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神奈川

地元
Recommend

川崎市

横須賀市

問：川崎市観光協会
☎：044-544-8229

茅ヶ崎 市

さむかわの冬は
ひまわり！
問：寒川町観光協会
☎：0467-75-9051

寒川町
11

1

12

・

大磯町

二宮 町

1

横浜発のオンリーワン商品
厳選された「横濱」ブランドは
このマークを目印に

ヨコハマ・グッズ横濱 001

C の右側に立つと円（縁）に！
縁結びスポットとしても有名な
サザンビーチちがさきのシンボル

問：YOKOHAMA GOODS 横濱 001
☎：045-222-3701

ふるさと納税で
賢く「逗子旅」

三浦市

逗子市

問：逗子市観光協会
☎：046-873-1111

幻想的な光景に息をのむ
厳選の工場夜景スポットを巡る
オドロキと感動の夜景ツアー

鳥居原園地

相模原市

問：宮ヶ瀬ダム周辺
振興財団みやがせミーヤ館
☎：046-288-3600

厚木市

1 年間の無病息災を願い
ワラで作られた “ サイト ” に火をつける
関東を代表する火祭り

海では地引網体験（〜 11/30）
山ではみかん狩り（11 月上旬〜）
自然に触れ合える体験をぜひ

大磯の左義長（国指定重要無形文化財）

海と山での体験

問：大磯町観光協会
☎：0463-61-3300

問：二宮町観光協会
☎：0463-73-1208

大和
ゆとりの森
問：大和ゆとりの森
☎：046-267-6800

1

12

海 老 名市

大和市
仲良しプラザ

秋には一面のドウダンツツジが！
清々しい宮ヶ瀬湖畔の空気や
四季折々の景色が楽しめる公園

日本とアメリカが融合！
多数の神輿や山車が練り歩き
神輿は米海軍基地内へ

第 43 回よこすか
みこしパレード
問：横須賀市観光協会
☎：046-822-8256

葉山町

10
20
※荒天中止

平塚市

花が大きくピンク色の河津桜で
少し早めのお花見を
地元特産品や限定品も販売される
返礼品で体験チケットが選べる
逗子市へのふるさと納税で
大人気のマリンスポーツを体験！

第 61 回
鎌倉薪能

鎌倉市

問：鎌倉市観光協会
☎：0467-23-3050

葉山のグルメ＆お土産のほか
地場野菜などをコンパクトに集めた
ショップステーションで買い物を

一流の出演者による神事能
凛とした空気の中で
舞台との一体感を感じよう

藤沢市

さくら百華の道
問：座間市観光協会
☎：046-205-6515

座間市

写真：辻井清一郎『黒塚』

2

8

・

綾瀬市

3

31

早咲きから遅咲きまで
64 品種もの個性ある桜が
長く楽しめる桜並木

おでんナイトニッポン 2019
～新米！新酒！えびな感謝祭～
問：海老名市経済環境部商工課
☎：046-235-8439

愛川町

11
24
販売や展示のほかに
「豚すき」の無料配布もあり！
農・商・工が集い綾瀬の産業を PR

エノシマトレジャー
問：藤沢市観光協会
☎：0466-55-4141

「わんぱく広場」には遊具がたくさん
スポーツとレクリエーションを
思う存分楽しめる公園

5月
2 月 〜初旬

抽選でご当地プレゼントも！
「宝の地図」を手がかりにした
大人も子供も楽しめる宝探し

高麗山公園（湘南平）
問：高麗山公園レストハウス管理事務所
☎：0463-31-6722

問：ツリークロスアドベンチャー
☎：080-3306-7738

2 月 〜3 月
上旬 中旬

10 ・10
11
12

問：ハヤマステーション
☎：046-876-0880

レストハウス展望台頂上からの
360 度パノラマ景観は圧巻！
富士山も見える絶景スポット

ツリークロスアドベンチャー

三浦海岸桜まつり
問：三浦市観光協会
☎：046-888-0588

県内の地酒と地場食材使用のおでん
冬場でも温かさのある街場体験
音楽もある大人向けのナイトイベント

厚木の森で本気のターザンごっこ！
命綱を頼りに
森の中を縦横無尽に駆け巡る

高さ 156m、長さ約 400m ！
首都圏最大級のダムで
迫力満点の観光放流を見学

ＨＡＹＡＭＡ
ＳＴＡＴＩＯＮ

問：茅ヶ崎市観光協会
☎：0467-84-0377

湘南の温暖な気候を利用して
季節外れの冬に満開になるひまわり
元気な姿をご覧あれ！

各市町村がおすすめする「観る」、「遊ぶ」、「食べる」をご紹介！
ここでしか見られない景色からバラエティ豊かな季節のイベント、
地元の特産品まで見どころがいっぱい。
ドライブの途中で立ち寄って、旅をさらに充実させよう。

