令和 2 年 5 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。
BRUNO × 新横浜プリンスホテル 「BRUNO」とコラボしたスイーツブッフェ
「Strawberry Sweets Buffet～BRUNO の森へようこそ～」を開催
新横浜プリンスホテルで、フルーツの中でも特に人気の高い、旬を迎えた「いちご」のスイーツをお好きなだけ楽しめるスイー
ツブッフェの第 2 弾として、「StrawberrySweets Buffet～BRUNO の森へようこそ～」を 3 月 17 日（火）より 5 月 21 日（木）まで
の火・水・木曜日 限定で開催！！
第 2 弾は女性ホテリエチーム「HAPPY RING PROJECT」の考案で、ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」（㈱イデアインタ
ーナショナル）の協力により、見た目も可愛らしい彩り鮮やかなスイーツを BRUNO のおしゃれなキッチンアイテムで装飾し、フォト
ジェニックな料理ボードを演出！！
「いちごのタルト」や「いちごのティラミス」、「いちごのクレームブリュレ」等の甘酸っぱいいちごのスイーツと合わせ、BRUNO の
キッチンアイテムを使用してシェフがアレンジした「シーフードピラフ」や「彩り野菜のスチーム バーニャカウダ」等の軽食も
充実！！バーラウンジでの開催のため、おとな向けに飲み放題のスパークリングワイン等もご用意し、地上約 150ｍ・42 階最上
階「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」からの窓一面に広がる眺望とともに、BRUNO とのコラボで特別なホームパーティーの
ような女子会も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】3 月 17 日（火）～5 月 21 日（木）の火・水・木曜日限定
夜：6:00P.M.～8:30P.M.（ラストオーダー8:00P.M.)

※除外日あり

＜特別開催日＞ 1 日 2 回開催
4 月 29 日（水・祝）・5 月 4 日（月・祝）・5 日（火・祝）・6 日（水・振休）
＜時

間＞

1:00P.M.～3:30P.M. （ラストオーダー3:00P.M.)
【料

金】おとな￥4,000

4～12 才￥2,000

【内

容】約 30 種類のいちごスイーツや軽食、スパークリングワイン、ワイン、ソフトドリンク、コーヒー、紅茶
シェフおすすめのタイムサービスメニューあり

【お問合せ】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。
郵便番号
住所 ：

： 222-8533
横浜市港北区新横浜 3-4

電話番号

： 045-471-1115

開催期間

： 2020 年 3 月 17 日（火）～5 月 21 日（木）の火・水・木曜日限定

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/

＜臨時休館中＞令和元年度企画展「ゴンドワナ ~岩石が語る大陸の衝突と分裂~」 (小田原市)

イベント内容
大陸は、集まっては分裂して現在の姿となったことがわかってきています。
今回は、およそ６億年前に当時の南半球に存在した、現在のアフリカ、南アメリカ、インド、オーストラリア、南極のもととなった
「ゴンドワナ大陸」に焦点をあて、巨大な大陸はどのようにして生まれ、分裂したのか。そのなぞ解きを岩石や鉱物、化石を通し
て行います。また、日本ではなじみの薄いゴンドワナ大陸で誕生した生き物たちも紹介します。
開催日：2020 年 2 月 29 日(土)～2020 年 5 月 10 日(日) 9 時～16 時 30 分(入館は 16 時)
場

所：神奈川県立生命の星・地球博物館

お問合せ：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画情報部 企画普及課
電話番号：0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/※詳細は主催者のホームページ等でご確認ください。

「箱根強羅公園 スプリングナイトガーデン~Happy Spring Birthday!!!~」 (箱根町)

イベント内容
写真 ： 前回の様子
「スプリングナイトガーデン 2020~Happy Spring Birthday!!!~」コンセプト訪れる春は、新しい生命の誕生の季節。様々な生き物
たちが長い冬の眠りから目覚め、これから生まれ来る命の誕生をみんなで見守ろうと集まってきます。エントランスでは春を告
げる目覚まし時計が鳴り響き、小さな生き物たちが身支度を始め動きだします。彼らを追って噴水にたどり着くと、水の中の生
き物たちもちょうど目覚めの時。そしてみんなで一緒にバラ園に眠る新しい命の誕生を待ちましょう。そこはお祝いの準備が整
い、祝福の空気と、卵から伝わる HAPPY な鼓動に満たされたとてもとても暖かな場所です。お帰りの際に、バースデーパーテ
ィーへのお立ち寄りもお忘れなく。前回、同イベントを手掛けたクリエイティブディレクター竹内沙也香氏（株式会社 NORA）がデ
ィレクションを務めます。今回は、「新しい生命の誕生」をテーマに、様々な生き物たちが長い冬の眠りから目覚め、これから生ま
れる命の誕生をみんなで見守る様子を、幻想的なライトアップで表現します。
≪入園料（ 税込）≫
【夜間特別入園券】大人９００円（箱根フリーパス提示割引 大人５００円） ※小学生以下無料
【前

