深い同
時代の作家を紹介します。本展を通じてこれまでの展覧会を振り返り、
今後の美術館の更なる役割を見出すきっかけとしたいと考えています。
【観覧料】
一般 1,000(800)円、高・大学生・65 歳以上 800(640)円、中学生以下は無料
※(

)内は 20 名以上の団体料金

【開館時間】
9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
【休館日】
月曜日（9 月 16 日、9 月 23 日、10 月 14 日を除く）、9 月 17 日（火）、9 月 24 日（火）
開催日：開催中～１０月１４日(月祝)

場 所：川崎市岡本太郎美術館 企画展示室
お問合せ：川崎市岡本太郎美術館
電話番号：044-900-9898

(多摩区枡形 7-1-5 生田緑地内)

http://www.taromuseum.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17231

箱根関所設置 400 年記念事業

「箱根芦ノ湖”夢”劇場」 (箱根町)

イベント内容
芦ノ湖でしばし浮世を離れ、夢の中で遊んでみませんか？

今年は、箱根関所設置 400 年記念！箱根関所では、「箱根芦ノ湖”夢”劇場 第一幕」を開演しています。
江戸時代を体感できる箱根関所で繰り広げられる主なイベントをご紹介しますので、ぜひお越しください！
※この他にも「箱根芦ノ湖”夢”劇場」では、芦ノ湖を囲む、恩賜箱根公園（0460-83-7484）、
森のふれあい館（0460-83-6006）、箱根駅伝ミュージアム（0460-83-7511）でも楽しい
イベントを用意しております。詳細等につきましては、各施設までお問い合わせください
（箱根関所）http://www.hakonesekisyo.jp/
（恩賜箱根公園）http://kanagawa-park.or.jp/onsisite/
（森のふれあい館）https://www.hakone.or.jp/morifure/
（箱根駅伝ミュージアム）http://www.hakoneekidenmuseum.jp/
（箱根町観光情報ポータルサイト）https://www.hakone.or.jp/5506?gana=event
（箱根関所設置 400 年記念 特設ホームページ）https://growin.co/hakone400/

開催日：詳細等につきましては、各施設までお問い合わせください。
場 所：（箱根関所）（恩賜箱根公園）（森のふれあい館）（箱根駅伝ミュージアム）
令和元年度特別展「アオバトのふしぎ?森のハト、海へ行く～ (小田原市)

イベント内容
若草色の羽が美しいアオバトは、普段は丹沢の森にくらしていますが、春から秋にかけて、毎日のように群れ
で大磯町の海岸に舞い降りて海水を飲む姿が観察されています。地元で 30 年以上も観察を続けている「こま
たん」との共催により、アオバトの一風変わった生態を標本や写真で紹介します。

開催日：開催中～11 月 10 日(日) ９：００～１６：３０（入館は１６時まで）
場 所：神奈川県立生命の星・地球博物館 特別展示室
お問合せ：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課
電話番号：（０４６５）２１-１５１５
http://nh.kanagawa-museum.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17216

企画展示「おこさまとのくらし‐岡上の養蚕信仰‐」 (川崎市)

イベント内容
平成 29 年度に川崎市地域文化財顕彰制度が創設され、民家園で収蔵する
蚕影山祠堂関係資料一式が決定されました。これを記念し、岡上地区で伝承
されてきた養蚕にまつわる信仰を紹介します。
開催日：7 月 3 日(水)～11 月 24 日(日)
9：30～17：00（11 月は

～16：30 まで）

場 所：川崎市立日本民家園 本館企画展示室 (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=ek17202

「（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「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

中高生 1,000 円

小学生 800 円

未就学 （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）
※横浜クルーズは、通年運航のご案内です。

開催日：開催中 ～
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。詳しくは運航日程をご覧下さい。

場 所：赤レンガ倉庫
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
http://www.yokohama-cruise.com/

女性スタッフチーム「F-STYLE PROJECT」考案による
富士屋ホテルの温泉水を使用した入浴パウダーの販売を開始！ (箱根町)

内

容：富士屋ホテル株式会社では、女性スタッフプロジェクトチーム「F-STYLE PROJECT」考案による
富士屋ホテルの温泉水を使用した入浴パウダーの販売を開始いたしました。明治 11 年（1878 年）
の創業当時よりお客様にお楽しみいただいている富士屋ホテルの温泉をご家庭やギフトでお気軽に
お楽しみいただきたいという想いより今回の商品開発にいたりました。香りは、富士屋ホテル館内の
アロマのベースとなっているヒノキを、湯色には朝もやに包まれる箱根の森林をイメージした淡緑色
を採用いたしました。パッケージのデザインには 1960 年代に英字新聞に描かれた富士屋ホテルの
イラストをノスタルジックに再現しており、プレゼントやお土産にもおすすめの商品です。
富士屋ホテル 入浴パウダー商品概要
【商品名】 富士屋ホテル 入浴パウダー
【成分区分】 入浴用化粧品
【主な配合成分】 硫酸 Na、炭酸水素 Na、メタケイ酸 Na など
【香 り】 ヒノキ
【 色 】 淡緑乳白色（薄く緑がかった乳白色）
【サイズ】 外箱-高さ 130mm×幅 100mm×奥行 50mm
個包装- 縦 123mm×横 83mm
【取扱店舗】 富士屋ホテル別館 菊華荘
富士屋ホテル倶楽部（オンラインショップ）
【金額】 1,500 円（税別）
【内容量】 1 セット（25ｇ個包装×7 包）
【備考】 本品は温泉の湯を再現するものではありません。

