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はじめに

転勤により1991年から海老名市に住むことになり、今年で25年間住んでいます。誕生し

た大分市の 18 年間、就職して住んだ新潟県の 15 年間を超えて、一番長く住んでいること

になります。大分市は高校まで居て、色々な思い出があります。また新潟県は、結婚、子供

の誕生・成長で、また色々な思い出があります。ところが海老名市は、住み始めてから退職

するまでの 14 年間は自宅と職場の往復が主で、海老名市自体になじむことはあまりありま

せんでした。

退職後は暇に任せて、ダンス、ターゲット・バード・ゴルフ、スポーツジムなどを始めました。

これに伴い、海老名市内を移動することが多くなり、海老名市についての知識が増えてきま

した。元来自然が好きで、海老名市の自然にも多く接することができるようになりました。

今回、これまでの経験をもとに、我が街の海老名市を紹介します。なお文中の「・・・●●

●」は「えびな郷土かるた」です。
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1．海老名市について

(1) 海老名市とは （フリー百科事典 Wikipedia より、原文のまま）

海老名市は、神奈川県の中央に位置する市。旧高座郡。2008 年 8 月 1 日から景観行政

団体となった。

東京から 50km（電車で約 1時間）及び横浜から 20km の圏内にあり、相模国分寺跡等を

有する歴史の街である。

日本の高速道路のサービスエリアでは、有数の規模を誇る海老名サービスエリアがある

ことで知られる。また、海老名駅の近くには日本初のシネコン（マルチプレックスシネマ）とさ

れるワーナー・マイカル・シネマズの一号店（2013 年 7 月よりイオンシネマに改称）が 1993

年に開業した。さらに、2002年4月19日には、同駅の近くに複合型商業施設「ViNA WALK」

がオープン。今後は JR 海老名駅周辺の再開発も行われる。

近年、横浜・東京のベッドタウンとして注目を集めている。同時に市内には多くの田園地

帯を抱えていて、伝統的な農業緑地と都市住宅が共存している市でもある。

(2) 海老名市の施設

海老名市の施設の一例を表 1に示します。

表 1 海老名市の施設の一例

区分 施設名

公共施設 海老名市役所、海老名警察署、海老名消防署、海老名中央郵便局、

海老名市文化会館、海老名市立中央図書館、

えびな市民活動センター（ビナレッジ、ビナスポ）、

コミュニティーセンター（以下、コミセンという）

病院 海老名メディカルプラザ、海老名総合病院、など

公共交通 小田原電鉄、相模鉄道、JR 相模線、

神奈川中央交通、相鉄バス、コミュニティーバス、空港リムジンバス、

神奈中タクシー、ハートフルタクシー

公園 県立相模三川公園、海老名総合運動公園、海老名中央公園、など

ショッピング ViNA WALK、マルイファミリー海老名、ららぽーと海老名、

イオン海老名店、ショッパーズプラザ海老名、COOP、

ヤマダ電機、コジマ電機、Nojima

映画館 イオンシネマ海老名、TOHO シネマズ海老名

2．私と海老名市の関わり

（1） 海老名市に居住前

大学を卒業後、東京都の亀戸にあった日立製作所の亀戸工場に就職しました。亀戸工

場は工場の敷地が狭かったことより、業容拡大のため 2 年後に 3 か所の地点に移転しまし

た。亀戸工場は色々な商品を製造していましたが、卓上計算機は愛知県尾張市の旭工場

に、溶接機は日立精工として神奈川県川崎市に、工業用のスイッチ、トランス、エアクリー
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ナーは、新潟県中条町（今は胎内市）に移転し、中条工場になりました。日立精工はその後、

