令和元年 10 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。

落花生とサツマイモ掘り取り観光 (秦野市)
イベント内容：※各組合へ電話予約が必要です。
(1) 秦野市農業塾 OB 会掘り取り観光組合
ア 収穫物・価格 落花生（おおまさり）2 株 1,000 円（1kg）
イ 実施期間 9/14（土）～9/16（月）、9/21（土）～9/23（月）
ウ 住所 秦野市横野 48
エ 連絡先 080-1203-7886（廣瀬清彦）
(2) 大倉掘り取り観光組合
ア 収穫物・価格 落花生（郷の香）15 株 1,000 円
イ

実施期間 9/7（土）～10/6（日）

ウ

住所 秦野市堀山下 1417

エ

連絡先 0463-88-6180（山口斧助）

・ サツマイモ（ベニアズマ）1 株 150 円

(3) 丹沢秦野観光農業研究会
ア 収穫物・価格 落花生（郷の香）15 株 1,000 円
イ 実施期間 8/31（土）～10/6（日）（火、木、土日祝のみ）
ウ 住所 秦野市堀西 1328
エ 連絡先 090-4522-0806、090-1033-6344（三武利夫）
(4) 東田原ふれあい農園組合
ア 収穫物・価格 落花生（郷の香）15 株 1,000 円

・ サツマイモ（ベニハルカ）1 株 200 円

イ 実施期間 8/31（土）～10/6（日）（火、木、土日祝のみ）
ウ 住所 秦野市東田原 1440
エ 連絡先 090-2245-9020（古谷保）090-2624-5239（大津俊彦）
開催日：開催中 ～
場

10 月 6 日(日)

午前 9 時～午後 3 時

所：秦野市横野、堀山下、堀西、東田原

お問合せ：秦野市環境産業部農業振興課（はだの都市農業支援センター内）
電話番号：０４６３（８１）７８００

酒蔵でクラシックを聴いてみませんか (大井町)

イベント内容
大井町地酒で乾杯推進協議会では、町内外の方々に大井町産の地酒に関心を持っていただくために井上酒造の
酒蔵にてクラシックライブを開催します。このライブは一般財団法人「100 万人のクラシックライブ」との
コラボ事業で、同法人は「クラシック音楽の普及」、「若手演奏家の支援・育成」、「地域コミュニティの
活性化」を目的とし、年間 100 万人の方々の参加をめざし、全国で活動しています。音響機器を使用せず、
しかも目前で生演奏を体験でき、演奏者と直接交流できる内容となっています。ぜひ、間近でプロの演奏家の
演奏を聴いてみてください。※お酒の販売コーナーあり
開催時間：13:30～14:30（13:00 受付開始）
入場料

：1,000 円 （中学生以下無料）

【お申込み・お問い合わせ】
大井町地酒で乾杯推進協議会事務局（大井町役場地域振興課） 平日 8:30～17:15
電話:0465-85-5013

開催日：10 月 5 日(土) 令和元年 9 月 5 日（木）より受付開始
場 所：井上酒造（神奈川県足柄上郡大井町上大井 552）
第 78 回

川崎市制記念多摩川花火大会 (川崎市)

イベント内容
多摩川花火大会は 1929 年に始まり、本年で 78 回を迎える歴史ある花火大会で、多くの市民に親しまれて
います。近年、夏季における天候急変の多発を踏まえ、昨年から比較的に天候が安定している秋開催へ変更
しました。今年も対岸の世田谷たまがわ花火大会との合同開催です。

※荒天中止。順延なし。

【有料協賛席】（詳しくは、川崎市観光協会の HP をご覧ください）
■川崎会場
打上地点至近に設置され、迫力満点。同時に打ち上がる世田谷区の花火も楽しめる絶好のポジションです。
専用トイレの設置などサービスも充実！打上前のステージイベントも楽しめます。
<アクセス>東急田園都市線「二子新地駅」下車約 15 分
■上野毛会場※ステージイベントはありません。
A エリアは打上地点の対岸、世田谷区立二子玉川公園の眺望広場に設置した椅子席です。
専用トイレもあります。
<アクセス>東急大井町線上野毛駅下車 8 分
B エリアは河川敷の 4 人掛テーブル席及び 3 人掛けのベンチ席です。
<アクセス>東急田園都市線「二子玉川駅」下車 9 分

