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R045-681-0007

神奈川県では、安心して旅行を楽しむ
ために「旅行者のための感
染防止サポートブック」公開
中。ぜひ旅行のお供に！

湯河原町 湯河原梅林「梅の宴」

四季を通じて雄大な自然景観と出会える「幕山公園」の山
麓斜面に、様々な種類の紅梅・白梅が咲き誇り、園内は梅
の香りに包まれます。期間限定でライトアップも実施。
【日程】2021年2月6日(土)～3月7日(日)

感染症対策 入場時のマスクの着用、アルコール消毒、検温他
湯河原温泉観光協会 R0465-64-1234

4,000本の“梅のじゅうたん”にうっとり♪

オリジナルの「梅ソフト」が人気！

幕山を美しく彩る梅林

葉山町 長者ヶ崎・大浜海岸、森戸海岸

葉山御用邸近くに
ある2つの海岸か
ら眺める、水平線
に沈んでいく落日
は格別です。寒い
冬だからこそ夕日
そのものの美しさ
を堪能できます。

冬の海岸の夕日を
楽しめる♪

長者ヶ崎・

大浜海岸

森戸海岸

両海岸とも、
晴れていれば

富士山も見える♪

感染症対策 3密の回避、換気、マスク、手指消毒
葉山町観光協会 R046-876-1111

鎌倉市 第62回鎌倉薪能

1959年から半世紀
以上続く伝統芸能。
本年度は新型コロ
ナの感染拡大防止
のため、事前に鎌倉
宮で無観客にて演
能し、12月15日（予
定）にYouTubeで
無料配信します。

鎌倉市観光協会 R0467-23-3050 感染症対策 オンライン配信にて、密を回避

古都鎌倉の伝統ある
神事能を身近に感じよう♪

伝統芸能をYouTube
で楽しもう！

第60回鎌倉薪能 石橋 群勢 金春流 シテ 金春安明

相模原市 さがみ湖イルミリオン

関東三大イルミネーションの一つで、
600万球を誇るイルミが「さがみ湖リゾ
ートプレジャーフォレスト」で開催中。今年
は「ポケモンイルミネーション」エリアも！

ポケモンイルミネーションが新登場！

イルミネーションの上空を
空中散歩する

「虹のリフト」

※イメージ

相模原市観光協会 R042-771-3767 第8回イルミネーションアワードにて
総合エンタテイメント部門第2位を受賞！感染症対策 入園時の検温、手指消毒、マスクの着用他

「明治記念大磯邸園」第1期開園

国の明治150年の関連施策として、別荘地・
大磯に残る有名政治家たちの邸宅と庭を「明
治記念大磯邸園」として整備。第1期は、旧大
隈別邸と陸奥別邸跡の庭園を公開中です。

大隈重信と
陸奥宗光の
別邸の庭を公開！

旧大隈重信別邸

大
磯
町

「こゆるぎの浜」
からの潮騒も聞こえ、
政治家たちの生活が
身近に感じられる♪

大磯町観光協会 R0463-61-3300
感染症対策 広い庭園の公開のため、密を回避

愛川町 県立あいかわ公園
ほぼ無料の大型公園で遊ぼう！

「冒険の森」の

巨大ツリー

年間40万人が訪れる人気
の公園。大型遊具が揃う「
冒険の森」や、雄大な自然
を活かした広大な芝生広場
など、一日無料でのんびり
遊べる施設が充実
しています。※土・日・
祝日など駐車場有料日あり

アルコール消毒液を設置、
一部施設の利用は休止

感染症対策

あいかわ公園パークセンター
R046-281-3646 公園奥の「宮ヶ瀬ダム」は

関東有数の巨大ダムで、
迫りくるコンクリート壁が圧巻！

マスク着用、消毒他
感染症対策

南足柄市観光協会 R0465-73-8031

南足柄市 大雄山最乗寺「節分豆まき祭」

600年の歴史を持つ古刹では、2021年2月3日(水)に節分会
を開催。沿道には道の駅「足柄・金太郎のふるさと」もあり、農
産物やお土産、足柄グルメも楽しめます。