海老名市に移転しました。私は工業用スイッチの設計を担当していたので、この移転に伴

い中条工場に赴任しました。

中条町に住み中条工場で仕事を行っていましたが、顧客との打ち合わせや製品PRのた

め、よく関東方面に出張していました。神奈川県には表 2 に示す日立の工場があり、よく神

奈川県には出張していました。とくに海老名市には多くの工場があり、一番多く訪れました。

海老名に宿泊することが無かったので、街の印象は全くなく、海老名駅西口の田んぼの中

の一本道と、海老名駅からトキコに向かうバスが当時の印象としてあります。

表 2 神奈川県の日立の工場と所在地

Ｎｏ． 工場名（当時の名称） 所在地

1 神奈川工場 秦野市、一部署は後に海老名市

2 小田原工場 小田原市

3 習志野工場 海老名分工場 海老名市

4 日立精工 川崎市のちに海老名市

5 トキコ 綾瀬市（アクセスは海老名駅より）

（2） 海老名市に居住後

1991 年に中条工場から神奈川県川崎市の「ビジネスシステム開発センター」に転属にな

り、神奈川県に住むことになりました。住居として、相鉄線の「いずみ野駅」と「海老名駅」の

近くの社宅を提示されましたが、田舎っぽい風景が残る海老名市の社宅を、田舎育ちの子

供たちのために選びました。長女は中学から、長男は小 2 から海老名市在住になったので、

彼らにとっては海老名市が故郷になっています。（私は高校までは大分市在住だったので、

故郷は大分市です。）海老名市に住むようになっても、退職するまでは住居と職場の往復

だったので、海老名市についてはほとんど何も知らない状況でした。知っていたのは、表 3

に示す場所ぐらいです。休日の行楽としては、海老名市よりも近隣の行楽地（横浜、鎌倉、

箱根、熱海、富士五湖、千葉県など）に行っていました。

表 3 在職時に知っていた海老名市の場所

Ｎｏ． 知っていた場所 理由

1 海老名市総合体育館
43 才から始めたバトミントンの練習場所

2 上今泉コミセン、国分コミセン

3 上今泉 COOP、大谷 COOP 食料品の購入

4 弥生神社、龍峰寺 新年の初詣

退職後は暇に任せて、ダンス、ターゲット・バード・ゴルフ、スポーツジムなどを始めました。

これに伴い、海老名市内を移動することが多くなり、海老名市についての知識が増えてきま

した。元来自然が好きで、海老名市の自然にも多く接することができるようになりました。以

下、これまでに見てきたもの、経験してきたものを紹介します。
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3．花

（1） クリスマス・ローズ

(a) 鴈野さん宅（浜田町）

鴈野さんはクリスマス・ローズだけを育てていて、開花のシーズンには「オープンガーデ

ン」を行ないます。花は種から育てていて、販売もしています。

(b) 杉久保の農家

椿地蔵の近くの農家の畑に、無造作にクリスマス・ローズが植えられています。

(2) 桜（ソメイヨシノ）

(a) 綾西緑地（海老名市、綾瀬市）

海老名市と綾瀬市の境の国道 406 号の両側の桜が、見事な桜のトンネルを作ります。

国道 406 号沿いの「綾西緑地」
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(b) その他

下記以外の桜の名所の写真は、それぞれの紹介ページに載せています。

(3) 菜の花

色々な場所で、菜の花が鑑賞できます。

上星小学校の校庭

龍峰寺山門

老人ホーム「中心荘」

海老名市国分南 2丁目（目久尻川沿い） 「JA 海老名」の裏の畑

国道 246 の「上今泉交差点」
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(4) ハナモモ

県立相模三川公園の大型遊具施設の隣に、紅白のハナモモが植えられています。

(5) 藤

海老名市には藤で有名な場所はありませんが、藤を植えて開花を楽しんでいるお宅は

多くあります。

A さん宅 B さん宅（ピンクの藤です。）

ソメイヨシノと菜の花

（県立相模三川公園）

赤のハナモモ 白のハナモモ



- 7 -

(6) シャクナゲ

海老名市杉久保の椿地蔵の近くの民家に、多くのシャクナゲが植えられています。シャク

ナゲの根元には、クリスマス・ローズも植えられています。

(7) ラベンダー

相模三川公園内にイングリッシュガーデンがあり、ラベンダーが咲きます。

(8) さつき

「さつき」は「海老名市の花」です。毎年、海老名市役所の１階ロビーで、「さつき展」が開

催されます。我が家のお隣さんの趣味はさつき栽培です。

イングリッシュガーデン ラベンダー
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(9) 彼岸花

上今泉地区の田のあぜに彼岸花が咲き、散歩を楽しませてくれます。

(10) 菊

秋になると各地で「菊花展」が開催されます。写真は海老名市役所のロビーで開催され

た「海老名市菊花展」です。

(11) 紅葉・黄葉

海老名市には紅葉・黄葉の名所はありませんが、弥生神社、龍峰寺などの社寺で、紅

葉・黄葉を見ることができます。

弥生神社のイチョウ 龍峰寺のドウダンツツジと紅葉
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(12) 自宅近隣の花

