拡大図

A

土に触れ、自然に抱かれる
感動体験
藤野では、地元の人たちによる手作りの交流体
温まる出会いと懐かしい風景は、旅の最高のお

「ここが『ふじの』の根っ

土産に。

こ（ベース）になる。こ
こから
『ふじの』
の音色
（雰

藤野芸術の家では、常設の

囲気）が届く」をコンセ

工房体験メニューをはじめ、

プトに名付けられた藤野

期間限定の体験メニューも

観光案内所『ふじのね』

人気です。大人も子どもも

藤野のご案内･インフォ
メーションとしてはもち
ろん、地元特産品や工芸
品、アート･クラフト作品
の販売も行っております。
内装は在住アーティストのコーディネートによ
るもので、パンフレット棚や陳列棚などは「に
ほんの里 100 選〜佐野川地区」にあった古民家
の古材を再利用しています。

お問い合わせ
◎藤野観光案内所『ふじのね』 TEL042-687-5581

8 時 30 分〜17 時
（年末年始 12 月 29 日〜1 月 3 日のみ休み）

石楯尾山のヤマツツジ

験が楽しめます。故郷の田舎を訪ねたような心

MAP

気軽に創作体験を楽しめま

C-6

す。予約不要です。

緑の山々に囲まれた環境の中で、陶芸･木工・
ガラス工芸を体験できる工房と、音楽や演
劇、ダンスなど様々な目的で利用できるクリ
エーションホール、音楽スタジオや宿泊棟、キャンプ場も備えた
施設です。日帰りでも宿泊でも利用でき、家族や友達同士、団体
合宿など様々な利用者が集まります。
お問い合わせ◎藤野芸術の家 TEL042-689-3030

屋外キャンプ炊事場スペース

アートの発信
ふじのアート･ヴィレッジ
MAP

峰山から富士山を見る

ゆるやかな山が連なる藤野の中･南部地区では、里山の風景を
・藤野園芸ランド遊歩道（名倉地域） 楽しみながらのウォーキング、ハイキングが楽しめます。
・峰山（牧野地域） ・日連アルプス 特に春の新緑と秋の紅葉はおすすめです。鳥の姿やきれい
・甲州古道
・東海自然歩道 な花々に目をとめながらの森林浴は気持ちがよいものです。
・15 名山 など
パンフレットは HP 又は藤野観光案内所にあります。

藤野里山体験ツアー

篠原の里センター

MAP

B-5

D-6

和田の里体験センター「村の家」

MAP

甲州古道

里山ハイキング

元小学校を改装して作られた環境を重視した宿泊可能なセン
ターです。地元産の木による手作り食堂の机やいす、
暖房はペレッ
トストーブを設置しています。炭焼き窯やパン焼き用の石窯も自
然素材です。
URL:http://www.ops.dti.ne.jp/〜shinoba/
お問い合わせ◎篠原の里センター TEL042-689-2051
ホタル観察･炭焼き体験･パン窯体験･山歩き、里山散策、農業体 篠原の里センター
験等々、充実した自然体験プログラムをご用意しています。

畑や林、神社の境内などの素朴な里山に突如あらわれる不思議な造形物。「芸術の道」には 28 点の野外彫刻が点在し、
自然豊かな里山の道を散策しながら、立派な美術館にも負けない芸術作品に出会えます。

名倉地区の「芸術の道」沿いにある十数戸の農家で
運営する観光農園。じゃがいも･さつまいも掘り、栗
拾い、キノコ狩り等が楽しめます。
お問い合わせ
◎藤野園芸ランド運営協議会
園芸ランド
TEL090-1888-1206

地元のご家庭を訪問して一日里山体験。日帰りで里
山散策、暮らし体験を楽しめます。昼食は里山の食
材を使って、いっしょにつくります。
（要予約）
主催：藤野里山体験ツアー運営協議会
お問い合わせ
里山体験
◎藤野観光協会 TEL042-684-9503

