令和元年 12 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。

＜神奈川県立四季の森公園＞クリスマスリースづくり (横浜市)
公園の管理作業で出たつるや実などを使って、オリジナルのクリスマスリースを作ります。
公園スタッフがサポートしますので、初めての方でも安心です。
1.開催場所：ビジターセンター会議室（公園北口）
2.集

合：開催時刻に開催場所に集合

3.定

員：各回先着 20 名

(定員になり次第受付終了)

4.参加費：300 円／クリスマスリース 1 個
5.参加方法：事前申込み (管理事務所（公園北口）に来所、もしくは電話にてお申込み下さい）
申込み受け付け開始日時：11/20 9 時よりの予定
開催日：12 月 1 日(日)
（1）13:00～14:00
（2）14:30～15:30
場

所：神奈川県立四季の森公園 ビジターセンター会議室（公園北口）

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

＜神奈川県立四季の森公園＞はじめての草笛教室 (横浜市)
草笛初心者向けの教室です。葉の選び方や持ち方、息の出し方などを学び、音を出せるように練習します。
1.開催場所：ビジターセンター会議室（公園北口）
2.集

合：開始時刻に開催場所

3.定

員：な

し

4.参加費：無

料

5.参加方法：ビジターセンター会議室（公園北口）に集合（事前申込み不要)
開催日：12 月 5 日(木) 10:00～11:00
場

所：神奈川県立四季の森公園 ビジターセンター会議室（公園北口）

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

秋葉山火防祭

（毎年 12 月 6 日） (小田原市)

秋葉山火防（ひぶせ）祭」は、修験者装束の山伏が天下泰平の祈願や山伏問答をした後、オキの火の上を渡る
「火渡り」の儀式が行われ、無病息災を願います。
開催日：12 月 6 日 午後 3 時～8 時 (午後 7 時から火渡り）
場

所：秋葉山量覚院

（小田原市板橋 544）

お問合せ：秋葉山量覚院
電話番号：0465-22-6025

令和元年度綾瀬市イルミネーション (綾瀬市)

イベント内容
■イベント内容
○12 月 7 日(土)：点灯式
○12 月 21 日（土）：イベント
■主催：綾瀬市イルミネーション実行委員会
開催日：12 月 7 日(土)～12 月 25 日(水)
場

所：綾瀬市役所南側広場 （ 綾北商店街、 バザール商店街 が独自で実施するイルミネーションと連携）

お問合せ：綾瀬市役所商業観光課
電話番号：0467-70-5685

＜小田急 箱根ハイランドホテル＞箱根の自然を親子で楽しめる『どんぐり拾いプラン』新発売！ (箱根町)

イベント内容
◆箱根の自然を親子で楽しめる『どんぐり拾いプラン』新発売！
～箱根・仙石原に建つ高原リゾート“小田急 箱根ハイランドホテル”では、10 月 1 日（火）から、子供連れ
限定 1 泊夕・朝食付き『親子どんぐり拾いプラン』を新発売。子供と一緒にホテルの広大な庭園でどんぐり拾いを
楽しみ、存分に自然と触れ合う、秋ならではの過ごし方を提案します。特典は「どんぐり栽培キット」など３つの
「自然ふれあいグッズ」を用意し、子供の１泊朝食付き。どんぐり拾いを通じて親子の交流を深める、秋限定プラン
で子供と特別な休日を過ごせます。～
◆◆◆

子供連れ限定 1 泊夕・朝食付き『親子どんぐり拾いプラン』

◆◆◆

＜期

間＞

10 月 1 日(火)～12 月 8 日(日) ※除外日：10/12・13、11/2・3

＜料

金＞親子合計 ４６，３００円～
＊1 室大人 2 名、子供 1 名でスタンダードツイン利用の場合の料金。
＊この料金には、夕食（大人 2 名分）・朝食（大人 2 名分・子供 1 名分）・室料・サービス料・
消費税・入湯税が含まれます。
＊大人の朝食は、「フレンチジャポネの朝食」、「アメリカンブレックファーストの朝食」、
「和朝食」から選べます。
＊子供の朝食は「お子様メニュー」をご用意。
＊チェックイン／14:00