開催日：2019 年 10 月 5 日(土) ※荒天中止。順延なし。
【ステージイベント】17：00～18：00
【打

上】18：00～19：00

場

所：川崎市高津区・多摩川河川敷(二子橋~第三京浜道路)
打上場所：川崎市高津区諏訪 2 丁目先多摩川河川敷

お問合せ：サンキューコールかわさき
電話番号：044-200-3939
http://www.k-kankou.jp/fireworks/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17554

藤野村歌舞伎 (相模原市)

イベント内容
旧藤野町の村歌舞伎は明治初期から地芝居として、農家の人々により演じられていたと言われています。戦後
の高度経済成長期を迎えると次第に衰退して公演されなくなってきましたが、昭和 63 年の旧藤野町ふるさと
芸術村メッセージ事業をきっかけに復活させようという声が上がり、平成 5 年に村歌舞伎の伝承を目的とする
「藤野歌舞伎保存会」が設立されてからは毎年定期公演が行われ、今年で 28 回目の公演となります。

開催日：10 月 5 日(土)～2019 年 10 月 6 日(日)
開場 正午
開演 午後 1 時
入場料無料

場 所：藤野芸術の家 クリエーションホール（相模原市緑区牧野 4819）
お問合せ：藤野芸術の家
電話番号：042-689-3030
https://fujino-art.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17540

おしえて職人さん！ (川崎市)

イベント内容
お子さまを中心に、鉋がけ、土壁塗りなど職人さんの色々な仕事を体験できます。
大人の方のご参加も可能で、いずれも当日参加自由です。
また、昔の道具を使った実演も行いますので、併せてお楽しみください。
※雨天時縮小
〈料金〉１００円（参加費。保険料込）
〈協力〉神奈川土建川崎西支部ほか

開催日：10 月 6 日(日) 10：30～14：30（一部材料がなくなり次第終了）
場 所：川崎市立日本民家園 (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
http://www.nihonminkaen.jp/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17602

相模湖ふれあい広場 (相模原市)

イベント内容
地域のオアシスである相模湖の環境と新たなる面を発見すると同時に、人と人との触れ合いを通して地域の
活性化を図る祭りです。音楽芸能・市民団体のステージ、フリーマーケットなど地域の人々に密着した催しが
行われている他、今年は相模湖での足こぎボート大会も実施されます。

開催日：10 月 6 日(日) 午前 9 時 30 分～午後 3 時
※小雨決行、荒天中止

場 所：県立相模湖公園（相模原市緑区与瀬 緑区与瀬 317-1）
お問合せ：相模湖ふれあい広場実行委員会事務局（相模湖商工会）
電話番号：042-684-3347
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17532

人形供養 (鎌倉市)
イベント内容：鎌倉唯一の人形供養。当日までに本覚寺に納められた数百体の人形が読経の後、静かに焚き上げら
れる。慣れ親しんだ人形との別れを大切にしたいという気持から生まれた行事。
人形供養：10 月第 1 日曜日。人形は 9/1～9/30 までに本覚寺へ（有料）、当日の受付はしない。
開催日：10 月 6 日(日) 13:00
※10 月第一日曜日。人形は 9/1~9/30 までに本覚寺へ（有料）、当日の受付はしない。
場

所：鎌倉市本覚寺 (神奈川県鎌倉市小町 1-12-12)

お問合せ：本覚寺 0467-22-0490
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17523

秦野市畜産まつり（第６３回畜産共進会） (秦野市)
イベント内容
(1) 小動物ふれあいコーナー（子牛、羊、ヤギ）
(2) 模擬店（はだの産豚肉ＢＢＱ、焼きそば、焼き鳥、蕎麦ほか）
(3) 牛乳試飲
(4) 作業機械の展示
(5) 堆肥の無料配布
(6) 乗馬体

(7) 乳搾り体験
(8) 秦野市畜産共進会：市内畜産農家自慢の乳牛が集まり、どの牛が最も美しいかを決めるコンテストです。
開催日：10 月 6 日(日) 午前１０時～午後２時
場

所：秦野市田原ふるさと公園中丸広場（秦野市東田原９９９番地）

お問合せ：秦野市環境産業部農業振興課（はだの都市農業支援センター内）
電話番号：０４６３（８１）７８００
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17498