曹洞宗の古刹で
盛大に豆まき！

年男、年女、ゲストが一斉に

「福は内！」

新型コロナの鎮静を願い
「疫病退散お守り」を頒布中

逗子市 逗子市観光協会 R046-873-1111山北町 山北町観光協会 R0465-75-2717

大山名物 豆腐料理

大山では丹沢山系から湧き出る良質な水を
使用した豆腐から、様々な豆腐料理が作ら
れています。宿坊や食事処でゆっくりご堪
能ください。お土産・ご自宅用にもどうぞ。

丹沢の
名水で作る
絶品豆腐

冬は冷えた体にしみる湯豆腐をぜひ！

伊勢原市観光協会 R0463-73-7373
感染症対策 混雑時入店制限、マスク着用他

伊
勢
原
市

「大山阿夫利神社下社からの眺望」
はミシュランガイドに2つ星として紹介！

横浜市 連節バス「ベイサイドブルー」

横浜駅東口から、みなとみ
らいや赤レンガ倉庫、山下
エリア、中華街など、横浜の
人気観光スポットにバス1
本でアクセスができます。

横浜駅からバス1本！横浜の有名スポットにアクセス

ベイエリアへの
新たな交通の軸

感染症対策 定期的な車内消毒、換気、乗務員のマスク着用他
横浜市コールセンター
R045-664-2525

弘法山ハイキングコース

小田急線秦野駅から出発、ゴールは鶴巻温
泉駅。コース途中の権現山の弘法山公園展
望台からは、冬の富士山をはじめ、相模湾、
丹沢の山並みの眺望を楽しめます。

富士山の眺望を
楽しんで散策♪

権現山の展望台から望む富士山

秦野駅観光案内所 R0463-80-2303
感染症対策 屋外で活動することで、感染リスクを回避

秦
野
市

ハイキングの後は、
市営の温泉
「弘法の里湯」で
汗を流そう♪

横須賀市 秋谷・立石海岸
古くから知られる絶景スポット
海岸に突き出た大
きな奇岩「立石」を
はじめ、美しい海
岸の景色で知られ
ています。特に、富
士山を背景にした
立石は絶景。夕日
が空を染める時刻
がおすすめです。
海岸は、東京湾側
と異なり、自然の
海岸線が多く残っ
ています。　

感染症対策 マスクの着用、手洗い、うがい、アルコール消毒他
横須賀観光インフォメーション スカナビi R046-822-8301

昼間も夕方も訪れたい♪

江戸の絵師歌川広重は
「相州三浦秋屋の里」で立石を描いている

厚木市 東丹沢七沢温泉郷＆飯山温泉郷

両温泉郷ともに
pH9以上の高アル
カリ泉で無色透明。
肌の角質を柔らか
くする効果が期待
できるので「美肌の
湯」として知られて
います。温泉とセッ
トで楽しみたいの
が人気の郷土料理・
猪鍋。味噌の香りが
食欲をそそります。

「美肌の湯」と猪鍋で
お肌ツルツル♪

東丹沢七沢温泉郷

飯山温泉郷

猪鍋はコラーゲンたっぷりで美肌効果抜群！

感染症対策 各旅館でのアルコール消毒、検温、人数制限
厚木市観光協会 R046-240-1220

さむかわ三社初詣ウォーク

相模國一之宮 寒川神社をはじめ、三社を参
詣。鎌倉幕府の智将・梶原景時の館跡もガ
イドの解説付きで訪ねます。
【日時】2021年1月26日(火)9:00～12:00

開運除災を祈って
ガイド付きで初詣

相模國一之宮 寒川神社

寒川町観光協会 R0467-75-9051
感染症対策 事前予約20名を3グループに分けて密を回避

寒
川
町

寒川神社は、
全国唯一の

八方除の守護神

湘南の宝石

湘南の夜景と、江の島・片瀬海岸エリアのイ
ルミを楽しめます。12月下旬～1月下旬は2
万株ものウインターチューリップが開花。
【日時】開催中～2021年3月7日(日)17:00～20:00
【会場】江の島各所、江の島サムエル・コッキング苑内など

関東三大イルミネーションに選定

江の島が“光の島”に！

藤沢市観光センター R0466-22-4141
感染症対策 空間の確保、マスク着用、消毒、検温他

藤
沢
市

江の島シーキャンドル
から眺めるイルミと
夜景のコラボは必見！

吾妻山 菜の花ウォッチング

JR二宮駅から徒歩約30分。吾妻山公園山
頂からは、相模湾と富士山を一望できます。
約6万株の早咲きの菜の花も楽しめます。
【日程】2021年1月9日(土)～2月7日(日)

360度のパノラマビューを満喫！

菜の花と富士山の競演

二宮町観光協会 R0463-73-1208
感染症対策 身体的距離の確保、マスクの着用他

二
宮
町

吾妻山は関東の
富士見百景にも選定♪

三浦市 県立城ヶ島公園

城ヶ島は、ミシュラ
ン・グリーンガイド
ジャポンに2つ星
で掲載。「散歩しな
がら海、富士山を
眺めて楽しむこと
ができる」と紹介
されています。公
園は植物も豊富。