チェックアウト／12:00

＊子供（未就学児~小学生）連れの方のみご利用いただけます。
＜夕

食＞
ラ・フォーレコース
※子供のご夕食を希望の際は、2,800 円か 4,800 円のコースからお選びいただき、別途頂戴いたします。

＜特

典＞
・ハイランドホテルオリジナルお散歩バッグ
・「森のふれあい館」オリジナル工作キット
・どんぐり栽培キット（ホテルオリジナルどんぐり育て方シート・植木鉢・用土）
・子供 1 名分 1 泊朝食付き

開催日：10 月 1 日(火)～12 月 8 日(日)
場

所：小田急 箱根ハイランドホテル

お問合せ：箱根ハイランドホテル
電話番号：0460-84-8541
http://www.hakone-highlandhotel.jp/

【特集展】秋の所蔵品展

異界への扉 (平塚市)

「異界」とは人々の日常世界や生活世界の外側にあると考えられている世界です。本展では「異界」をキーワードに
所蔵作品を紹介します。生と死や意識と無意識が重なり合う「境界」と、想像上の生き物や風景、或いは神仏や仙界
を描いた「異界の風景」という観点から見ていきます。常ならざるものや人ならざるものの表現をお楽しみください。
開催日：10 月 5 日(土)～12 月 8 日(日) 9 時 30 分から 17 時まで(最終入場は 16 時 30 分まで)
※月曜日休館（11 月 5 日（火）は休館）
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=ek17716

＜県立大磯城山公園＞第１2 回花とみどりのフォトコンテスト入賞作品展 (大磯町)
（公財）神奈川県公園協会が実施している県立都市公園
・自然公園を対象とした「第１２回花とみどりのフォトコンテスト」で、

皆様から応募された作品の中から入賞した作品３８点を展示します。
四季折々の風景、公園で楽しく遊ぶ子供たちやイベントの様子など魅力あふれる県立公園の姿をお楽しみください！
なお、応募作品の審査は、１０月中旬に実施される予定です。
※荒天時休館
・入場料：入場無料
・主

催：県立大磯城山公園 指定管理者 (公財)神奈川県公園協会
・湘南造園（株）グループ

・駐車場：土日祝日 有料
開催日：11 月 30 日(土)～12 月 8 日(日) 9:30～16:00
場

所：北蔵ギャラリー

お問合せ：大磯城山公園管理事務所
電話番号：0463-61-0355

相模原クリスマスマルシェ (相模原市)

子どもはもちろん、むかし子どもだったひとにもどこか心を浮き立たせるクリスマスシーズン。
会場ブースには手作りならではのクリスマスグッズやオリジナルグッズの数々が並び、お気に入りを見つけられます。
キッチンカーや物販スペースでは話題のドリンクや食べ物を、特設ステージでは繰り広げられる音楽やダンスを
お楽しみいただけます。クリスマスを迎える日曜日のひと時をご家族やお友達とお過ごしください。
開催日：12 月 8 日（日）午前 10 時から午後 4 時 （店舗は午後 3 時 30 分まで）
場

所：相模原住宅公園（相模原市中央区向陽町 1-17）

お問合せ：相模原マルシェ実行委員会
電話番号：080-6668-7202
https://handmade-art.net/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17865

＜神奈川県立四季の森公園＞わんちゃんのしつけ方教室 (横浜市)
ジャパンケネルクラブ公認訓練士が、基本の命令（おすわり、待て、など）を日々どのようにトレーニングすれば
良いかや、ワンちゃんの性格を踏まえて困っていることの解決法をお教えします。
1.開催場所：野外ステージ横スポーツ広場
2.集