9 時〜21 時（工房は17 時まで、体験受付 9 時〜12 時、13 時〜15 時）
休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）
･年末年始（12 月 28 日〜1 月 4日）
入館無料（宿泊 通常期 1 泊 2 食付き大人 6,400 円〜、小中学生 4,400 円〜
工房体験･各種施設利用料別途）

自然に抱かれた野外美術館「芸術の道」へ

藤野園芸ランド MAP B-5･C-5

体験 住民によるイベントが目白押し！
藤野 め！ ★日程や詳細は藤野観光協会の HP の案内等をご覧ください。
す
この他にもたくさん、あちこちでイベントがあります。
おす
春 藤野ぐるっと陶器市

ビオ市／野菜市

藤野やまなみ温泉露天風呂

藤野やまなみ温泉

MAP

C-7

露天風呂からの開放的な眺めと、広々とした快適な施設が人気の温泉施設。
食事処を備えた休憩所もあります。
お問い合わせ◎藤野やまなみ温泉 TEL042-686-8073
10 時〜21 時。3 時間利用 750 円、1日利用1,050 円
水曜日休館（祝日・年末年始の場合は営業）

山あいの湯･陣馬の湯

MAP

C-4

陣馬山ハイキングの帰りに立ち寄れる陣馬の湯
（陣渓園、陣谷温泉）は、栃谷川沿いの山あいに
あります。旅館としてご利用の場合は、川魚や山
菜料理、イノシシ料理など四季折々のご馳走も
いただけます。
◎陣渓園
TEL042-687-2537（要連絡）
◎陣谷温泉 TEL042-687-2363（要連絡）
山あいの湯･陣馬の湯

陣馬山は、標高 855m の山頂から望む 360 度の眺望が人気。富士山をはじめ遠く
は房総半島まで見晴らせ、温泉や山里巡りをセットにしたコースもおすすめ。

第 1・第 3 火曜日 8 時〜11 時、地元農家、住民が参加 藤野の二十数カ所の会場で、陶芸、ガラス、
するオーガニックマルシェです。( 場所・百笑の台所） クラフトなどオープンギャラリーが開かれます。

MAP

http://www.suigen.jp/
映画･テレビドラマ・CM などに
都心から近く、
豊富なロケーションと
受け入れ態勢の整った藤野エリアで
ロケ撮影をしてみませんか。

秋

明治初期から地芝居として、農家の人々により
受け継がれてきました。

◎エキストラの確保及び協力、ロケ物件の確保及び協力をします。

サニーサイドウォーク

◎各種許認可に関する情報提供、連絡調整をします。

11月、
日連地区の十数カ所の個人宅や、
施設を開放
して、
手しごと、
アートのギャラリーが開かれます。

◎ロケに関する問合せや相談への対応をします。
◎ロケハンへの同行案内やロケ現場立会いなどの現場対応をします。

SAGAMIHARA
FILM
COMMISSION
◎撮影スタッフの宿泊施設、お弁当などロケ時に必要な支援情報の提供をし

相模湖では一年を通して
ヘ ラ ブ ナ･ワ カ サ ギ･ブ
ラックバス釣りが楽しめ
ます。バンガロー、キャ
ンプ場などの施設や貸し
ボートも充実。
日帰りバー
ベキューなど遊び方は思
いのまま。

ます。

【お問い合わせ】

にほんの里 100 選地
MAP B-3
「佐野川」

さがみはらフィルム･コミッションつくい事務局

陣馬山の麓であり、ハイキングコースの出入口としても人気の高い佐野川地域が「にほんの
里 100選」に選ばれました。（平成21年1月）
山間地の傾斜地にある段々茶畑や土蔵のある町並み景観、さらにはそこでの生業の歴史が評
価され、全国からおよそ4,474件の応募の中から、見事に選ばれました。

神奈川県相模原市緑区小渕 1689-1 藤野商工会
TEL&FAX042-689-4747
E-MAIL:tsukui@sagamihara-fc.jp
URL:https://www.sagamihara-fc.jp/

