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水源通行手形を持ってやまなみ五湖へ行こう!
水源地域の提携施設で手形を提示すると、さまざ
まな特典が受けられます。また、その際スタンプ
を押してもらうと、水源地域の特産品などが当た
るプレゼント抽選会に応募できます。
（詳しくは横浜市ホームページをご覧ください。）
※手形配布期間　2019年12月27日（金）まで
　手形利用期間　2019年12月31日（火）まで
問合せ
　横浜市水道局お客さまサービスセンター
☎ 045-847-6262

はちよんなな

Twitter Facebook

発行
神奈川県政策局政策部
土地水資源対策課
横浜市中区日本大通１　
電話：045-210-3124（直通）

表紙の写真：上から順に宮ヶ瀬湖、相模湖、津久井湖、奥相模湖、丹沢湖

11月下旬～12月下旬
宮ヶ瀬湖畔園地

小田急線「本厚木駅」から
「宮ヶ瀬」行きバス
終点下車（約60分）

2,000台

宮ヶ瀬水の郷（さと）
イベント実行委員会
☎046-210-3226または
宮ヶ瀬水の郷観光協同組合
☎046-288-1223

info

宮ヶ瀬湖畔園地

info

宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい
高さ30mの自生モミの木のクリスマスツ
リーや長さ315mの水の郷大つり橋がイ
ルミネーションで飾られます。電飾された
ロードトレイン「ミーヤ号」でもジャンボ
ツリーの間近まで行くことができます。

11月24日（日）
開会式9：10～
10：00以降順次スタート
※要事前申込み
　インターネット　
　9月23日（月・祝）まで
　振替用紙　
　9月6日（金）消印有効
丹沢湖

小田急線「新松田駅」から
大会専用バス(有料800円）
にて約70分
JR御殿場線「谷峨駅」から
大会専用バス（有料400円）
にて約40分

約1500台

同実行委員会
☎0465-75-1155

info

丹沢湖ハーフマラソン
大会が開催される時季はちょうど紅葉が
見頃で、湖の周りの山々はきれいな紅葉に
染まります。
天気が良ければ富士山も見えます。
多少のアップダウンはありますが、広くて走りやす
い舗装路です。湖を見下ろしながら湖畔を駆け抜け
ます。
5km、10km、ハーフコースで開催。

12月１日（日）
９：30～14：30

大野山山頂付近

JR御殿場線「谷峨駅」から
徒歩約80分

あり（若干）

同実行委員会
（県西地域県政総合センター
企画調整課内）
☎0465-32-8000（内線2217）

info

神奈川チェンソーアート競技大会
間伐材等の丸太からチェンソーを使って
ダイナミックかつスピーディーに繊細な
作品を作るチェンソーアートの競技大会。
迫力ある製作過程はエンターテイメント
として見て楽しめます。作品販売や抽選会などイベ
ントも盛りだくさん！

info

11月９日（土）
11：00～14：00
※要事前申込み（９月中旬～申込み開始）
中川バーベキューセンター

小田急線「新松田駅」または
JR御殿場線「山北駅」から
「中川温泉」または
「西丹沢ビジターセンター」行き
バス「丹沢ホテル時之栖入口」
下車（新松田駅から約55分、
山北駅から約40分）、徒歩５分

約100台

山北町観光協会
☎0465-75-2717info

11月９日（土）
11：00～14：00
※要事前申込み（９月中旬～申込み開始）
中川バーベキューセンター

西丹沢もみじ祭り
100台の大鍋で煮立てた千人鍋（しし鍋）を、渓谷を
彩る紅葉を見ながら楽しむお祭りです。
歌謡ショーや参加者のカラオケ大会の
他、地域特産品や地酒の販売もあります。

11月３日（日・祝）
10：00～15：30
小原宿本陣周辺

JR中央本線「相模湖駅」から
徒歩約20分または
「桂橋経由三ヶ木」行きバス
「小原」下車（約５分）、徒歩１分

約250台

相模湖まちづくりセンター
☎042-684-3240

info

小原宿本陣周辺

甲州街道小原宿本陣祭
神奈川県下で唯一現存する本陣である小原
宿本陣を中心に、大名行列など歴史を感じる
イベントを実施します。

11月２日（土）
11：00～15：00

鳥居原園地

JR横浜線・JR相模線・
京王相模原線「橋本駅」から
「鳥居原ふれあいの館」行き
バス終点下車（約50分）

370台

みやがせミーヤ館
☎046-288-3600

info

11月２日（土）
11：00～15：00

鳥居原園地

info

みやがせフェスタ秋in鳥居原
ステージショーや地域物産展が実施され
るほか、ボルダリング体験などのアク
ティビティも充実！
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やまなみ五湖は
神奈川の