合：開催場所に集合

3.定

員：先着 10 頭

4.参加費：500 円／ワンちゃん
5.参加方法：事前申込み（管理事務所（公園北口）に来所、もしくは FAX にてお申込み下さい）
6.その他：雨天中止
※狂犬病・混合ワクチンを 1 年以内に接種していること
※当日は首輪を必ずワンちゃんにつけてご参加ください
7.持ち物：ワンちゃんのおやつ
開催日：12 月 8 日(日) 13：30～15：00
場

所：神奈川県立四季の森公園 野外ステージ横スポーツ広場

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

＜神奈川県立四季の森公園＞自然観察会 『紅葉と蠟梅を楽しむ』 (横浜市)
四季の森公園で里山整備を行っている NPO 法人四季の森里山研究会による自然観察会です。
今回のテーマは今楽しめる里山の紅葉と蝋梅です。園内の紅葉を観察しながら説明していきます。
1.開催場所：公園内
2.集

合：開始時刻に管理事務所前（公園北口）

3.定

員：な

し

4.参加費：無

料

5.参加方法：管理事務所前（公園北口）に集合（事前申込み不要)
6.その他：雨天決行
開催日：12 月 8 日(日) 13:00～14:30
場

所：神奈川県立四季の森公園 公園内

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

天守閣特別展「伊勢宗瑞の時代」 (小田原市)
2018 年から２年間にわたり「北条早雲公顕彰五百年事業」を展開しており、今年は、小田原北条氏の初代伊勢
宗瑞（北条早雲）がこの世を去って 500 年の節目の年にあたります。今年の小田原城天守閣特別展は、伊勢宗瑞の
500 年忌に合わせ、最新の研究成果をご紹介するとともに、伊勢宗瑞が生きた時代にスポットをあて、宗瑞の肖像
画や発給文書（パネル展示）、ゆかりの遺跡で出土した発掘調査資料などを展示します。
＊会期中に一部展示替えを行います
天守閣単館券 一般 510 円（400 円）、小・中学生 200 円（160 円）
開催日：10 月 12 日(土)～12 月 10 日(火)

午前 9 時 00 分〜午後 5 時 00 分（最終入場は午後 4 時 30 分まで）
場

所：小田原城天守閣（天守閣 2・3・4 階展示室）

https://odawaracastle.com/event/modern-odawara-castle-ikusa-copy-copy.html

＜神奈川県立四季の森公園＞草笛で曲を吹こう (横浜市)
「草笛で曲が吹けるようになりたい！」という方におススメの教室です。強い音の出し方、音程の変え方などを学び、
曲が吹けるように練習します。
1.開催場所：ビジターセンター会議室（公園北口）
2.集

合：開始時刻に開催場所

3.定

員：な

し

4.参加費：無

料

5.参加方法：ビジターセンター会議室（公園北口）に集合（事前申込み不要)
開催日：12 月 12 日(木) 10:00～11:30
場

所：神奈川県立四季の森公園 ビジターセンター会議室（公園北口）

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

＜神奈川県立四季の森公園＞紅葉観察会 (手話通訳付き) (横浜市)
NPO 法人全国森林インストラクター神奈川会による観察会です。四季の森公園の秋を彩る『紅葉』をわかりやすく
解説します。手話通訳者が一緒に歩きます。聴覚障がいのある方も安心してご参加頂けます。
1.開催場所：公園内
2.集

合：開始時刻に管理事務所前（公園北口）

3.定

員：な

し

4.参加費：無

料

5.参加方法：手話通訳の必要な方は、お名前、ご連絡先、手話通訳要と明記の上、FAX、メール、もしくは
管理事務所窓口にて、12/13 までに申込み下さい。
（手話通訳を必要としない方は、事前申込み不要です）
6.その他：雨天決行
手話通訳付き
開催日：12 月 15 日(日) 13:00～14:30
場