懐かしい思いに触れる
ノスタルジックな旅

古民家

MAP

E-4

小原の郷

小原宿本陣に関する資料や、相模湖の歴史文化を辿る資料
を展示。
お問い合わせ◎小原の郷 TEL042-684-5858

E-5

嵐山

嵐山は、相模湖の東方に位置する低山です。
「かながわの景
勝 50 選（嵐山からの相模湖）
」にも選ばれており、眼下に
広がる相模湖をはじめ、天気の良い日には、富士山も見る
ことができます。

音楽ステージ、各種アトラクション、生花･野菜
市、フリーマーケットなど、多彩なイベントで新
緑に映える相模湖湖畔が盛り上がります。

勇壮な御輿の渡御で知られる例大祭。
「ヤ
ヨー、キヨ−」の掛け声とともに急な石段
を御輿が担ぎ下ろされる迫力も見もの。

相模湖やまなみ祭（4 月 29 日）

与瀬神社例大祭（4 月中旬）

藤野のシンボル「緑のラブレター」
藤野在住の造形作家・髙橋政行氏の作
品。かつては猪熊弦一郎、藤田嗣治など
日本を代表する芸術家達ともゆかりの
深かった『アートのまち』のシンボル的
存在。
お問い合わせ TEL042-687-5235

秋 藤野村歌舞伎

MAP

陶芸家・副島夫妻が営む、森
の中 の 小 さな 工 房 兼 ギ ャラ
リー。染め付けを抑えた、清楚
で品格のある白磁の器を展示
し販売しています。
見学は要連絡。
MAP B-5

◎ロケーション候補地の情報収集、提供をします。

開館 9 時 30 分〜16 時 30 分、休館日は月曜日、月曜日が祝日の
ときは火曜日（年末･年始は直接施設に問合せ）入館無料

さがみ湖湖上祭花火大会

野外彫刻アプリ「fujinoART」
で楽しもう！
iPhone 用 アプリでは GPS 機能で現在
地周辺の作品探しができ、日
本語、英語表記の切り替えも
できます。散策のガイドに是
Android 用 非ご利用ください。

磁器工房 静風舎

多彩に楽しめる相模湖

芸 術 の まちならで は の
さまざまな作品。
藤 野 観 光 案 内 所『ふじ
の ね』で た くさ ん ご 紹
介しています。

C-3

和田の里体験センター
「村の家」

MAP C-5･D-5･E-5

藤野在住の作家作品

◎ここで紹介されている特産品は、
「相模原市名産品ガイド」にも掲載されています。

C-2

わかさぎ釣りなど一年を通し

素材は藤野産のゆず、お味噌、お茶、ブ
ルーベリー。
デザインも藤野在住のデザイナーによ
るものです。
どなたにも喜んでいただける藤野のお
みやげです。

国道20号沿いには、現在でも古民家が建ち
並んでいます。

藤野を中心として活躍するアーティストが集合。
9つのコンテナギャラリーが立ち並ぶ、アート市場です。
週末に開店。
MAP C-6
お問い合わせ TEL090-5564-6776

＜展示作品＞国内外で活躍する在住作家
をはじめ、世界的な現代アート作家が自ら
設置場所を選び、
この地で作品を制作。
「山
の目」
「回帰する球体」など野外ならでは
のダイナミックな作品ばかり。

フジセン・ゆずべい・ぶるべい

ぐるっと 360 度。人気の陣馬山に Let s Go!

陣馬山の麓にある和田の里。小学生対象の竹細工体験や蒟蒻作り
など季節ごとに豊富な体験イベントに参加できます。
お問い合わせ ◎和田の里みちくさの会 TEL042-687-5151

特 産 品 である柚 子 などを
使った、オリジナル商品の
数々。どれも無添加で安心。
フルーティーな香りと風味
がたっぷり生きています。

小原宿本陣祭大名行列

ナイアガラの滝

ふれあい広場

さがみ湖温泉「うるり」
さがみ湖イルミリオン

春
江戸時代の宿場町の面影を残し、神奈川県下で唯一残されている本陣や街道
沿いに数々の灯りを灯します。
小原宿ライトアップ（本陣庭）

開館 9 時 30 分〜16 時 00 分、
（入館は 15 時 30 分
まで。
）休館日は月曜日、月曜日が祝日のときは火
曜日（年末･年始は直接施設に問合せ）入館無料
小原宿本陣