5つのダム湖の
総称です

（津久井湖）撮影者：越智秀史「秋空を映す」
やまなみ五湖は



 イベント盛りだくさんの“やまなみ五湖”にお出かけしよう！行楽シーズン到来
９月14日（土）～16日（月・祝）、
９月21日（土）～23日（月・祝）、
10月６日（日）、
10月13日（日）～14日（月・祝）
①10：00～　②11：00～
③13：00～　④14：00～
宮ヶ瀬湖畔園地　親水池

小田急線「本厚木駅」から
「宮ヶ瀬」行きバス
終点下車（約60分）

600台

みやがせミーヤ館
☎046-288-3600

info

宮ヶ瀬湖カヌースクール
予約なしで気軽にカヌーが体験できます。
【対象】小学校４年生以上（カナディアンカ
ヌーは３年生以下でも保護者同伴なら可）
【料金】１回（１時間）1,000円
※延長する場合は、１時間毎に500円
【定員】各回20名（先着順）

９月16日（月・祝）
10：00～15：30

県立あいかわ公園
郷土資料館前広場ほか

小田急線「本厚木駅」から
「野外センター前経由半原」
行きバス「愛川大橋」
下車（約60分）、徒歩20分

1400台

同実行委員会
（愛川町商工観光課内）
☎046-285-2111（内線3523）

info

半原糸の里文化祭
藍染・はた織り・紙すきなどの各種体験教
室や各種ステージイベントなどを実施し
ます。
※みやがせフェスタ夏inあいかわ及び
宮ヶ瀬フードフェスティバルと同時開催です。

９月16日（月・祝）
10：30～15：30

県立あいかわ公園

小田急線「本厚木駅」から
「野外センター前経由半原」
行きバス「愛川大橋」
下車（約60分）、徒歩20分

800台

みやがせミーヤ館
☎046-288-3600

info

みやがせフェスタ夏inあいかわ
地域物産展のほか、子どもから大人まで楽しめ
るアクティビティ体験も充実！
※半原糸の里文化祭及び宮ヶ瀬フードフェス
ティバルと同時開催です。

【観光放流】
４月～11月までの
毎週水曜日、第２日曜日、
第２・第４金曜日、
その他イベント開催日
①11：00～11：06
②14：00～14：06
【管理階段開放】
観光放流実施日の
第２・第４金曜日
10：00～15：00

宮ヶ瀬ダム
小田急線「本厚木駅」から
「野外センター前経由半原」
行きバス「愛川大橋」下車
（約60分）、徒歩20分

681台（県立あいかわ公園）

相模川水系広域ダム
管理事務所
☎046-281-6911

info

宮ヶ瀬ダム観光放流＆管理階段開放
【観光放流】
晴れた日は美しい虹がかかることもある壮
大なショーです。
【管理階段開放】
普段は入れない「ダム管理階段」を開放します。ダム
を真横に498段、高低差125mの昇り降りに挑戦し
てみてはいかがですか？

９月29日（日）
10：00～15：40

緑の休暇村センター・
いやしの湯周辺特設ステージ

JR中央本線「藤野駅」から
「やまなみ温泉」または「奥牧野」
行きバス「やまなみ温泉」
下車（約15分）後、「東野」行き
菅井地区デマンド交通
（要予約：詳細は相模原市ホームページ参照）
「いやしの湯」下車

約100台

同実行委員会
（津久井まちづくりセンター内）
☎042-780-1403

info
県内外から合唱愛好者の団体が集い開催
されます。
特別ゲストのボニージャックスによるオ
ンステージのほか、地元の新鮮な野菜や特
産品などの販売も行います。

10月６日（日）
9：30～15：00
県立相模湖公園

JR中央本線「相模湖駅」から
徒歩10分

328台

相模湖商工会
☎042-684-3347

info

9：30～15：00
県立相模湖公園

相模湖ふれあい広場
「森と湖の相模湖から元気発信」をテーマ
に、音楽芸能・市民団体のステージ、フリー
マーケット、エアー遊具のほか、相模湖で
の足こぎボート大会が楽しめます。