所：神奈川県立四季の森公園 公園内

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

＜神奈川県立四季の森公園＞草園内一斉清掃 (横浜市)
公園の南口から北口広場まで園内各所を散歩しながらパトロールを行い、ゴミを拾うボランティア活動です。
・集

合：開始時刻に売店前（公園南口）

・定

員：な し

・参加費：無 料

※事前申込み不要
※ゴミ袋とトングは公園で準備します
開催日：12 月 15 日(日) 9:00～10:00
場

※雨天中止

所：神奈川県立四季の森公園 売店前（公園南口）

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

御鎮座記念祭 (鎌倉市)
鶴岡八幡宮が現在の姿に御鎮座した日を記念して執り行われます。境内の舞殿北側でかがり火が焚かれ、4 人の巫女
による「宮人（みやびと）の舞」や神職による「人長（にんちょう）の舞」が舞われます。浄闇の中、かがり火に
映える舞姿はまことに雅びで、800 年前の幽玄な世界が偲ばれます。
開催日：12 月 16 日(月)
10 時：祭典
17 時：御神楽
場

所：鶴岡八幡宮境内（神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-1-31

お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
https://www.hachimangu.or.jp/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17622

飯泉観音だるま市(毎年 12 月 17 日,18 日) (小田原市)
坂東三十三観音の五番札所として有名な飯泉山勝福寺（飯泉観音）では、関東地方で一番早くだるま市が開かれます。
境内には数多くのだるまを売る店の軒が並び、商売繁盛・家内安全を願う家族連れで賑わいます。
開催日：12 月 17 日
12 月 18 日
場

: 10 時から 22 時頃まで
:

所：飯泉山勝福寺

◎出店あり

9 時から正午過ぎまで
（小田原市飯泉 1161）

※17 日 16 時から 22 時は交通規制のため路線バスは「飯泉橋」から迂回
お問合せ：飯泉山勝福寺
電話番号：0465-47-3413
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17875

歳の市 (鎌倉市)
長谷寺の参道にだるまや暦、熊手など新年を迎える縁起物や菓子などを売る市がたつ。鎌倉で唯一残る、年の瀬の
風物詩。当日、長谷寺の拝観料は 8 時~16 時 30 分までは通常の 400 円、16 時 30 分~21 時頃までは無料拝観
となります。
開催日：12 月 18 日(水) 10 時頃～20 時頃まで
場

所：長谷寺門前、長谷寺

お問合せ：長谷寺
電話番号：0467-22-6300

＜神奈川県立四季の森公園＞親子クラフト教室 (横浜市)
様々な形や大きさの枝や木の実をみなさんのアイデアで組み合わせ、世界に唯一つしかない木工作品をつくります。
親子で是非ご参加ください。
1.開催場所：公園北口広場
2.定

員：な

し

3.参加費：500 円
4.参加方法：開催場所で参加受付（14:00 まで受け付け）（事前申込み不要)
5.その他：雨天中止
開催日：12 月 21 日(土) 10:00 より 15:00
場

所：神奈川県立四季の森公園 公園北口広場

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

＜神奈川県立四季の森公園＞お正月飾りづくり (横浜市)
稲わらで『お正月飾り』をつくります。まず、稲わらを編んでリースの基部を作り、ヒイラギの葉等を飾り付けて
お正月飾りを完成させます。公園スタッフがサポートしますので、わらを編んだことのない方も安心して参加でき
ます。
1.開催場所：ビジターセンター会議室（公園北口）
2.集

合：開催時刻に開催場所に集合

3.定

員：各回先着 15 名(定員になり次第受付終了)

4.参加費：300 円／お正月飾り 1 個
5.参加方法：事前申込み
※管理事務所（公園北口）に来所、もしくは電話にてお申込み下さい）
※申込み受け付け開始日時：11/25 9 時より
6.その他：対象：小学 5 年生以上
開催日：12 月 22 日(日)
（1）13:00～14:00
（2）14:30～15:30
場