さがみはら国際交流フェスティバル (相模原市)

イベント内容：世界各国の文化や食の紹介と外国人との交流などを通して、国際理解と友情を深める目的で、
平成 8 年から始まったイベントです。会場では、各種パフォーマンスが披露されるほか、バザーや
民族衣装体験など、様々な国の文化に触れることができます。
【各会場の見どころ】
■第 1 会場 ・・・ 世界の音楽、民俗舞踊のパフォーマンスや、世界の料理と民芸品の販売
■第 2 会場 ・・・ 学生による世界の遊びと民族衣装体験
■第 3 会場 ・・・ スピーチ大会とお茶会
開催日：10 月 6 日(日) 午前 10 時～午後 4 時
場

所：大野北公民館 ・

桜美林大学 第二国際寮

・ プロミティふちのべビル

※駐車場はありません。
お問合せ：さがみはら国際交流ラウンジ
電話番号：042-750-4150
http://www.sagamihara-international.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17398

姉妹都市（萩・上田・足利）物産展

(鎌倉市)

イベント内容
鎌倉市の姉妹都市、萩・上田・足利の三市の特産・名産品を一堂に集め、物産展を開催します。
2019 年はこれまでの生涯学習センターが工事中閉鎖のため、会場が市役所の講堂へ変更。そのため、恒例の
足利八木節などのアトラクション、鎌倉市の物産販売は今年はありません。
開催日：10 月 11 日(金)～10 月 12 日(土) 9:30〜
16:30 12 日は 15:30 まで
場

所：鎌倉市役所講堂（鎌倉市御成町 18-10）
※2019 年はこれまでの生涯学習センターが工事中閉鎖のため会場変更。

お問合せ：鎌倉市商工課
電話番号：0467-23-3000
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17526

鎌倉薪能 (鎌倉市)
イベント内容
今年で 61 回を迎える鎌倉薪能。秋の鎌倉宮境内で虫の音、月の光、そよぐ風を感じながら、金春流（11 日）と
宝生流（12 日）による能「黒塚」と和泉流・野村万作師による狂言「成上り」をお届けします。
※小学生以下の入場はできません。
【料

金】S 席 12,000 円、A 席 9,000 円、B 席 7,000 円 解説入りパンフレット付き
●CN プレイガイド ◆発売

8 月 1 日（木曜）午前 10 時より 受付開始

電話：0570-08-9955（10～18 時）
【web】http://www.cnplayguide.com/kamakura-info(午前 2 時～6 時を除く）
開催日：10 月 11 日〜10 月 12 日

金曜日、土曜日 17:00 17:00 開場 18:00 開演

※開演前に中止の場合は、料金払い戻し
場

所：鎌倉宮境内 (神奈川県鎌倉市二階堂 154)

お問合せ：鎌倉市観光協会
電話番号：0467-23-3050
URLhttps://www.trip-kamakura.com/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17521

ENJOY 海 KANAGAWA 2019 (神奈川県全域)

イベント内容
県では、「Feel SHONAN」をキャッチフレーズに神奈川の海の魅力を県内外の皆様にお届けする「かながわ
シープロジェクト」を展開中です。県内各地のマリーナで、ハンザディンギーやボートクルージングなど、気軽に
マリンレジャー体験をお楽しみいただけます。普段の生活では、味わえない爽快感と気持ちよさを体感してみて
ください。
・ハンザディンギーとは…
『誰でも乗れるように』
と考案された小型の２人乗りヨットです。横浜ベイサイドマリーナで体験を実施します。
・ボートクルージングとは…
各マリーナを出発し、付近を周遊します。湘南マリーナ、葉山マリーナ、KMC 横浜マリーナ、佐島マリーナ、
シーボニアマリーナ、逗子マリーナ、葉山港で体験を実施します。
※湘南マリーナでは、ボートフィッシング&クルージング体験も実施します。
申込み方法：各マリーナへ直接お申し込みください。
定