10月12日（土）、13日（日）
10：00～15：00
小松コスモス園

JR横浜線・JR相模線・
京王相模原線「橋本駅」から
「三ヶ木」行きバス
「城山総合事務所入口」
下車（約15分）、徒歩20分

50台

城山観光協会
☎042-783-8065info

小松コスモス園

約50万株にも及ぶコスモス畑で、花摘みや
押し花の体験（有料）のほか、地域特産品・地
場野菜の販売が行われます。

小松コスモスまつり

10月13日（日）
11：00～16：00（予定）

山北鉄道公園

JR御殿場線「山北駅」から
徒歩５分

なし

山北町商工観光課
☎0465-75-3646

info

山北鉄道公園

D52フェスティバル
山北鉄道公園には、国内で唯一動くＤ52型の蒸気機
関車が保存されていて、フェスティバルで
はこのＤ52の運行を見ることができます。
グッズ販売やゆるキャラ“でごにぃ”との
ふれあいなどのイベントも盛りだくさん！

10月26日（土）
17：00～20：00
※要事前申込み
（９月25日（水）まで）

宮ヶ瀬ダム堤体下

圏央道相模原愛川��から
県道511号・54号、国道412号経由
約17km（約35分）
または圏央道相模原��から
県道510号、国道412号経由
約10km（約15分）

280台

愛川町商工観光課
☎046-285-2111（内線3523）

info

宮ヶ瀬ダムナイト放流
通常は昼間のみ実施している宮ヶ瀬ダムの観光放
流を夜間に行います。さまざまなライトで彩られた
神秘的な観光放流をお楽しみください。
当日は、ステージイベント、愛川ブランド
認定品などの販売も行うほか、花火も打
上げます。

10月20日（日）
10：00～15：00

愛川町役場・文化会館周辺

小田急線「本厚木駅」から
「愛川町役場」行きバス
終点下車（約30分）すぐ

1400台

同実行委員会事務局
（愛川町商工観光課内）
☎046-285-2111（内線3523）

info

愛川町役場・文化会館周辺

愛川町ふるさとまつり
「ふるさと愛川」の文化や産業、観光などを
広く町内外に紹介するために開催します。
ステージイベントや地元特産品の販売な
ど、楽しい催しがあります。

10月27日（日）
10：00～15：00
相模原市立名倉グラウンド

JR中央本線「藤野駅」から
会場行きのシャトルバスを利用

140台
臨時駐車場50台（藤野小学校）

同実行委員会（藤野商工会内）
☎042-687-2138

info

10月27日（日）
10：00～15：00
相模原市立名倉グラウンド

info

藤野ふる里まつり
｢ふれあいと感動の体験｣をテーマに、地域の団体が手
作りの品などを出展する大バザールをはじ
め、賑やかなステージ部門やこどもの広場・各
種体験など、盛りだくさんのイベントです。

10月26日（土）
10：30～20：00

相模原市立中野中学校校庭
及び周辺

JR横浜線・JR相模線・
京王相模原線「橋本駅」から
「三ヶ木」行きバス
「相模中野」下車
（約25分）徒歩約5分

約200台

同実行委員会（津久井商工会内）
☎042-784-1744

info

相模原市立中野中学校校庭
及び周辺

津久井やまびこ祭り
相模原市緑区津久井地区の歴史や風土を
生かした特色あるお祭りです。
ステージイベント、個店、フリーマーケッ
トなどを行います。

11月上旬
※要事前申込み
（10月中旬受付開始予定)

県立山北つぶらの公園ほか

JR御殿場線「山北駅」から
「西丹沢ビジターセンター」行き
バス「大野山入口」
下車（約３分）、徒歩約55分

70台

県西土木事務所道路都市課
☎0465-83-5111（内線664）

info

11月上旬
※
（10月中旬受付開始予定)

県立山北つぶらの公園ほか

info山北つぶらの公園と歴史探訪ハイキング
歴史解説とともに、かながわの古道50選
の１つである「奥山家道」と、沿道の文化財
を巡りながら山北つぶらの公園を目指す
ツアー。

鳥居原自然体験教室
宮ヶ瀬湖周辺の自然の素材を生かした体
験教室です。
【料金・定員（先着順）】
・薪割り＆焼き芋教室
  無料（焼き芋は有料）、200人
・苔観察会　無料、30人
・お正月飾り作り教室　800円、12人
・燻製教室　各日1,000円、20人

・薪割り＆焼き芋教室
10月27日（日）９：00～
・苔観察会
11月16日（土）10：00～
・お正月飾り作り教室
12月８日（日）9：00～
・燻製教室
12月22日（日）、１月19日（日）、
２月９日（日）
各日10：00～
相模原市立鳥居原ふれあいの館

JR横浜線・JR相模線・
京王相模原線「橋本駅」から
「鳥居原ふれあいの館」行き
バス終点下車（約50分）

170台

鳥居原ふれあいの館
☎042-785-7300

info

いえ

※イベントの詳細や申込み方法はQRコードから
　各HPをご覧ください。
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