所：神奈川県立四季の森公園 ビジターセンター会議室（公園北口）

お問合せ：神奈川県立四季の森公園
電話番号：045-931-7910

<原鉄道模型博物館>神奈川とともに『相模鉄道 100 年展』 (横浜市)

原鉄道模型博物館では、2019 年 10 月 9 日（水）~12 月 23 日（月）の期間中、「神奈川とともに相模鉄道
100 年展」を開催いたします。
◆神奈川とともに発展してきた 100 年のあゆみを紹介
相模鉄道は関東の大手私鉄の中で唯一、東京に線路が乗り入れていない鉄道です。
しかし、
この表現はまもなく過去形になります。本年 11 月 30 日、相鉄･ＪＲ直通線(西谷~羽沢横浜国大間 2.7km)
の開業により、東海道貨物線を経て湘南新宿ライン、埼京線と結ばれ、海老名～新宿間の相互直通運転が実現しま
す。さらに、羽沢横浜国大~日吉間の相鉄･東急直通線が開業する 2022 年度からは、東急電鉄東横線、目黒線と
の相互直通運転も予定されています。この二大プロジェクトの完成により、相鉄沿線から都内、あるいは新幹線へ
のアクセスは乗換えが不要になり、利便性は大幅に向上されます。
相模鉄道の設立は大正 6(1917)年 12 月 18 日ですが、この会社の路線は戦時中に国有化されＪＲ相模線と
なっています。それとほぼ同時期に設立された神中鉄道の路線が現在の相模鉄道になったのです。
当初は相模川で採取した砂利の輸送と販売を主体としていましたが、戦後は旅客輸送に重点が移り、横浜駅西口を
初めとする沿線の開発を進めるなど、神奈川の発展とともに歩んできました。
◆【展示内容紹介】（一部）
（1）相模鉄道 100 年の歴史…歴史を紐解く概要パネルとその時々のダイヤグラムなどを展示。
（2）相模鉄道歴代の車両…解説パネルと懐かしの「2000 系」の標識灯などを展示。
（3）映像コーナー・・・「相鉄･ＪＲ直通線の建設」などを放映。
開催日：10 月 9 日(水)～12 月 23 日(月) 10：00 より 17：00（最終入館 16：30）
場

所：<原鉄道模型博物館>横浜市西区高島 1-1-2 横浜三井ビルディング 2 階

お問合せ：原鉄道模型博物館
電話番号：045-640-6699
http://www.hara-mrm.com

<(株)ケーエムシーコーポレーション>
オセアンブルー モナコスタイル クリスマスディナークルーズ (横浜市)

オセアンブルーでのディナークルーズプランです。お料理とサービスはヨコハマグランドインターコンチネンタル
ホテルのスタッフが担当。聖夜にふさわしいスパークリングワインで乾杯。モナコヨットライフをフィーチャーした
フルコースディナーとおもてなしをお楽しみください。目くるめくベイエリアの夜景を眺めながらの極上の時間を
お過ごしいただけます。

★料 金： ～2 時間 15 分～
窓側席 28,000 円（税込）／お一人様
中央席 26,000 円（税込）／お一人様
（フルコースディナー、乾杯用スパークリングワイン、乗船料、消費税、サービス料含む）
★メニュー内容
・猪のテリーヌ
・真鯛のタルタル キャヴィア添え サワークリーム、シブレット
・オマール海老と帆立貝のパピヨット フランス伝統のアメリカンソース
・仔牛の低温調理 ペリゴール産黒トリュフ風味
・クリスマス風

モナコ公国の郷土料理バルバジュアン添え

クレームパリブレスト

・ホテル特製のパンとバター
・コーヒー または 紅茶
※仕入れ状況により、予告なく変更になる場合がございます
★使用艇
OCEAN BLEU（オセアンブルー）
開催日：12 月 22 日（日）18:00 より 20:15
12 月 23 日（月）19:30 より 21:45
12 月 24 日（火）19:30 より 21:45
場