開催日：6 月 1 日（土）
場 所：【取扱店舗】富士屋ホテル別館 菊華荘 ・ 富士屋ホテル倶楽部（オンラインショップ）
http://www.fstyle-fujiya.com/item/i_f-style-produce/

ロイヤルウイング×横浜湘南ラジオドラマ Cafe「ラジオドラマ

洋上の贈り物」放送開始！ (横浜市)

イベント内容
レストラン船ロイヤルウイングが、エフエム戸塚"横浜湘南ラジオドラマ café"とコラボし、
2019 年 4 月より 1 年間ラジオドラマの放送が決定!!
船の上で過ごす特別な時間を、季節感とともに描きます。
【ラジオドラマ「洋上の贈りもの」】
日

程：開催中 ～ 2020 年 3 月 計 12 回

時

間：10：00～10：53 内

毎月第 1 月曜日

7 分間 （再放送 14:00〜・19:00〜）

番組名：エフエム戸塚「横浜湘南ラジオドラマ café」
視聴範囲：周波数 83.7MHz

横浜市戸塚区及び周辺地域

FM 聴アプリ等でも視聴可能です。

脚本・演出：渡辺ともこさん
声の出演：劇団とっつ Shige さん、川島大輔さん、こうこさん、渡辺ともこさん
お問合せ：株式会社ロイヤルウイング

電話番号：045-662-6125
https://www.royalwing.co.jp/news/media/2019/post-49.php
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横浜市

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

横須賀市

コスモス：くりはま花の国

自然の地形を生かした緑豊かな公園。 首都圏の花の名所として有名なポピー・

コスモス園では約２ha の畑に春はシャーレ－ポピー、秋はコスモスがそれぞれ
１００万本咲き誇ります。花の国の中には、ゴジラの滑り台、45m のローラー
滑り台などのある「冒険ランド」、130 種 3 万株のハーブ園には季節のハーブ
をブレンドしたハーブ足湯「湯足里（ゆったり）」富士山も臨める展望台の
ある「芝生広場」各県の木を集めた「県木の広場」約 200 種 300 本の
「つばき園、樹木園」があり全て無料で楽しめます。高低差のある広い園内
には、蒸気機関車型のバス「フラワートレイン」（有料）が運行しています。
隣接する有料施設は、パークゴルフ場、アーチェリー、エアライフル場が
あります。四季折々の草花を眺めながら散策を楽しめます。
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。

鎌倉市

ハギ：宝戒寺

ハギの寺と呼ばれるとおり境内は約 600 本のシラハギに埋もれる。また、
境内の一隅に咲く白いヒガンバナは珍しい。ウメも 20 本ほどあり、本堂前の
「宗園梅」と命名されたシダレウメは見事である。ボケヤブミョウガの花も
見られる。

ハス：光明寺（こうみょうじ）
大本山光明寺の創立は鎌倉時代、寛元元年（1243 年）と伝えられ、開山は
浄土宗第三祖良忠上人記主禅氏。小堀遠州の作といわれる本堂左手の記主池に
は大賀一郎博士が発掘した千年前のハスの実といわれるものから育てられた
紅バスが池一面に咲く。４月上旬、境内いっぱいに咲くサクラも見事。

二宮町

コスモス：吾妻山公園

標高 136.2m の吾妻山公園の山頂付近には、四季折々の花が咲く。菜の花、
さくら、ツツジ、アジサイ、コスモスなど。相模湾や伊豆・箱根連山、富士山、
丹沢が一望できる。芝生広場ではゆっくりと過ごすことができる。
※通常の開花時期と異なりますので、ご注意ください。
箱根町

ススキ：仙石原高原

秋の仙石原高原はあたり一面、風に波打つススキの原となる。台ヶ岳バス停
から仙石高原バス停の間の道路から台ヶ岳斜面にかけて見渡すかぎり、ススキ
の原が続く。ススキの中には小さな道があり、手軽なハイキングが楽しめる。
［問合せ］箱根町観光産業課

0460(85)7410

箱根町観光協会 0460(85)5700
伊勢原市

ヒガンバナ：日向薬師周辺

日向薬師の周辺、日向地区は大山の子易地区とともにヒガンバナが多く見られ、
「彼岸花の里」と呼ばれている。季節になると堤防や畔道が赤く染まり、黄金
色に実った稲穂とのコントラストが素晴らしい。

座間市

ヒマワリ：座間ひまわり広場

毎年 7 月下旬から 8 月にかけて、約 55 万本のヒマワリが咲き誇ります。
遊休農地の有効利用を図ろうと、座間市ひまわり推進協議会
（事務局：さがみ農協営農センター）が中心になり活動を行っています。

以上、ご案内申し上げます。
（公社）神奈川県観光協会