売 り 券】大人７００円（セブン-イレブン店頭のマルチコピー機端末
「セブンチケット」サイト（http://7ticket.jp）で販売予定） ※他の割引券との併用はできません。

開催日：３月６日（金）～５月６日（祝・水） １７：３０～２０：３０（予定）
場所：箱根強羅公園（住所：神奈川県足柄下郡箱根町強羅 1300）
お問合せ：箱根強羅公園 0460-82-2825（9：00~17：00）
http://yoru-hakone.jp/gorapark-nightgarden2020/

企画展示「うんことくらし-便所から肥やしまで-」 (川崎市)
イベント内容：「便所」は、私たちの暮らしに欠かすことのできない場所です。
そこで使われたさまざまな道具や、し尿がどう利用され、あるいは処理されて
きたかをとおして、私たちの生活の足元を見つめ直していきます。
※毎月一回、企画展示の解説会を実施。4・5 月には子ども向けの解説会も。
※3 月 29 日には、企画展示関連企画「マジで怖い！夜のお便所たんけん」
を行います。
・休園日：毎週月曜日（祝日の場合は開園）
祝日の翌日（土・日・祝日の場合は開園）、年末年始
・入園料：一般：500 円、高校大学生：300 円、中学生以下：無料、
65 歳以上：300 円
※市内在住の 65 歳以上の方は無料
※学生の方、65 歳以上の方は証明書をご提示ください。
開催日：開催中～2020 年 5 月 31 日(日)
9：30～16：30（3 月から 17：00 まで）
※3 月 29 日には、企画展示関連企画「マジで怖い！夜のお便所たんけん」を行います。
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/

「スプリングナイトガーデン 2020 Happy Spring Birthday!!! 」 (箱根町)
イベント内容
小田急箱根ホールディングス株式会社と箱根登山鉄道株式会社では、2020 年 3 月 6 日（金）から 2020 年
5 月 6 日（祝・水）まで「箱根強羅公園スプリングナイトガーデン~Happy Spring Birthday!!!」を開催しま

す。このイベントは、前回開催した「 箱根強羅公園スプリングナイトガーデン～不思議な夜の演奏会～」に
続く第２弾となるものです。昨年は、女性グループ、カップルを中心とした約 12,000 人のお客さまにご来場
いただき好評を博しました。
今回は「新しい生命の誕生」をテーマに、ライトアップや音楽などを用いて箱根強羅公園内を幻想的な空間に演出し、ご来園さ
れる皆さまに夜の公園散策をお楽しみいただきます。
前回、同イベントを手掛けたクリエイティブディレクター竹内沙也香氏
（株式会社 NORA）がディレクションを務めます。
今回は、「新しい生命の誕生」をテーマに、様々な生き物たちが
長い冬の眠りから目覚め、これから生まれる命の誕生をみんなで
見守る様子を、幻想的なライトアップで表現します。
★入園料：【 夜間特別入園券 】大人９００円
箱根フリーパス提示割引 大人５００円（税込）小学生以下無料
【 前売り券】大人７００円（セブン-イレブン店頭のマルチコピー機端末「セブン
チケット」サイト（http://7ticket.jp）で販売予定）
※他の割引券との併用はできません
※駐車場：有料駐車場 （箱根強羅公園正門前すぐ）
臨時無料駐車場（箱根強羅公園正門前から徒歩約 5 分）
貸切バスにてご来園のお客さまは、事前にご予約をお願いいたします。
★協力会社：株式会社 NORA 、株式会社 TWIN PLANET 、一般社団法人 小田原城下町
★後 援：箱根町、箱根 DMO（一般財団法人箱根町観光協会）、箱根強羅観光協会、箱根プロモーションフォーラム
★特別協力：箱根美術館 ※最新情報は、随時公式ホームページで更新していきます。
開催日：2020 年 3 月 6 日(金)～2020 年 5 月 6 日(水)
場

17:30～20:30（予定）

所：箱根強羅公園

お問合せ：箱根強羅公園（9：00～17：00）
電話番号：0460-82-2825
http://yoru-hakone.jp/gorapark-nightgarden20 20/
【箱根ハイランドホテル 】箱根で一人のスローな時間を。おひとり様限定のプラン新発売（箱根町）