所：みなとみらいぷかり桟橋

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.reservedcruise.com/a_christmas.php

＜小田急山のホテル＞
世界に一つだけの “りんごパイ”。自分で絵を添える体験付きプランが登場 (箱根町)

◆世界に一つだけの “りんごパイ”。自分で絵を添える体験付きプランが登場
～箱根・芦ノ湖畔に佇む“プレミアムショップ＆サロン・ド・テ ロザージュ”は、“小田急 山のホテル”直営の
デザートレストラン。一番人気のメニューは、スタッフがフルーツソースなどを使ってお皿に絵を添える「あつ
あつりんごパイ」です。ホテルでは、この仕上げの飾り付け“ドレッサージュ”を体験できる１泊夕・朝食付き
宿泊プラン『世界に一つだけのりんごパイ』を 10 月 1 日（火）より新発売します。カラフルなソースで、フォ
トジェニックな自分オリジナルデザートを作れる、ここでしか味わえない特別な体験付きの宿泊プランです。～

◆◆◆

1 泊夕・朝食・ドレッサージュ体験付き宿泊プラン『世界に一つだけのりんごパイ』

＜期

間＞2019 年 10 月 1 日(火)～12 月 25 日(水)

＜料

金＞お 1 人様 29,150 円～

◆◆◆

※除外日：11 月全日、金曜日、土曜日、休前日
＊1 室 2 名様でスタンダードツイン利用の場合のお 1 人様料金。
＊1 日 3 組限定のプランです。
＊この料金には、夕食・朝食・ドレッサージュ体験・室料・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
＊夕食は「フランス料理」または「日本料理」からお選びいただけます。
＊朝食は「アメリカンブレックファースト」または「和朝食」からお選びいただけます。
＊ドレッサージュ体験は、宿泊翌日の 10:00~サロン・ド・テ ロザージュにて行います。
＊チェックイン／15:00 チェックアウト／12:00
開催日：10 月 1 日(火)～12 月 25 日(水)
場

所：プレミアムショップ＆サロン・ド・テ ロザージュ

お問合せ：山のホテル
電話番号：0460-83-6321
http://www.hakone-hoteldeyama.jp/

松田きらきらフェスタ (松田町)

夕闇せまる町から松田山を見上げると、巨大なクリスマスツリーにみたてたハーブ館（イルミネーション）が浮かび
上がります。会場までの沿道にも LED が飾りつけられ、西平畑公園までの道を光が導きます。日が沈んだ後、
約 18 万球のイルミネーションに彩られた西平畑公園のきらめきと足柄平野の夜景が溶けあうと光と闇の夢幻空間
が広がります。
開催日：11 月下旬～12 月下旬
場

17：00～21：00

所：西平畑公園 （松田町松田惣領 2951）

お問合せ：（一社）松田町観光協会
電話番号：0465-85-3130

湘南ひらつかスターライトフェスティバル２０１９ (平塚市)
平塚駅前から商店街をファンタジックに彩るイベントを開催します。街路樹やアーケードに施されたイルミネーショ
ンで、商店街はクリスマスムード一色に。鮮やかな電飾パネルやクリスマスツリーにより、冬の夜空をファンタジッ
クに彩ります。大門市や駅前骨董市など様々なイベントも開催されます。
開催日：11 月 23 日(土)～12 月 25 日(水) 日没から 22 時頃まで
場

所：平塚駅北口中心商店街

お問合せ：平塚市商業観光課
電話番号：0463-35-8107

カラフルなフレンチランチで気分も盛り上がる、リゾートのクリスマス (箱根町)