MAP

昭和 22 年に完成した、神奈川
県で最初の大規模な人造湖で
す。貯めた水は、相模発電所
を経由して水道用水として供
給するなど、相模川の水を多
目的に利用しています。

相模ダム

E-4

MAP

季節を彩るまつりを楽しむ。

相模ダム
小原宿の大名行列を、
伝統工芸である津久井
の組 紐で衣 装を作り、
「キューピー」人形に着
せた可愛らしい根付け。

東海自然歩道に架かる橋長 72ｍの人道橋。秋
には相模渓谷の紅葉も楽しめます。

弁天橋から見る相模川

懐かしいゲームセンターや射的など、昭和の観光地の香りが残る湖畔のたたずまいは、今やレトロ
を再発見できる穴場スポット。周囲ののどかな自然にも調和して、ゆったりした時間が過ごせそう。

湖畔のお店めぐりも楽しい。

MAP

E-5
スマートボール

与瀬神社参道

江戸時代に参勤交代の行われた宿場「小原宿」 芸能ステージやフリーマーケット、各種出店な
の栄華が再現される。大名行列をはじめ、本陣 ど、地元住民主体のイベントならではの活気と
太鼓の演奏、本陣庭での野点など往時が今によ ふれあいが楽しいイベント。
みがえる。

空中アスレチック天狗道場

甲州街道小原宿本陣祭（11 月 3 日） ふれあい広場 （10 月中旬）
ピカソのタマゴ

阿津川沿いに平成 15 年河津桜を植樹
し、地域の頭文字をとり「阿津桜」と
命名し、相模湖の「観光の目玉とする」
を合い言葉にこの事業が始まりその数
は 250 本を数えています。
3 月中旬に吉野桜より一足早く開花し
ます。

阿津桜の郷

射的

小原宿ライトアップ（小原宿本陣前）

阿津桜

甲州道中を通る旅人が必ず参拝したといわれ、別
名で与瀬の権現様と慕われてきました。相模湖を
見下ろす高台に立ち、子供の健康祈願や虫封じの
神さまとしても有名です。桜が咲き誇る春には、
与瀬神社例大祭が開催されます。
MAP

D-4

相模湖に自生する山吹草

人たちが見た風景がそこここに息づいています。

F-4

城山

代に思いをはせ、ゆっくり歩いて巡れば、当時の旅

相模ダムによってできた人造湖でありながら、豊かな自然そのままの美しさと素朴
さが魅力の相模湖周辺は、近代的な観光地にはない、のどかな魅力がいっぱい。

高尾山から東海自然歩道を歩いて 1 時間、
眼下には相模湖、遠方には富士山を眺める
ことができます。

レトロな雰囲気が漂う相模湖で
思いっきり遊ぼう。

相模湖

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

中。街道沿いに開けた宿場町のなかでも、「小原宿」
徳川幕府により整備された五街道のひとつ甲州道

感覚が見事に融和した相模湖は、四季をとおして楽しめます。

小原宿本陣

自然を
投げかける相模湖。遊覧船が走る湖上では、釣り、ボート遊び
などが楽しめるほか、周辺にはレジャー施設も多く、森と湖と
満喫しよう。豊かな自然の中のアクティブリゾートです。自然と歴史と現代
森と湖の織りなす見事なコントラストが、瞳に感動のベールを

都心から 1 時間の距離にありながら豊かな自然に恵まれ、湖をとりまくプレイスポットが人気の相模湖は、古くは甲州道中（旧甲州街道）に栄えた宿場町。
街道には今も歴史の面影が息づいています。今と昔が隣りあわせる相模湖のさまざまな風景を探しに行きませんか。