員：体験によって異なります。詳細は HP をご確認ください。

参加費：体験によって異なります。詳細は HP をご確認ください。
主

催：ENJOY 海 KANAGAWA 実行委員会

開催日：体験によって異なります。詳細は HP をご確認ください。
場

所：（一社）日本マリーナ・ビーチ協会神奈川県支部所属のマリーナ

お問合せ：神奈川県政策局自治振興部地域政策課
電話番号：045-210-1111・神奈川県庁代表

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/y2w/seaproject/enjoy2019.html

真夏の夜の遊園地で“ひんやり”絶叫！
閉園後のさがみ湖リゾートで「体験型謎解き」＆「きもだめし」開催 (相模原市)

イベント内容
アミューズメントパーク「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」では、夏の閉園後のイベントとして
「ナゾトキメイロ３！～失われた迷宮都市の謎～」と「本格きもだめし～呪われし結界の悪霊道～」を開催中です。
今年で 3 年目を迎え、参加者たちは、日が落ちて涼しく“ひんやり”静まり返った閉園後の園内で、これまでに
無いほどの「絶叫」を体験することが出来ます。
「ナゾトキメイロ！3」は、全国で様々な「リアル宝探し」を展開する「タカラッシュ！」とのコラボ企画の第 3 弾！！
“夜”の遊園地の中で、謎を解きながら迷路を攻略していく、日本一の迷路の数を誇る（※）さがみ湖リゾート
ならではの体験型謎解きイベントです。【（※）当社調べ】
参加者は、謎を解いて入手した手がかりを元に、宝の地図や
ヘッドライトを駆使して迷路に挑戦し、園内に眠る「秘宝」を
制限時間 90 分以内に見つけ出さなければいけません。
※雨天決行、荒天時中止
※雨天時は一部迷路で傘がさせない場所もございますので、
カッパなどをご用意ください。
「本格きもだめし」は、暗く静まり返った夜の森を歩く、
ウォークスルータイプのホラーイベントで、3 回目の開催となる
今年は、亡霊の数や仕掛けもパワーアップしております。
真夏の夜にぴったりの“本格きもだめし”で真の恐怖と絶叫をお楽しみ頂けます。
※雨天中止
※日没により開催時間の変更があります。
閉園後のさがみ湖リゾート プレジャーフォレストで開催される、夏の夜ならではの２大絶叫イベントに
ぜひ、おいでください。
開催日：詳細についてはホームページをご覧ください。
場

所：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト

お問合せ：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
https://www.sagamiko-resort.jp/

0570-037-353

小田原おでんまつり (小田原市)

イベント内容
今年も「小田原おでん祭り」が小田原城址公園二の丸広場で開催されます。小田原市内の老舗蒲鉾店をはじめ、
数々の地元製造者が作った自慢のおでん種に、小田原曽我地域の梅林で採れた梅で作った「梅みそ」を付けて
食べる「小田原おでん」を堪能できるイベントです。皆様のご来場をお待ちしております！
※お出かけ前に facebook を必ずご確認下さい！！

開催日：10 月 12 日(土)～10 月 13 日(日) 10 時～16 時
場 所：小田原城二の丸広場
お問合せ：小田原おでんまつり実行委員会
電話番号：080-6500-1750
小松コスモスまつり (相模原市)

イベント内容
平成 12 年度からスタート。遊休農地を活用した 50 万株にも及ぶコスモス畑を舞台にした祭りです。 開催
当日は地場野菜の販売、地元各種団体による模擬店、コスモスの花摘み(有料)、押し花体験（有料）、お囃子、
かかしの展示などが行われます。涼やかな秋空の下、一面に咲きそろうコスモスを観ようと訪れる人々で毎年
にぎわっています。
※小松コスモスまつり当日（10/13、10/14）のみ、広田小学校校庭が駐車場として利用できます。
（その他の開園期間中は、受付前に数台駐車スペース有）
※コスモスの花摘み（有料）
10/13（土）～10/28（日）

午前 10 時から午後 3 時

（開花状況により期間が変更になる ことがあります。）

開催日：10 月 12 日(土)～10 月 13 日(日) 午前 10 時～午後 3 時
場 所：小松コスモス園（相模原市緑区川尻）
お問合せ：城山観光協会（城山総合事務所内） ※営業時間 月～金 10：00～15：00
電話番号：042-783-8065
http://www.shiroyama-info.jp/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17527