写真：「クリスマスランチ」イメージ
箱根・芦ノ湖畔に佇む、クラッシック&オーセンティックなリゾートホテル“小田急 山のホテル”。ホテルの１階、
大きな窓の向こうに芦ノ湖と庭園の景色が広がる本格フランス料理レストラン『ヴェル・ボワ』では、12 月 1 日(日)
から 25 日(水)までの期間限定で『クリスマスランチ』を提供します。
一口オードブルから始まり、前菜、スープ、メイン（肉料理または魚料理）、ホテル特製クリスマススイーツまでの
ランチメニューは、味はもちろん見た目の華やかさにもこだわって、思い出に残るひとときを演出します。
前菜は、富士山の湧き水で育てられたニジマスを使った「大々鱒（おおます）“紅富士”と冬野菜のガトー仕立て
エディブルフラワー飾り」。ほどよく脂がのって上品な甘みの大々鱒と冬野菜とで作られた一品は、まるでケーキの
ような繊細な仕上がり。クリスマスリースを思わせるエディブルフラワーが、華やかさを添えています。
メインはお好みで、「牛ほほ肉のブレゼ」か「本日の魚料理」が選べます。
「牛ほほ肉のブレゼ ボルシチ見立て マスタード風味」は、牛ほほ肉を伝統的なフレンチの調理法・ブレゼ
（蒸し煮）にすることで、柔らかくなり、肉のうまみが引き出されます。クリスマスカラーの赤いビーツのスープに
サワークリームを添えて、ボルシチ風に。メイン料理のグレードアップメニューには、「オマール海老」と「国産牛

サーロイン」も用意しています。
デザートは濃厚なムースショコラのタルトに、ラズベリーなどフレッシュフルーツやシャーベットを添えて。
白いお皿には抹茶パウダーでクリスマスツリーが描かれ、シェフの遊び心が伝わる洗練された一皿になっています。
12 月、クリスマスムード漂うクラシカルなリゾートホテルで愉しむランチタイム。思い出に残るひとときが過ごせ
ます。
◆◆◆ 『クリスマスランチ』 ◆◆◆
＜内容＞一口オードブル、前菜、スープ、メイン（肉料理または魚料理）、ホテル特製クリスマススイーツ、
コーヒー 又は 紅茶
＜料金＞ 6,050 円
グレードアップ（メインオマール海老 8,228 円 メイン国産牛サーロイン 7,865 円）
※予約特典：『クリスマスランチ』を事前に予約された方にはワンドリンクサービス
＜期間＞ 12 月 1 日(日)～25 日(水)
＜時間＞ 11:30～14:00（L.O.）
＜場所＞ フランス料理レストラン「ヴェル・ボワ」
※上記は、サービス料・消費税を含んだ金額です。
開催日：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水) 11:30～14:00（L.O.）
場

所：小田急 山のホテル フランス料理レストラン「ヴェル・ボワ」

お問合せ：小田急 山のホテル
電話番号：0460-83-6321
https://www.hakone-hoteldeyama.jp/restaurant/vertbois/

＜（株）ケーエムシーコーポレーション＞二人だけのディナークルーズ (横浜市)

好評のリザーブドクルーズ“二人だけのディナークルーズ”のクリスマス限定バージョン。 50 フィートクラスの
クルーザーをお２人様だけでチャーター。お食事はクリスマススぺシャルディナーをご用意。
★料 金（税込） 165,000 円（税込）／お二人様
（ フルコースディナー、MOET シャンパンハーフボトル、赤・白ワイン、ミネラルウォーター、乗船料、消費税、
サービス料含む ）
★メニュー
1. オマール海老のサラダ仕立て エシャロットソース

2. マッシュル-ムのクリームスープ
3. 2 種のパン
4. 金目鯛と帆立のポアレ ビスク仕立て
5. 国産牛ロース肉のステーキ ポルトソース
6. ブッシュドノエルとイチゴのプチタルト
7. コーヒー
★備