(a） 海老名市国分北

道路に面した住宅が競うように花を飾っている通りが、自宅近くにあります。

（b） 海老名市浜田町

浜田町には、道路に面した外壁に花を飾っている家が多くあります。

4．名木

(1) 大欅（県指定天然記念物）・・・県央に さすが海老名の 大欅

「海老名の大ケヤキ」の名で親しまれてい

る巨木です。

この大ケヤキには、相模湾が深く内陸に入

り込みこの辺りが入り江になっていた頃に、

漁師が船をつなぐために逆さに打ち込んだケ

ヤキの杭が根付き、枝を張って成長したとの

伝承があります。このため「逆さケヤキ」とも

呼ばれています。

（幹周り 7.5m、樹高 20m、樹齢約 570 年）
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(2) 大谷観音堂のカヤ（かながわの名木 100 選）

大谷観音堂の境内にあります。幹が 2 本に分かれた珍しい

巨木で、樹林の中にあってひときわ堂々とそびえています。

「相生のカヤ」とも言われています。

（幹周り 7m、樹高 20m、樹齢約 400 年）

(3) 有馬のハルニレ（県指定天然記念物、かながわの名木 100 選）

・・・なんじゃもんじゃ そびえる 驢庵屋敷跡

通称「なんじゃもんじゃ」の名で親しまれています。江戸時代

の御典医、半井驢庵が朝鮮半島から持ち帰ったと伝えられま

す。当時、ハルニレは珍しい木であったため、木の名前がわか

らず「なんじゃもんじゃ」の木と呼ばれるようになったといわれて

います。

幹の空洞化が進み、補修

作業が行われています。

（根周り 13m、幹周り 6.8m、樹高 16m、樹齢約 300 年）

5．公園

(1) 県立相模三川公園

相模川、中津川、小鮎川の 3 つの川の合流点の上流につくられた、県立都市公園では

初めての河川公園です。桜、芝桜がきれいです。

「夕焼けの丘」の芝桜 「鳩川」の両岸のソメイヨシノ
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(2) 海老名運動公園

総合体育館、屋内プール、陸上競技場、野球場、テニスコートなどがあります。芝生、木

立などもあり、春の桜はきれいです。

(3) 河畔公園

相模川の海老名市側と厚木市側に公園が

あり、春は桜の花見客で賑わいます。

(4) 海老名市北部公園

体育館、屋内プール、テニスコート、多目的広場、わんぱく広場などがある総合公園です。

目久尻川沿いにあり、カモやシラサギなどの野鳥観察も楽しめます。

体育館 わんぱく広場

冒険広場と総合体育館 疎林広場
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北部公園横の目久尻川の両岸にはソメイヨシノが植えられていて、開花の時期には多く

の花見客が訪れます。

(5) 伊勢山自然公園

自然いっぱいの公園です。サツキ、ツツジ、シャクナゲといった四季折々の草花や野鳥

の観察を楽しむことができます。

(6) 清水寺公園

自宅から一番近い公園です。2010年に、県

央一長い（75m）すべり台が設置されました。

桜がきれいです。

弥生神社、龍峰寺の近くです。

四阿自然豊かな園内

目久尻川沿いのソメイヨシノ
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(7) 今福薬医門公園

2004 年、中新田の今福氏より海老名市に寄附され、2008 年より一般開放されました。園

内には、珍しい薬草や樹木、江戸時代末期に建てられた蔵と薬医門があります。

(8) 緑地やすらぎ公園、緑地わんぱく公園

国分北にあり、道路を挟んで「緑地やすらぎ公園」と「緑地わんぱく公園」があります。

6．史跡

(1) 海老名市温故館（かながわ建築物 100 選）・・・土器・石器・瓦や板碑 温故館

海老名市立郷土資料館として開設され、考古・歴史・民俗の各資料を展示しています。

緑地やすらぎ公園 緑地わんぱく公園

薬医門 庭園

海老名市温故館 海老名市で出土した土器類の展示
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(2) 秋葉山古墳群（国指定史跡）・・・今泉 古墳群ある 秋葉山