川崎の
工場夜景ツアー

茅ヶ崎サザン C

11
15

清川村

ブランド豚の生ハムやソーセージ
ルバーブのジェラードも人気！
こだわりメニューを味わって

農商工連携 あやせ産業まつり
～商工フェア・農業収穫祭～

宮ヶ瀬ダム

清川村の地場産食材を使った
イタリア料理店 四季～ Quattro ～

問：綾瀬市産業振興部商業観光課
☎：0467-70-5685

問：宮ヶ瀬ダム 水とエネルギー館
☎：046-281-5171

問：四季～ Quattro ～
☎：046-404-8421

神奈川県アンテナショップ Instagram
始めました！

「かながわ屋」kanagawa_ya
フォローしてください！

横浜駅東口 そごう横浜店地下2階 食品売場
横浜市西区高島 2-18-1

店舗直通 045-620-8535

県内各地域の名産品・特産品はもちろん、
鮮度自慢の野菜も販売しています
KURUPPU >

11

12

震生湖
問：秦野市観光協会
☎：0463-82-8833

秦野市

伊勢原市

おおいゆめの里
早咲き桜
問：大井町地域振興課
☎：0465-85-5013

湖面に映る木々が色鮮やかに染まる
美しい紅葉を眺めながら
湖畔で秋のひとときを過ごしてみよう

大井町
2 月 〜3 月
下旬 中旬

町を歩きながら見上げるもよし
公園で間近に見るもよし
河津桜で一足早いお花見を

大山ケーブルカーの夜間運転も！
紅葉のライトアップを
湘南夜景とともに満喫して

大山の紅葉ライトアップ
問：伊勢原市観光協会
☎：0463-73-7373

丹沢湖周辺の
紅葉

11 月 〜11 月
中旬

山北町

下旬

松田町

第 22 回まつだ桜まつり

早めに見ごろを迎える河津桜を
富士山と一緒に眺められる
素晴らしい景色を堪能しよう！

開成町

問：松田町観光協会
☎：0465-85-3130

2

8

〜

3

8 予定

小田原市

中井町

問：山北町観光協会
☎：0465-75-2717

秋のハイキングにぴったり♪
エメラルドグリーンの湖が
紅葉を鮮やかに映し出す

築 300 年の古民家で行われる
江戸時代の風情がいっぱいの
特別なひなまつり

瀬戸屋敷ひなまつり
問：開成町産業振興課
☎：0465-84-0317

大雄山最乗寺の
紅葉

南足柄市

中井町の農産物を使った
スイーツやドリンクでひと休み
中井町の特産品をお土産に

最新デジタル技術を駆使し
風魔忍者を国内外に PR
体験型の展示にも注目を

なかい里都まち CAFE

小田原城歴史見聞館
（NINJA 館）

（ナカイサトマチカフェ）

2 月 〜3 月
下旬 上旬

問：小田原城天守閣
☎：0465-22-3818

問：なかい里都まち CAFE
☎：0465-20-7393

真鶴町

箱根町

湯河原梅林
「梅の宴」

湯河原町

問：大雄山最乗寺
☎：0465-74-3121

問：湯河原町観光課
☎：0465-63-2111

創建 600 余年の自然豊かな古刹
境内のいろは紅葉をはじめ
自然が織りなす芸術を鑑賞して

約 4000 本の梅が咲き
ほのかな梅の香りに包まれる
幕山山頂からの眺望も素晴らしい

箱根関所設置 400 年を祝し
さまざまな記念イベントを開催！
江戸時代を体感してみよう

真鶴の風物詩
お囃子演奏やよさこい見物で
思い出をつくろう

箱根関所

海のまち 豊漁豊作祭 真鶴龍宮祭

問：箱根町観光協会
☎：0460-85-5443

KURUPPU >

13

3月
〜
末

問：真鶴町観光協会
☎：0465-68-2543

11

9

2 月 〜3 月
上旬 上旬