“箱根ハイランドホテル”外観

スタンダードツイン

大浴場の露天風呂（イメージ）

アロマオイルとディフューザー

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、一人旅を楽しむ人が増えてきたことを受けて、

5 月 11 日(月)より 1 人利用限定の 1 泊夕・朝食付き『おひとり様おもてなしプラン』を新発売します。「忙しい日常から離れて、
自然の中でゆっくり気ままに寛ぎたい」「自分へのご褒美に、普段と違う贅沢を味わってみたい」という人に向けて、客室の
24 時間ステイやアロマの貸し出し、近隣の美術館チケットなどの特典がついた、おひとり様専用のリーズナブルなプランです。
このプランでは、13 時にはチェックインが可能。特典の 24 時間ステイで、翌日 13 時までのんびりと滞在できます。到着後は
「ラウンジ」で、目の前に広がる芝生や山々の新緑を眺めながら、特典のオリジナルドリンクを楽しんだり、庭園の散策で自然に
とけ込んだり。夕食前に、ホテル自慢の温泉に入るのも自由。非日常のスローな時間が始まります。夕食は、レストラン「ラ・フォー
レ」の薪火のかまど「ガーデンブロッシュ」で焼き上げたメインディッシュを含む、オリジナルのフレンチジャポネを。ちょっと緊張
するひとりの食事も、テラスに設えたかまどから漂う薪火の香りや、温かな料理で心もほぐれてきそうです。お部屋では、ホテ
ルの「スパ ナチュール」で使用しているオーストラリア製高品質アロマオイル 5 種類とディフューザーを貸し出し。気分に合わせ
て好みの香りで部屋を満たせば、ぐっすり心地よい眠りにつけることでしょう。
翌朝は少し早めに起きて、小川の流れる庭園の散歩を楽しむもよし、いつもよりゆっくり起きるもよし。この身軽さは一人旅なら
では。目覚めた時間次第で、特典の朝食をブランチに変更することも可能です。ホテルステイを堪能した後は、特典のホテル
周辺美術館チケットを持って、アートに触れる旅に出かけて。新緑が美しいこの季節、自然豊かな“箱根ハイランドホテル”に
泊まって、気兼ねなく思いのままにリラックスできる一人旅限定のプランです。
◆◆◆ 1 人利用限定 1 泊夕・朝食付き『おひとり様おもてなしプラン』 ◆◆◆
＜期間＞

2020 年 5 月 11 日(月)～7 月 16 日(木) ※除外日：土曜日

＜料金＞

お 1 人様 29,950 円～
＊1 室 1 名様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・朝食・室料・サービス料・消費税・入湯税が含まれます。
＊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。
＊昼食に振り替える場合は、「ホテルオリジナル 野菜の薪火焼きカレー」、「季節のパスタ」から選べます。
＊チェックイン／13:00

チェックアウト／13:00

＜夕食＞

ラ・フォーレコース

＜特典＞

・お部屋でリラックス「アロマオイル＆ディフューザー」貸し出し
・周辺施設のチケット付き
（箱根ガラスの森美術館・ポーラ美術館・箱根ラリック美術館・星の王子さまミュージアム・
成川美術館・箱根湿生花園いずれか 1 つ）
・ラウンジ・ドリンク券（オリジナルドリンク含む）付き
・チェックイン／アウト（24 時間ステイ）通常 15:00／12:00 → 13:00／13:00
・朝食を昼食に振替可

・電話番号 ： 0460-84-8541
・https://www.hakone-highlandhotel.jp/
・期 間 ： 2020 年 5 月 11 日(月)～7 月 16 日(木)

※除外日：土曜日
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横浜市 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
イヨシノ ： 住吉ざくら
東横線沿いに北から南へ流れる渋川の両岸に住民有志が昭和 26 年に植樹したもの。河川整備のた
め、昭和 55 年片側 265 本の伐採を余儀なくされたが花の時季には約 500 本のサクラが、１km にわた
り咲き、毎年「桜まつり」が行われている。
横須賀市
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。

平塚市
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
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。

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。

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

ツツジ ： 小田急山のホテル
旧岩崎男爵別邸跡で、十万余坪の庭園に氏が全国から集めたツツジ約 30 種 3,000 株が咲き、芦ノ湖
畔の新緑に映えて美しい。ツツジはシャクナゲと共に大正初期に植栽されたもので、庭園からは眼下
に芦ノ湖霊峰富士を仰ぎ見る湖畔随一の眺望が楽しめる。
［入園料］有料
［問合せ］山のホテル 0460(83)6321
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。

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）
以上、ご案内申し上げます。（公社）神奈川県観光協会

