
体験・交流

相模原市立博物館
自然・歴史、天文及び特別展示を行う展示

室とプラネタリウムがあり、各種講座も

開催しています。

交

住

問

相模原市中央区高根3-1-15
JR横浜線「淵野辺駅」から神奈中バス

「市立博物館前」下車
042-750-8030

マップ G-3

相模川ふれあい科学館アクアリウムさがみはら
相模川をもっとよく知り、親しみをもっ

ていただくために、多くの生き物や資料

をわかりやすく展示しています。 

交

住

問

相模原市中央区水郷田名1-5-1
JR相模線「上溝駅」、JR横浜線・相模線・京王線

「橋本駅」、JR横浜線「相模原駅」・「淵野辺駅」から
神奈中バス「水郷田名」下車徒歩3分
042-762-2110

マップ E-3

JAXA相模原キャンパス
実物大の小惑星探査機「はやぶさ」の模型

やＭ－Ⅴロケットの実機模型のほか、人

工衛星等の模型が展示されています。

交

住

問

相模原市中央区由野台3-1-1
JR横浜線「淵野辺駅」から神奈中バス

「市立博物館前」下車徒歩３分
広報・普及係　042-759-8008

マップ G-3

相模の大凧センター
相模の大凧揚げ文化の保存・継承を図る

ため、資料の展示のほか凧づくり等の各

種創作活動の場を提供しています。

交

住

問

相模原市南区新戸2268-1
JR相模線「相武台下駅」下車徒歩10分
れんげの里あらいそ　046-255-1311

マップ F-4

尾崎咢堂（がくどう）記念館
「憲政の神」といわれた尾崎行雄（咢堂）の

生誕地に建設され、写真・遺品、活動の足

跡を物語る資料が保存、展示されています。

交

住

問

相模原市緑区又野691
JR横浜線・JR相模線・京王線「橋本駅」から
神奈中バス「尾崎記念館」下車すぐ
042-784-0660

マップ D-2

県立藤野芸術の家
豊かな自然の中で、陶芸や木工、ガラス工

芸などの芸術体験を楽しめます。宿泊も

できます。ホールやスタジオなども充実

しています。

交

住

問

相模原市緑区牧野4819
JR中央本線「藤野駅」から津久井神奈交バス

「藤野芸術の家」下車
042-689-3030

マップ B-2

和田の里体験センター「村の家」
「にほんの里100選」に選定された懐かし

い景観の中、竹細工体験やそば・うどん作

りなど豊富な体験イベントが楽しめます。

交

住

問

相模原市緑区佐野川491-1
JR中央本線「藤野駅」から津久井神奈交バス

「和田」終点下車徒歩15分
和田の里みちくさの会 042-687-5151

マップ B-1

篠原の里センター
元小学校を再利用した宿泊可能な施設で、

石窯ピザ、ブルーベリー収穫、竹笛作りな

ど様々な体験プログラムがあります。

交

住

問

相模原市緑区牧野2881
JR中央本線「藤野駅」から津久井神奈交バス

「赤沢」下車徒歩１時間
042-689-2051

マップ B-2

県立七沢森林公園・森のアトリエ
陶芸や木工などを体験できる森の中の工

房です。本格的な陶芸教室や気軽にでき

る陶芸体験や楽焼体験、押花づくりなど

を体験できます。

交

住

問

厚木市七沢901-1
小田急線「本厚木駅」下車、「厚木バスセンター」から
神奈中バス「森の里」終点下車徒歩7分
公園管理事務所　046-247-9870

マップ E-5

レインボープラザ（愛川繊維会館）
糸の里半原にあり、糸にちなんだ手織り、

組みひも、藍染、手すき和紙などの体験学

習ができます。　

交

住

問

愛川町半原4410
小田急線「本厚木駅」から神奈中バス

「半原」終点下車
046-281-0356

マップ D-3

相模湖記念館
相模ダムの役割を広く市民に紹介するた

めの施設として、相模湖の歴史や自然、ダ

ムの役割などが楽しみながら学べます。

交

住

問

相模原市緑区与瀬259-1
JR中央線「相模湖駅」下車徒歩10分
相模湖交流センター　042-682-6121

マップ B-1

約45万坪の広大な敷地を
もつ自然と親しむことを
テーマにした複合レジャー
施設。遊園地やアスレチッ
クのほか、バーベキュー場
やキャンプ場などアウトド
ア施設や温泉もあり色んな
楽しみ方ができます。

このほか、つり、ボート・カヌー、いちご・ブルーベリー・なし・ぶどう・栗等の味覚狩りなど、
さまざまなアウトドア体験が楽しめますので、市町村や市町村観光協会にお問合せください。