海老名市上今泉にあります。3世紀～4世紀にかけて築造されたもので、第１号墳から第

5号墳まであります。第 3号墳は、東日本の中でも最大級の前方後円墳です。

(3) 瓢箪塚・・・松風に 豪族ねむる 瓢箪塚

4世紀末～5世紀初頭の築造と推定される、

全長約 75mの前方後円墳です。

古墳の頂部に登ると木々の間から、海老

名駅周辺の市街地と大山を中心とした山並

みが楽しめるとともに、周囲をぐるりと展望で

きます。

(4) 相模国分寺跡（国指定史跡）・・・天平の 礎石が語る 国分寺

741 年、聖武天皇の詔によって設置された官寺の遺跡です。右下は、海老名市温故館に

展示されている相模国分寺の模型です。

相模国分寺跡 相模国分寺の模型

1 号墳 2 号墳

七重の塔

講堂
金堂

中門
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(5) 相模国分尼寺跡（国指定史跡）・・・尼寺跡に 庚申塔と ひがん花

741年の国分寺建立の詔によって建立され

た寺院です。発掘調査によって金堂跡、経蔵

跡、鐘楼跡、回廊跡などが見つかっていま

す。

庚申塔（下記（7）参照）が 3基あります。

(6) 史跡逆川・・・運河では 相模最古の 逆川

逆川は人工の水路で、杉本小学校の辺り

から、目久尻川の水を取り入れ、伊勢山の南

側を回って、国分の台地を経て国分尼寺の

小谷戸から海老名耕地に流れていました。

国分付近では、目久尻川流域での低地か

ら台地上へ流れていることから、逆川と呼ば

れるようになったとされています。

(7) 庚申塔（こうしんとう）

庚申塔は、中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石塔のこと

です。庚申塔の石形や彫られる仏像、神像、文字などはさまざまですが、申は干支で猿に

例えられることから、「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものが多いです。

海老名市には約 80 基の庚申塔があり、そのうち 28 基に猿が刻まれています。

6 本の腕を持つ青面金剛が刻まれた庚申塔（29 ページの「子育地蔵」のとなりに鎮座）

三猿（見ざる・言わざる・聞かざる）
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7．神社・仏閣

(1) 弥生神社・・・弥生神社は 四つのむらの 鎮守様

国分の八幡社、上今泉の比良神社、柏ケ谷の第六天社、望地の大綱神社を合祀して創

建されました。我が家の初詣はこの神社です。

(2) 龍峰寺・・・千手観音 仁王が守る 清水寺

観音堂（市指定重要文化財）に、「木造千手観音立像」が安置されています。元旦と 3 月

17 日に「ご開帳」があります。また仁王門など、多くの文化財が保存されています。

(3) 浅間大神

自宅から徒歩約 10 分の場所にある小さな神社です。

参道の桜

千手観音立像（国指定重要文化財）

本殿

本堂

鳥居と本殿 鐘楼
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(4) 常泉院

参道のツツジ、ドウダンツツジ、ソメイヨシノが綺麗なお寺です。

(5) 天王山宗珪寺

古さを感じさせる宗珪寺が、さがみ縦貫道建設の敷地にかかるため解体され、2009年新

築されました。新しい寺は、形式は古いが建物はピカピカです。三門、鐘楼を兼ねた中門、

本堂から構成されています。

(6) 有鹿神社・・・有鹿社は 式内社にて 水守る

創建年代は不詳ですが、754 年に補修したという記録のある、大変古い神社です。

参道 本堂

鳥居とケヤキ（市自然緑地保存樹木）本殿

鐘楼を兼ねた中門 本堂
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(7) 高野山総持院

754 年に、有鹿神社に付属して置かれた神宮寺です。有鹿神社の傍にあります。

(8) 安養院・・・ヘラ鹿の 化石を残す 安養院

本尊は木造阿弥陀如来像で、江戸時代初期に創建されたと考えられています。入口に、

「三眼六足稲荷大権現」があります。