絵筆塚祭 (鎌倉市)
イベント内容
境内にあるかっぱ筆塚並びに絵筆塚のお祭りです。似顔絵や漫画絵の行灯、筆供養があります。
開催日：10 月 13 日(日) 13:00

場

所：荏柄天神社 (神奈川県鎌倉市二階堂 74)

お問合せ：荏柄天神社
電話番号：0467-25-1772

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 ～
場

１０月１４日(月祝)

所：川崎市岡本太郎美術館 企画展示室

(多摩区枡形 7-1-5 生田緑地内)

お問合せ：川崎市岡本太郎美術館
電話番号：044-900-9898
http://www.taromuseum.jp/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17231

ぐるっとお散歩篠原展 (相模原市)

イベント内容
篠原の里」を中心に周辺の家や施設を会場として、開催されるイベントです。地元産の野菜等が販売されます。
また、コンサートが開かれたり、写真や絵画などが展示されます。会場は歩いてまわることができるので、
里山をじっくり味わうことができます。

開催日：10 月 13 日(日)～10 月 14 日(月) 午前 10 時～午後 4 時まで
【前日公開準備・前夜祭】10 月 12 日（土）※詳細は、ホームページにてご案内いたします。

場 所：「篠原の里」周辺（緑区牧野 2881）
お問合せ：ＮＰＯ法人「篠原の里」
電話番号：042-689-2051
https://shinobara.jp/~shinoba
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17529

十夜法要 (鎌倉市)
イベント内容
12 日 15：00 から 15 日朝まで盛大に行われる浄土宗の法要で 12 日の午後の関白法要（献茶）に始まり、
15 日朝の結願法要で終わります。期間中は、法要や説教、施餓鬼会、練行列、雅楽奉奏や稚児礼讃舞など行われ、
13 日と 14 日に日用品、おもちゃ、菓子、ゲームなどの露店が並びます。
開催日：10 月 12 日(土)～10 月 15 日(火) 12 日
場

午後 3 時から 15 日 朝まで

所：光明寺（神奈川県鎌倉市材木座 6-17-19）

お問合せ：光明寺
電話番号：0467-22-0603
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17524

さがみはら菓子まつり (相模原市)

イベント内容
相模原市内で製造・販売されている銘菓を集めたイベントです。和・洋・パン菓子や芸術品でもある工芸菓子の
展示、即売会や相和会によるねりきりの実演などが行われます。例年、約３０店が参加するイベント会場には、
甘い香りが広がり、多くの人々が訪れています。今回は抽選でプレゼントが当たる、巨大パウンドケーキの重さ
当てクイズやハロウィン用オーナメントクッキー作り体験（有料・人数限定）などを行います。
開催日：10 月 19 日(土) ～
場

10 月 20 日(日) 午前 10 時～午後 5 時まで

所：イオン相模原店（南区古淵 2-10-1）

お問合せ：相模原市観光協会
電話番号：042-771-3767
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17530

第四回横浜よさこい祭り～良い世さ来い (横浜市)

イベント内容
地域に根付くお祭りを目指して、神奈川県の市民の手作りのよさこい祭りが開催されます。
全 64 チームのよさこい演舞のほか、9 月に行われる「ベトナムフェスタ in 神奈川 2019 」で編成された
海外よさこいチームが演舞を披露します。（19 日）
全国各地の総踊りコンテスト、よさこいならではの大旗の共演も行われます。（20 日）最終日のフィナーレは
中村あゆみさんと踊り子たちがコラボする「アジアの海賊」は圧巻の演舞をごらんいただけます。（20 日）
さらに両日行れますのは、観客が選ぶ個人賞・フォトコンテストです。
参加者も観客も一緒に楽しめる、見所満載で、華やかに開催いたします。
※内容は随時ホームページにて更新します。
・駐車場：無し 公共機関をご利用ください。
・連絡先：横浜よさこい祭り実行委員会（メール）yokohama.yoiyosakoi@gmail.com
開催日：10 月 19 日(土)～10 月 20 日(日) 10:30～18:00（予定）
場

所：19 日関内ホール・馬車道通り
20 日象の鼻パーク・赤レンガパーク・運河パークなど

https://www.yokohama-yosakoi.com/

城山もみじまつり (相模原市)

