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❺

寒川の見どころをぎゅぎゅっと詰め込ん
だモデルコースを、寒川町観光協会のふ
たりがレポート ！ 寒川町観光ボランティ
アガイドの金子さんによる解説で、さぁ、
寒川ぐるり歴史さんぽスタートです ！

寒川駅

江戸時代に彫られた弘法大師石像や美しい観音
像が見どころ。

　　  　　ヘルメットを装着して、いざ、体験。軽くて、小さな
　　　  　サドルにはびっくりしましたが、基本立ちこぎ自転車
なんですって ！ 約20分で、青い長いコースを一周できるようにな
りましたよ♪
　　　自転車もヘルメットも借りられます ！ 長袖・長ズボンがお
すすめ。心配な方は肘や膝のプロテクター持参が良いかも。
(中学生以下の方には貸出あり。※有料)

おすすめ参拝ルート お土産には、八福餅！

「大山詣り」に向かう旅人で賑わった大
山道（「田村通り大山道」）。その通り沿
いの立派な門構えは、江戸時代から続
いた商家・日野屋の名残。渡辺崋山の

『游相日記』にも記録が残されている。

　　　　  どのおかずも
　　　　 丁寧に調理され、
温かみを感じます。
とても美味 !

町のそこかしこに景時が生きた証があるのです
ね ！

今は閑静な住宅街の中の公園ですが、電車の通っていた当時の
賑わいを想像するのも楽しい ！

見た目にも楽しい彩り豊かな地元野菜
をはじめ、季節の食材を使ったお弁当
が多く並ぶ俵屋。素材の味が生きた滋
味深いお弁当（550円～）は、コースの途
中でのんびりいただくのに最適。予約
制の「大山街道旅路弁当」も人気 ！

八角広場は、旧国鉄西寒川支線の西寒
川駅があった場所。砂利輸送でスター
トした支線だが、戦前は海軍工廠がで
き軍需輸送、戦後は各工場の物流や通
勤者の足として営業し、1984（昭和59）
年3月廃線となった。

寒川の“今”を体感できるのは、2018年にオー
プンした「パンプトラックさむかわ」。BMX、ス
ケートボード、ストライダー、インラインス
ケートなどが楽しめる。施設利用時には必ず
指導者が在中しているので、子どもから大人
まで、初めてでも安心して利用できる。

おさんぽの最後は、カフェスペー
スでとびきりのスイーツを召し上
がれ ！ 

▲わくわくしながら、さあ出発!

寒川神社

寒川町や近隣の市で栽培された旬の野菜や果物・加工品のほ
か、「花の町・寒川」にふさわしく、切り花・鉢花が年間を通して
店内にたくさん並ぶ。農産物は、生産者自らが商品を陳列し、
栽培のこだわりや商品の食べ方ポイントをPR。寒川町特産品
のカーネーション、スイートピー、メロン、梨等の季節品や、他の
お店ではなかなか見つからない珍しい農産物も取り扱ってい
るので、店内めぐりがじっくり楽しめる。

わいわい市 寒川店

◀広い店内に、地域
の様々な農産品・加
工品が並ぶ。生産者
が直納するシステム
で、午後も追加納品が
可能なため、一日中、
商品を切らさない。

寒川町一之宮1-23-1 寒川町内の氏神様。明治以降に、周辺の
七社の小祠が合祀され、小さなお社なが
ら、8柱もの有名な神様が祀られている。

寒川町宮山3917

寒川町一之宮8-6-13
0467-75-0932 10:30-18:00
日曜

公園には緑が多く、鳥の声を聴きながらの休憩時間、お弁当
タイムは最高でした。

広々とした公園は、昭和初期のガス工場跡地が
整備されたもの。この公園に接して、一之宮緑道
として西寒川支線のレールが残されている。春
には、見事な桜並木がレール沿いを彩る。
さあ、ここでのんびりお弁当をいただきます ！

寒川町一之宮3-2172-1

寒川町宮山3916
0467-75-0004
あり

寒川町宮山275（さむかわ中央公園内）
0467-75-1005 9：00～16：00

※季節により終業時間が異なります。

毎月第4月曜及び、年末年始（12/29～1/3）
小学生以下100円、中学生200円、高校生以上500円

（中学生および高校生以上の方で町民以外が利用する場合は上記金額の2倍）

あり

寒川町宮山233-1 0467-72-0872
現在、感染予防対策のため、9:30～17:00
水曜、12/31-1/3

あり

境内には、握手ができる弘法大師像（握手
大師）や六地蔵がある。

寒川町宮山3925

さむ    かわ   じん   じゃ

いち さむ　かわ　 てん

景時の資料も残る福祉会館の近くに、
「松戸橋」の標柱がある。松戸橋の名
は後世のものだが、ここを通った水路
は、鎌倉時代草創期にこの地にあった
とされる景時の館の外堀といわれる。