ミシュランガイド2つ星の島 展望台から望む
富士山

感染症対策 消毒液の設置、駐車場職員のマスク・手袋着用他
三浦市観光協会 R046-888-0588

冬はたくさんの
八重スイセン
が咲き誇る♪

「サザンビーチちがさき」の初日の出

東にある江の島から初日が顔を出し、茅ヶ崎
のシンボル「えぼし岩」の真上に輝きます。
東に江の島、正面にえぼし岩、西に富士山と
いう贅沢過ぎる絶景を楽しめます。

江の島、えぼし岩、
富士山が望める！

県内でも人気のスポット♪

茅ヶ崎市観光協会 R0467-84-0377
感染症対策 ソーシャルディスタンスの確保、マスク着用

茅
ヶ
崎
市

「茅ヶ崎サザンC」
は縁結びのモニュメント

として有名♪

川崎市 川崎工場夜景屋形船クルーズ

運河沿いの
ノスタルジー
溢れる
工場夜景が
楽しめる♪

感染症対策 マスクの着用、送迎バス乗車前の検温、手・指の消毒他
川崎市観光協会 R044-544-8229

驚きと感動の
工場夜景ツアー
川崎区・塩浜から屋形船に乗
船し、塩浜運河、京浜運河な
どを巡りながら、海上から工
場夜景を楽しむツアーです。市民ガイド「川崎工場夜景ナビゲ
ーター」が同行し、各スポットの解説を行います。
【料金】大人4,000円、小学生3,000円※税込（送迎バス・乗船料など込）

新しい川崎の風物詩！

高麗山公園（湘南平）

平塚市と大磯町にまたがる広大な公園で、湘
南平、子供の森、浅間山の3つのゾーンに分
かれています。2つの大展望台からは、相模
湾や富士山などの見事な眺望を楽しめます。

360度の景観と
豊かな自然を
楽しめる♪

展望台からの眺望

平塚市観光協会 R0463-20-5110
感染症対策 マスク着用、手洗い・手指消毒他

平
塚
市

レストハウス展望台
頂上からの360度の
パノラマ景観は圧巻♪

箱根町 箱根神社の初詣

古来、関東総鎮守箱
根大権現と尊崇さ
れてきた箱根神社。
奈良時代に箱根山
に入峰修行中の万
巻上人が、箱根大神
のご神託により創建
しました。ご鎮座
1260年。人々から
篤く信仰を集め、国
内外から参拝者の
姿が絶えません。
※奉祝花火大会は開催
未定

関東総鎮守の名社で
開運を祈る！

権現造りの「御社殿」

芦ノ湖に建つ「平和の鳥居」

芦ノ湖は雪が積もるので
スタッドレスタイヤで！
芦ノ湖は雪が積もるので
スタッドレスタイヤで！

感染症対策 マスクの着用、アルコール消毒他

箱根町総合観光案内所
R0460-85-5700

真鶴町 三ツ石海岸の初日の出

真鶴半島の先端に
ある三ツ石海岸は、
初日の出の名所とし
て有名です。休憩施
設「ケープ真鶴」で
は、コーヒーなどで
暖を取りながら、日
が昇る時刻まで待
つことができます。

国内有数の初日の出スポット 景勝地の三ツ石

真っ黒いコロッケ「いか爆弾」は、
真鶴の新名物として人気！

感染症対策 アルコール消毒、受付のビニールシート設置
真鶴町観光協会 R0465-68-2543

小田原市 小田原梅の里さんぽ

曽我梅林にある
富士見ポイント
からの梅林と
富士山は絶景♪

小田原市観光協会 R0465-20-4192

梅の名所である小田原城址公園と、霊
峰富士を望み、約3万5,000本の白梅
が咲き誇る曽我梅林を、期間中気軽に
散策できます。曽我梅林では、「十郎」や
「白加賀」など様々な白梅はもちろん、
紅梅やしだれ梅も楽しめます。
【日程】2021年1月30日(土)～2月28日(日)

梅林と富士の眺めを楽しんで散策♪

周辺はまさに

「梅の里」に

感染症対策
アルコール消毒などの実施他
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神奈川 神奈川の今一番
旬な情報をご紹介！

山も海も♪ 魅力
いっぱい!

さいたま市から近い♪


