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横浜市
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神奈川

地元
Recommend

川崎市

茅ヶ崎 市

冬のひまわり
摘み取り
問：寒川町観光協会
☎：0467-75-9051

寒川町

大磯町

二宮 町

11 月 〜12 月
末

初旬

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

サザンオールスターズの
歌の歌詞にも出てくる
茅ヶ崎のシンボル

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

横須賀市

問：川崎市観光協会
☎：044-544-8229

海藻あかもく・
めかぶ

三浦市

逗子市

問：逗子市観光協会
☎：046-873-1111

約 190 店舗が港に集まる大磯市
神奈川県最大級の朝市で
お気に入りを見つけよう

吾妻山山頂に約 6 万株も咲く
早咲きの菜の花が見頃を迎える
海・山とのパノラマビューも必見

大磯港の朝市

吾妻山 菜の花ウォッチング

問：大磯町観光協会
☎：0463-61-3300

ＪＡＸＡ
相模原キャンパス 相 模 原 市

厚木市

市民交流拠点
ポラリス

開催 :
毎月第 3 日曜日
9:00 ～ 14:00

問：二宮町観光協会
☎：0463-73-1208

1月

〜2 月

海 老 名市

大和市

問：大和市市民交流拠点ポラリス
☎：046-274-4361

問：JAXA 相模原キャンパス
（宇宙科学探査交流棟）
☎：050-3362-3540

大人も子供も楽しめる
緑と文化に親しむ
都会のオアシス

宇宙科学探査交流棟で
人工衛星やロケットの実物を見学
「はやぶさ 2」の実寸大模型も展示
展望台からは梅の向こうに東京湾
約 2700 本の梅が咲き誇る
田浦梅林の春を告げるお祭り

田浦梅林まつり
問：横須賀市観光協会
☎：046-822-8256

ＨＡＹＡＭＡ
ＳＴＡＴＩＯＮ

問：茅ヶ崎市観光協会
☎：0467-84-0377

11 月末から12 月初めに
夏の花であるひまわりが咲き誇る
摘み取ってお土産に

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。

川崎市
生田緑地

えぼし岩

葉山町
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〜

10

平塚市

地元農家から届いた
新鮮な野菜や青果・生花などが揃う
お正月用品も盛りだくさん
逗子小坪産のヘルシー食材
海藻あかもく・めかぶが入った
うどんやそばを召し上がれ

2019
鎌倉カレンダー

鎌倉市

問：ハヤマステーション
☎：046-876-0880

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

魅力あふれる写真がいっぱい！
年中行事や花暦も記載され
鎌倉観光にも最適なカレンダー

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

神奈川県アンテナショップ

六夜祭（だるま市）
12 〜12
28
30

藤沢市

問：東丹沢七沢観光案内所
☎：046-248-1102

大和芋
問：座間市観光協会
☎：046-205-6515

湘南の宝石
1 部 1,200 円

問：藤沢市観光協会
☎：0466-55-4141

2019

11 月 〜 2 月
下旬

下旬

座間市

綾瀬市
イルミネーション

1

26

綾瀬市

「北のまち」の新たなシンボル
アリーナを備えた健康・交流の拠点
屋外こども広場「星の子広場」も

県立
あいかわ公園

県立相模三川公園
問：県立相模三川公園
☎：046-236-5008
046-235-1790（スポーツ広場関係）

愛川町

問：綾瀬市商業観光課商業観光担当
☎：0467-70-5685

問：県立あいかわ公園
☎：046-281-3646

綾瀬市役所南側広場が
煌びやかなイルミネーションで
美しく彩られる

宮ヶ瀬ダム堤体下に広がる
自然と触れ合って遊べる公園
園内には体験工房や資料館も

清川村

高さ 30m もある自生のモミの木に
色とりどりのイルミネーションが
幻想的に輝きはじめる

多彩なテーマのデコレーションで
訪れる人を魅了する
江の島全体を彩る光と色の祭典

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

三崎まぐろ祭
ビッグセール
問：三浦市観光協会
☎：046-888-0588

丹沢・大山の美しい山並みを望む
河川敷を利用した公園
子供が安心して遊べる大型遊具も

丸みのある相州だるまが
路地にずらりと並ぶ
だるまの値段は値踏みで決めて

豊かな自然に育まれた
栄養豊富な大和芋
贈答品としてもおすすめ

宮ヶ瀬クリスマス
みんなのつどい
問：清川村産業観光課
☎：046-288-3864

11 月 〜12 月
下旬

下旬

2018年7月10日

「かながわ屋」NEW OPEN
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
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神奈川県立
秦野戸川公園

秦野市

伊勢原市

フェイジョア

大井町

問：神奈川県立秦野戸川公園
☎：0463-87-9020（パークセンター）

問：大井町地域振興課
☎：0465-85-5013

木々が鮮やかに色づく秋は
県立秦野戸川公園で
紅葉狩りを楽しもう

大井町の特産品・フェイジョアが
スイーツやカレーに！
その味わいを確かめて

20,000 本が咲き誇る
日本最大級のロウバイ園
甘く香るロウバイ回廊も見所

伊勢原市内で人気の牧場で
メンチカツや濃厚ソフトクリームを
新鮮な牛肉や乳製品をお土産に

硝子工房「流限」
問：硝子工房「流限」
☎：0465-20-3636

山北町

松田町

柏木牧場

第 8 回寄ロウバイまつり

問：柏木牧場
☎：0463-94-3641

問：松田町観光経済課
☎：0465-83-1228

瀬戸屋敷
ひなまつり
問：開成町産業振興課
☎：0465-84-0317

開成町

中井町

問：小田原城天守閣
☎：0465-22-3818
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〜
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小田原市

2 月 〜3 月
下旬 上旬

山と清流に囲まれたガラスの工房で
手吹きガラス体験を
自分だけの作品を持ち帰って

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
築 300 年の古民家「瀬戸屋敷」で
江戸時代の風情を感じる
ひなまつりを体験しよう

春木径・
幸せ道ほか

南足柄市

箱根町

問：南足柄市商工観光課
3月 〜
☎：0465-73-8031
中旬 下旬

江戸時代の大幹線だった東海道の
箱根八里、日本随一の壮大な石畳
が敷かれ江戸への旅へと誘う

「箱根八里」が
日本遺産に認定
問：箱根町総合観光案内所
☎：0460-85-5700

13

小田原城天守閣特別展

問：なかい里都まち CAFE
☎：0465-20-7393

レンタル釣り
問：真鶴町観光協会
☎：0465-68-2543

小田原開府五百年～北条氏綱から続くあゆみ～

真鶴町

湯河原町

道具一式レンタルできるから
真鶴港で手軽に釣りが楽しめる
釣った魚は里海ベースで食べよう

香り桜とも呼ばれる
早咲きの桜「春めき」が
市内各所に咲き誇る

KURUPPU >

なかい里都まち CAFE

（ナカイサトマチカフェ）

12

〜

24
小田原北条氏の
二代北条氏綱にスポットをあて
小田原 500 年の歴史を紹介

約 4000 本の梅が咲く
ほのかな梅の香りの中で
湯河原梅林オリジナル「梅ソフト」を

湯河原梅林「梅の宴」
問：湯河原町観光課
☎：0465-63-2111