イベント内容
城山の原宿公園で行なわれる秋のイベント。小中学生による楽器演奏や表現運動、祭囃子の披露、クイズ大会、
子どもの広場などで盛り上がります。また、各種団体の啓発・展示販売もあります。
開催日：10 月 20 日(日) 午前 9 時 30 分から午後 3 時 30 分まで
※小雨決行
場

所：原宿公園（相模原市緑区原宿南 1 丁目 17 番地内）

お問合せ：城山観光協会（城山総合事務所内）
※営業時間 月～金

10：00～15：00

電話番号：042-783-8065
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17531

津久井やまびこ祭り (相模原市)

イベント内容
お得な商品がいっぱいのフリーマーケットやステージイベント、お囃子、消防フェア、各種模擬店などの
催し物をご用意する予定です。津久井エリア最大の秋の祭典『津久井やまびこ祭り』へ是非お越しください。

開催日：10 月 26 日(土) 午前 10 時 30 分～午後 8 時
場 所：中野中学校校庭及び周辺
お問合せ：津久井やまびこ祭り実行委員会事務局（津久井商工会内）
電話番号：042-784-1744
http://tsukui-syoukoukai-seinenbu.jp/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17538

藤野ふる里まつり (相模原市)

イベント内容
藤野地域で行なわれるメイン行事です。 60 以上の団体が出店する大バザールをはじめ、賑やかなステージ部門
やこどもの広場・各種体験など 盛りだくさんのイベントです。大バザールは、手作りの品物や活動の紹介など様々
なお店があり楽しめます。
ステージ部門では、地域で活動している団体が日頃の練習の成果を披露し、会場に花を添えます。
開催日：2019 年 10 月 27 日(日) 午前 10 時～午後 3 時まで
場

所：名倉グラウンド（相模原市緑区名倉 1000）

お問合せ：藤野ふる里まつり実行委員会（藤野商工会内）
電話番号：042-687-2138
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17535

さがみおおのハロウィンフェスティバル (相模原市)

イベント内容
「さがみおおのハロウィンフェスティバル」は、子ども達の為に何かしたい！との思いからはじまり、20 年
以上の歴史を持つイベントです。仮装した大勢の子ども達がマップを見ながら相模大野駅北口周辺のチェック
ポイントをまわるポイントラリー形式のイベントを開催します。皆さまとふれあいながら、一緒に思い出の
1 ページを作りましょう。イベント参加するには、事前登録と参加申込みが必要となります。
【事前登録開始予定日】

2019 年 09 月 01 日

【参加申込み開始予定】

2019 年 09 月 21 日 10 時 00 分頃
※申し込み方法などの詳細はホームページをご覧ください。

開催日：10 月 27 日(日)
※参加希望者は、事前登録と参加申込が必要です。

場

所：相模大野駅北口商店街一帯

http://www.ono-halloween.com/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17537

白旗神社

文墨祭 (鎌倉市)

イベント内容
白旗神社の御祭神で、歌人としても名高い源実朝公の御遺徳をしのぶお祭りです。
開催日：10 月 28 日(月) 10:00
場

所：鶴岡八幡宮 (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/
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17522

名月や。。。月をめでる浮世絵展 (秦野市)
イベント内容
はだの浮世絵ギャラリー
名月や。。。月をめでる浮世絵展
江戸の人々は、秋になると月をめで、こぞって道灌山など、
「虫聞き」の名所に出かけました。風流な月見の風景や、月を題材と
した役者絵、美人画などの浮世絵から、「名月」をお楽しみください。
◆ギャラリートーク (作品解説) のお知らせ◆
【日

時】10 月 4 日（金）

午後 2 時～2 時 30 分

【申込】不要・無料
【会場】はだの浮世絵ギャラリー 展示室内
開催日：開催中～11 月 4 日(月) 9:00～19:00（火曜日、祝日は 17:00 まで）
場

所：はだの浮世絵ギャラリー（秦野市立図書館 2 階）

お問合せ：秦野市文化振興課
電話番号：0463-86-6309
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1524794537613/index.html
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17513