相模湖に来たら、
「 めぐる、感じる、見る、遊ぶ」。

MAP

岩窟

県立相模湖交流センター

相模湖交流センター内にある参加
体験型のミュージアム。相模湖の歴
史や自然、相模ダムの役割などを楽
しみながら学べます。
見晴らしのいい喫茶コーナーも併設。

相模湖記念館

MAP

お問い合わせ
◎県立相模湖公園管理
事務所
◎TEL042-684-3276

は往時の様子を今も辿ることができる貴重な町並み

敷地 45 万坪の自然型遊園地で多彩なアトラクションやアウトドア施設、温泉施設が充実。
手軽にキャンプやバーベキューもでき家族で楽しめます。
また、相模湖の森に湧く美肌の湯さがみ湖温泉「うるり」も併設されています。
F-5
蛇木杉

お問い合わせ
◎県立相模湖交流センター
TEL042-682-6121
入場無料。

を残しています。かつて街道に人々が行き交った時

お問い合わせ
◎さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
TEL0570-037-353

MAP F-6

開館 9 時〜17 時。休館日は月曜日、月曜日が祝
日のときは火曜日。
（年末･年始は施設に直接問合せ）入館無料。
MAP

甲州道中の宿場町
「小原宿」
を散策しよう。

E-5

MAP

一歩足を踏み入れるとそこには川のせせら
ぎや山里の風景などが広がっています。地
元の団体では、小原宿散策ガイドを作成し
ていますので是非ご覧下さい。 MAP E-4

湖畔

与瀬神社

Sagamiko

さがみ湖湖上祭花火大会（8 月 1 日）

E-5

小原宿大名行列

相模湖

雄大な滝の流れを湖上に映すナイアガラ、おな
かに響く大迫力の超大玉尺五寸。当日は、公園内
で各種イベントも行われています。

嵐山山頂から見る相模湖

甲州道中の宿場本陣として県下で唯一現存
する小原宿本陣。入母屋造の豪壮な門構え、
入母屋造りの建物、14 室の部屋などが往時
のまま残されていて、県の重要文化財、市
の景観重要建造物、かながわの建築物 100 選
にも指定されています。
お問い合わせ
◎小原宿本陣 TEL042-684-4780

小原宿本陣

嵐山全景

秋

夏

伝統的な歴史文化と豊かな自然がとけあう相模湖の
魅力に触れるなら、季節ごとに開催される地元の祭
りやイベントがオススメ。四季それぞれの魅力を探
しに出かけませんか。

「奴さん」根付け

神奈川県相模原市相模湖エリア

『ふじのね』MAP

[ ふれあい･体験･創造」をテーマに、
芸術体験しよう

ゆずの尊
（ゆず果汁入りポン酢）
ゆずジャム
ブルーベリージャム
藤野里山茶
ゆず満月
柚子ぼうとろ餅など

観光ガイドマップ

藤野の情報や特産品をご紹介して
います。
まずは観光案内所に
お立ち寄りください。

藤野の思い出といっしょに︑地元の風土と心がこもった手作りの逸品を

100

心の原風景のような美しい里山の風景のなかに、手作り･ものづくりの心が息づく藤野は、芸術家が多く住み『アートのまち』とも言われます。
自然の中で、心や身体をリフレッシュして、クリエイティブな風を感じてみてください。

自然の素材を使った藤野オリジナルのお土産品

Please enjoy yourself in Fujino!

里山の高台にある

藤野

藤野に来たら「感じる、話す、つくる、遊ぶ、観る」

源泉 ％掛け流しの温泉で︑
ゆったり︑ほっこり

Fu j i n o

神奈川県相模原市藤野エリア
観光ガイドマップ

MAP

顕鏡寺

E-5

石老山からの富士山

県立相模湖公園
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気軽に利用出来る入場無
料の公園。春は桜、夏は
花火、秋は紅葉。美しい
相模湖と周囲の山々が一
体化した素晴らしい水景
色を楽しめます。わかさぎ
釣り、カヌー、ボートなど
水遊びはもちろん、1 年を
とおして多彩なイベント
の舞台にもなっています。

県立相模湖公園

地質学的にもユニークな石老山は、「屏風岩」や「岩窟」「八方岩」など神秘
的な巨石や巨樹が点在。
中腹には平安時代に建立されたという顕鏡寺があり、富士山まで見晴らす山
頂からの眺めも必見。

巨大な奇岩怪石を見ながら
さあ、石老山山頂へ

MAP
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