考 装飾花、ケーキなど、基本設定以外のご注文につきましては、別途料金を頂きます。
コーディネーターとご相談いただき、オリジナルのクルーズを実現いたします。

開催日：12 月 21 日(土)・22 日(日)
[1 便目] 17:00～19:00、 [2 便目] 20:00～22:00
12 月 23 日(月)・24 日(火)・25 日(水)
[1 便目] 19:30～21:30
※多少時間変更は可能です。
※各便、１組限定の運航となります。
場

所：みなとみらいぷかり桟橋

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.reservedcruise.com/c_christmas.php

＜（株）ケーエムシーコーポレーション＞クリスマス ファンタスティックカフェシップ (横浜市)

イベント内容
横浜夜景ファンタスティックカフェシップが本年もクリスマスに増便運航いたします。
11 月末まで早期ご予約お申込みにて 1 名につき”500 円引き”
★料 金（税込）
大人

3,500 円

子供

2,500 円

（ アルコール or ソフトドリンク ＋ X'mas プレゼントつき）
※未就学児にはドリンク等の特典はつきません。

開催日：スケジュール（各便 60 分）
・12 月 21 日（土）、22 日（日）
[1 便目] 17:30～18:30、 [2 便目] 19:00～20:00、 [3 便目] 20:30～21:30
・12 月 23 日（月）、24 日（火）、25 日（水）
[1 便目] 19:00～20:00、 [2 便目] 20:30～21:30
場

所：ピア赤レンガ桟橋

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.reservedcruise.com/a_christmas.php#FCAFE

除夜の鐘

（毎年 12 月 31 日） (小田原市)

約 300 年の間、小田原のまちに時を知らせてきた鐘楼で、大晦日の夜、除夜の鐘をつこうと長い行列ができます。
開催日：12 月 31 日 23:45〜
場

所：鐘 楼 （小田原市本町 1-5-24 市民会館横）

大祓・古神札焼納祭・除夜祭 (鎌倉市)
大祓は、6 月 30 日と大みそかの年二回行われます。年末の大祓は、新年を迎えるにあたり、日頃の罪やけがれを
祓い清める神事です。
開催日：12 月 31 日(火)
【大祓】11 時、13 時、15 時
【古神札焼納祭】16 時
【除夜祭】17 時
場

所：鶴岡八幡宮境内（神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-1-31）

お問合せ：鶴岡八幡宮
電話番号：0467-22-0315
http://www.hachimangu.or.jp/

津久井湖城山イルミネーション (相模原市)

津久井湖の冬を彩る津久井湖城山イルミネーション。花の苑地のシンボルである
メタセコイアやトンネルイルミネーションに灯されたＬＥＤ電球約 4 万個が、
湖面や周囲を幻想的な世界にいざないます。
11 月 17 日（日）には、「取り戻そう、津久井の元気」をテーマに、
台風 19 号災害支援イベントが同時開催されます。
開催日：11 月 17 日(日)～1 月 3 日(金) 日没～午後 10 時まで点灯
場

所：津久井湖城山公園
（観光センター裏

花の苑地
メタセコイア樹木周辺及び第一駐車場周辺）

※駐車場は期間中、午後 9 時まで閉鎖時間を延長します。
お問合せ：津久井湖城山イルミネーション実行委員会
電話番号：042-784-6473（津久井観光協会

アクアリウムさがみはらイルミネーション (相模原市)

「相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら」の屋外広場の木々が
イルミネーションで彩られます。
建物前の水面にきれいに映る”逆さイルミネーション”も必見です。
※点灯式では花火が打ち上がります。
〔点灯式〕令和元年 11 月 9 日（土）

午後 5 時 30 分から

花火の打ち上げがあります。
開催日：11 月 9 日(土)～1 月 5 日(日)
午後 4 時 30 分から 8 時まで（点灯式当日は午後 5 時 30 分頃から）
場

所：相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら正面屋外広場
（相模原市中央区水郷田名 1-5-1）

お問合せ：（一社）相模原市観光協会
電話番号：042-771-3767
以上、ご案内申し上げます。（公社）神奈川県観光協会