交

住

問

相模原市緑区若柳1634
ＪＲ中央本線「相模湖駅」下車
津久井神奈交バス「三ヶ木」行き

「プレジャーフォレスト前」下車
042-685-1111

県立自然環境保全センター
丹沢大山や里山の自然をテーマとした展

示施設があります。野外では、湿地や雑木

林など、身近な里山の自然を楽しむこと

ができます。

交

住

問

厚木市七沢657
小田急線「本厚木駅」下車、「厚木バスセンター」から
神奈中バス、「馬場リハビリ入口」下車徒歩10分 
046-248-6682

マップ E-5

神奈川県総合防災センター
地震や風水害などの体験ができるコーナー

や、いろいろな防災情報の展示があります。
交

住

問

厚木市下津古久280
小田急線「愛甲石田駅」から神奈中バス

「長沼」下車徒歩5分
046-227-1700（体験フロア直通）

マップ F-6

神奈川工科大学厚木市子ども科学館
展示ホールとプラネタリウムがあり、科

学や天文に関するいろいろな楽しい「参

加型」の実験や教室等を実施しています。

交

住

問

厚木市中町1-1-3 厚木シティプラザ７階
小田急線「本厚木駅」下車徒歩３分
046-221-4152

マップ F-5

大和市グリーンアップセンター
グリーンギャラリー、研修室などがあり、

年間を通して花やみどりに関する展示会

や教室を行っています。

交

住

問

大和市下草柳552-1 ふれあいの森内
小田急線、相鉄線「大和駅」下車徒歩12分
046-263-8711

マップ H-5

大和市自然観察センター・しらかしのいえ
身近な生き物やそれらを取り巻く環境を

観察したり、自然と人間との関わり合い

を学ぶ施設。展示や自然に親しむ行事が

行われています。

交

住

問

大和市上草柳1728 泉の森内
相鉄線「相模大塚駅」下車徒歩15分
046-264-6633

マップ H-4

マップ C-2

自然・歴史、科学を学ぶ自然・歴史、科学を学ぶ自然・歴史、科学を学ぶ自然・歴史、科学を学ぶ

さまざまな楽しい体験ができますさまざまな楽しい体験ができますさまざまな楽しい体験ができますさまざまな楽しい体験ができます

さがみ湖リゾートプレジャーフォレストさがみ湖リゾートプレジャーフォレストさがみ湖リゾートプレジャーフォレストさがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

住

問

マップ E-4飯山温泉郷

左手に丹沢の連峰、右手に高取山、経ヶ岳、仏果山の山並みに囲まれ

た飯山温泉郷。ここには木漏れ日につつまれた優しい自然があふ

れ、古くからの伝統に染められた素朴な町並みが広がっています。

（注意）施設の利用には事前申込が必要です。食材持込禁止など

の注意事項がありますので、詳しくはお問い合わせください。

(注意)キャンプ場の利用は予約制(3月～11月)です。電話でお

申し込みください。

(注意)キャンプ場の利用は予約制(3月～11月)です。電話でお

申し込みください。

厚木市飯山
（一社）厚木市観光協会　046-240-1220
本厚木駅前観光案内所　046-228-1131

住

問

マップ D-5東丹沢七沢温泉郷

大山の東稜に位置する東丹沢七沢温泉郷。玉川沿いにあるので、

またの名を玉川の湯。山裾の斜面に閑静なたたずまいをみせる

旅館が立ち並び、ひなびた情緒をかもし出しています。

厚木市七沢
（一社）厚木市観光協会　046-240-1220
東丹沢七沢観光案内所　046-248-1102

住

問

マップ B-1陣馬の湯

3軒の旅館に併設された鉱泉沸かし湯です。宿泊状況によって

日帰り入浴が可能です。露天風呂、岩風呂、檜風呂とお好みの湯

船につかって、緑と川のせせらぎの音をお楽しみいただけます。

相模原市緑区（藤野）
藤野観光案内所（ふじのね）　042-687-5581

住

問

マップ A-3青根緑の休暇村 いやしの湯

季節の移ろいを感じる豊かな自然と澄みわたる空気に恵まれた、

カルシウム・ナトリウム、硫酸塩泉の天然温泉です。木の香り漂う

檜風呂、天然石を組み合わせた岩風呂のほか露天風呂もあります。

相模原市緑区青根844
042-787-2288

住

問

マップ B-2藤野やまなみ温泉

豊富な成分含有量を誇る源泉100％の立ち寄り温泉です。風呂

は内風呂と露天風呂の二種類があり、小高い丘の上にある露天

風呂からの見晴らしは格別です。

相模原市緑区牧野4225-1
042-686-8073

日帰り温泉 住

問

マップ D-4清川村ふれあいセンター 別所の湯

丹沢の源流を水源とする清川ならではの水を使用しています。（温

泉ではありません)自然豊かな露天風呂やサウナ、檜風呂をお楽

しみいただけます。

清川村煤ヶ谷1619
046-288-3900

立ち寄り湯

公営キャンプ場 温泉公営キャンプ場 温泉公営キャンプ場 温泉

県立藤野芸術の家県立藤野芸術の家

神奈川工科大学厚木市子ども科学館神奈川工科大学厚木市子ども科学館

知って、学んで、楽しんで！

ワクワク、ドキドキ、楽しい体験！

体験・交流体験・交流体験・交流

問

マップ D-3

愛川町

県立愛川ふれあいの村

ふれあいの村事務所
046-281-1611

問

マップ E-2

相模原市

上大島キャンプ場

キャンプ場事務所
042-760-6066

問

マップ E-3

相模原市

望地弁天キャンプ場

キャンプ場事務所
042-760-6077