寒川駅

昭和初期創業の老舗和菓子店。寒川の悠
久の歴史を古木の年輪で表現した銘菓

「寒川の年輪」（神奈川県
指定銘菓）は、代々受け継
がれた餡の風味を存分に
楽しめる贅沢な逸品。一
方、景時にちなんだ「MANJU 
KAGETOKI」は、ベースの白
餡にバターやレーズンを加えた洋風和菓子。地元の若者が
デザインしたスタイリッシュな包装で、お土産に喜ばれそう。
桜餅、柏餅、水羊羹…と、季節の和菓子も充実している。

豊月堂

寒川町一之宮1-23-13 0467-75-0068
8:30-18:30 水曜（変動あり）
MANJU KAGETOKI 170円、景時最中 170円、
寒川の年輪 1本入1‚470円（いずれも税込）

あり

ほう   げつ   どう

▲ご主人・天利さん。

フランスから取り寄せたレンガが使われた風情ある建物が美し
いラ メール洋菓子店。オーナーの選んだ旬の果物を使った生菓
子は、彩も美しく目移りしてしまう。焼き菓子は、「寒川慕情 焼き
ちょこ」「宮山ロール」「スティックキリ」など、町の特産品となって
いる商品も多い。オーナーお薦めの「寒川慕情 焼きちょこ」は、
しっとりと濃厚なチョコが、口いっぱいに広がる。

寒川町宮山923-7

0467-74-6141
10:00～19:00

水曜
あり

ラ メール洋菓子店
よう    が       し     てん

▲ひまわりのブーケ（季節品）は
リーズナブルな値段ながら、生き生
きと元気に長持ちする。

詳しい寒川情報はこちらから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

モデルコースの詳細はこちらから・・・・・・・・・・・

寒川の見どころを知り尽くしたボランティアガイドによるガイドツ
アーに参加すれば、寒川の奥深い魅力の虜になること間違いなし。

（ガイドツアーについては、寒川町観光協会にお問合せください。）

もっと楽しく！寒川まち歩き

■寒川町観光協会・・・・・・・・・・・・・・・0467-75-9051
■寒川町産業振興課・・・・・・0467-74-1111（代）

■寒川町商工会・・・・・・・・・・・・・・・・・・0467-75-0185

大山道沿いに建てられた一之宮不動堂
内には不動明王像がある。道標は江戸初
期のもの。不動堂からほど近い相模川の
岸辺は、有名な「田村の渡し」のあった場
所。

▲コーヒーにも、お茶にもよく合うMANJU
KAGETOKI。

ホームページ「観光情報ひろば湘南」では、
各スポットを詳しくレポートしています。

寒川の観光情報
まち歩き問合せ先
寒川のお店情報

問合せ先

⑯ラ メール洋菓子店

⑮パンプトラックさむかわ（さむかわ中央公園）

⑪一の鳥居、二の鳥居（寒川神社）

⑬宮山神社

⑫西善院
さい ぜん いん

⑭寒川神社

約21分約21分

約16分約16分

約2分約2分

約4分約4分

約2分約2分

約2分約2分

約4分約4分

約2分約2分

約9分約9分

約11分約11分

約4分約4分

約5分約5分

約10分約10分

約1分約1分

約1分約1分

約13分約13分

寒川町一之宮4-26-28

寒川町一之宮6-2-25

⑧八角広場（旧国鉄西寒川支線 西寒川駅跡）

⑨一之宮不動堂（河原不動）

⑩一之宮公園

▲大山街道旅路弁当
          （要予約、3,000円+税）

(　　　 をご覧ください。）

⑦俵 屋

⑥ 梶原景時館

⑤ 伝七士（梶原氏一族郎党）の墓

一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居
と順々に進み、ゆったりと参道を
歩いてからの参拝がおすすめ。

寒川神社への参拝記念には、定番の八福餅をどうぞ。全国
唯一の八方除の守護神にちなみ、八角形に練り上げられ
た八福餅は、愛らしいかたちと昔ながらの味わいが特徴。

昔は寒川の中心がこの街道沿いだったと聞いて、
びっくり ！

寒川町一之宮8-5-20
（南部文化福祉会館）

④松戸橋跡（南部文化福祉会館付近）

③大山道

②豊月堂

①南泉寺
なん  せん   じ
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スタートスタート

ゴール♪

お弁当を買います！

公園でランチ！

(裏面　　　 をご覧ください。）

(裏面　　　 をご覧ください。）

▲当時のレールが残されている。

約9分約9分

なし

一言メモ

（JAさがみ）

（ページ左下をご覧ください。）

PART 3

PART 4

PART 4

PART 2

(　　　 をご覧ください。）PART 4

PART 2

体験レポート体験レポート

体験レポート体験レポート
体験レポート体験レポート

体験レポート体験レポート

体験レポート体験レポート

体験レポート体験レポート

約1600年の歴史を有する寒川神社は、相模國一之宮として崇敬を集め、『吾妻鏡』には源頼朝も
妻・政子の安産祈願や国家安泰祈願をしたとの記述がある。また古くより、すべての災いを除き
福徳円満をもたらす八方除（はっぽうよけ）の総守護として、庶民からも幅広く信仰されてきた。