江 no・Fes（エノフェス (藤沢市)
イベント内容
「江ノフェス」は毎年、湘南の地元民や江の島にゆかりある数多くの人によって企画・運営される秋のアミューズ
メント集合体です。今年もたくさんのイベントやアミューズメントが繰り広げられます。詳しいイベントの詳細は
ホームページまで。
開催日：開催中～11 月 4 日（月・祝）＜予定＞ 詳細は江の島シーキャンドルのＨＰへ
場

所：江の島島内

お問合せ：江ノ島電鉄株式会社 江ノフェス実行委員会
電話番号：0466-24-2715
http://www.enofes.com/
www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17473

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/

相模原市菊花競技会 (相模原市)
イベント内容
相模原親菊会の会員の手で、一輪一輪、丹精込めて栽培をされた
色とりどりの菊の切花、盆養、小菊盆栽などが出品されます。
約 250 点に上る美しい菊が一同に介するこのイベントは、
相模原市の秋の風物詩として親しまれています。
開催日：10 月 27 日(日)～11 月 15 日(金)
午前 9 時から午後 4 時まで
※審査日＝11 月 1 日（金）・4 日（月）・8 日（金）
場

所：相模原麻溝公園（相模原市南区麻溝台 2317-1） みどりの広場

お問合せ：相模原市商業観光課
電話番号：042-769-8236
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17534

ヨコハマ乗りものフェスティバル 2019 乗りものクイズラリー開催のお知らせ (横浜市)

イベント内容
横浜の乗りもの 6 施設・1 店舗が、9 月 14 日（土）～11 月 17 日（日）に“ヨコハマ乗りものフェスティバル
2019”でコラボレーション！第 6 弾となる今回は、昨年に引き続き、帆船日本丸、日産グローバル本社ギャラ
リー、原鉄道模型博物館、三菱みなとみらい技術館、日本郵船氷川丸、横浜市電保存館の 6 施設で“乗りもの
クイズラリー“を開催します。6 施設で出題されるクイズに正解すると、全施設のオリジナルグッズセットを
各施設先着 100 名様／合計 600 名様にプレゼント（賞品が無くなり次第終了）。さらに、4 施設のクイズに
正解すると、9 月 14 日（土）～11 月 17 日（日）の期間中、トミカショップ横浜店でのヨコハマ乗りもの
フェスティバル抽選会に参加できます。1 施設だけの正解でもトミカショップ横浜店でトミカのオリジナル
グッズがもらえます。
※詳細は各施設にお問合せ下さい。
【帆船日本丸】ホームページ／https://www.nippon-maru.or.jp/
【日産グローバル本社ギャラリー】ホームページ／http://www.nissan.co.jp/GALLERY/HQ/
【原鉄道模型博物館】ホームページ／http://www.hara-mrm.com
【三菱みなとみらい技術館】ホームページ／http://www.mhi.com/minatomirai/
【日本郵船氷川丸】ホームページ／https://hikawamaru.nyk.com/
【横浜市電保存館】ホームページ／http://www.shiden.yokohama/
【トミカショップ横浜店】ホームページ
https://www.takaratomy.co.jp/products/tomicashop/shop/yokohama.htm
【トミカ博 in YOKOHAMA】ホームページ
https://www.takaratomy.co.jp/event/eventlist2019/tomica-yokohama.html
開催日：営業時間等、各乗り物施設によって異なります。

場

所：帆船日本丸・日産グローバル本社ギャラリー・原鉄道模型博物館・三菱み なとみらい技術館
・日本郵船氷川丸・横浜市電保存館

神奈川県菊花大会 (鎌倉市)
イベント内容
日比谷花壇大船フラワーセンターで、県内最大級となる菊花大会が開催されます。丹精込めて育てられた美しい
作品が並びます。
<料

金>

大人 350 円、大学生 250 円、65 歳以上・高校生 100 円、中学生以下無料
開催日：10 月 29 日〜11 月 17 日
9:00〜16:00 10 月中は
場

所：大船フラワーセンター

～16 時まで (11 月中は ～15 時 30 分まで)

(神奈川県鎌倉市岡本 1018）

お問合せ：神奈川県立大船フラワーセンター（日比谷花壇大船フラワーセンター）
電話番号：0467-46-2188
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/event/ev_detail.php?eid=ek17525

＜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)

イベント内容
◆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。

（次ページに続く）

＊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/
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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。
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。

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。
以上、ご案内申し上げます。
（公社）神奈川県観光協会