(9) 海源寺・・・眼がきりり 像は正時 海源寺

新しい本堂が完成しました。屋根は急こう配の入母屋、銅板ですが本瓦に見える本葺き

で、とても迫力があります。鐘楼門は上部が鐘楼になった門です。

水琴窟本堂

本堂 鐘楼門（市指定重要文化財）

本堂 三眼六足稲荷大権現
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(10) 国分寺

国分寺は、相模国分寺の法灯を継いでい

る古刹です。境内には、鎌倉時代に造られた

銅鐘や、海老名に伝わる昔話、国分尼寺尼

僧の悲恋が伝わる「尼の泣き水」供養塔が祀

られています。

(11) 鳳勝寺・・・移り来た 勝瀬とともに 鳳勝寺

1942 年、相模湖ダム建設により水没する旧津久井郡日蓮村勝瀬が海老名に集団移転

することになりました。鳳勝寺は、勝瀬の移転とともに現在地に移転してきた寺院です。

本堂 鐘楼

銅鐘（国指定重要文化財）

・・・釣鐘は 国分季頼の 銘残す

「尼の泣き水」の供養塔

・・・若き尼の 恋物語 尼の泣き水

国分寺
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(12) 八坂神社

鳳勝寺とともに移転してきた勝瀬の村社で、鳳勝寺のとなりにあります。

(13) 大谷観音堂・・・根を張った 相生の榧に 観音堂

境内には、かながわ名木 100選に選ばれた「相生のカヤ」があります。その傍らにはイチ

ョウの大木があります。とても人なつっこい黒の猫がいました。

(14) 長秋山妙元寺

1310 年の開山で、「相模七福神」の一つの「大黒天」が祀られています。

本殿鳥居と本殿

えんま堂

観世音菩薩 本堂 日蓮大聖人像 相模七福神 大黒天

大谷観音堂



- 21 -

(15) 豊受大神・・・村むらの 氏神様の 豊受大神

本殿の後ろには森が広がり、神社の歴史を感じさせてくれます。年に一度の「豊受大神

例大祭」の日はとても賑わいます。（You Tube に動画がアップされています。）

(16) 善教寺

丘の上に建つ善教寺は、1592 年の創建です。「相模七福神」の一つの「布袋尊」が祀ら

れています。

(17) 常在寺

初めは鎌倉小町にありましたが、1523 年に海老名に移転しました。

本殿鳥居と本殿

浄土宗 久光山 善教寺 本堂

山門 本堂とカシワ（右、市自然緑地保存樹木）
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(18) 浄久寺・・・長谷川氏 墓石ずらりと 浄久寺

池波正太郎作「鬼平犯科帳」の主人公の、長谷川平蔵の本家筋に当たる長谷川家の墓

塔（宝篋印塔）が 15 基あります。

(19) 渋谷神社

神輿の担ぎ手が、燃え盛る麦わらの束を踏んで通る祭礼が今も続いています。

(20) 寿閑寺

不動明王など、近世日蓮宗において信仰されている尊像が安置されています。「脇侍二

菩薩像」は市指定文化財です。猛スピードで走行する東海道新幹線が望めます。

長谷川家 石造宝篋印塔群

覆殿 （渋谷神社本殿が内部に安置) 鐘楼

本堂

日蓮大聖人立像と本堂 鐘楼・・・ゆかりある 蘇生延寿の 鐘かえる
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(21) 本覚寺

本尊の大日如来は運慶作と伝えられ、市指定重要文化財です。

(22) 妙常寺

5月中旬に「花まつり」が行われ、850 個ほどの蓮華がお堂の内外に飾られます。蓮華は、

住職が韓国から取り寄せているものです。

8．イベント、他

(1) 海老名かかしまつり

毎年 9月、今泉地区と中新田地区で「海老名かかしまつり」が開催されます。

あまちゃんファミリー じぇじぇ 干支と共に遊ぶ「えび～にゃ」

イチョウ（市自然緑地保存樹木）本堂
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(2) こいのぼり

あげられなくなった近隣のこいのぼりを集

め、「大谷四区親睦会」が、子どもも大人も明

るく元気になってもらえたらと、2002 年から毎

年あげています。

大谷観音堂には、「鯉のぼり供養碑」があり

ます。

（3） えび凧（海老名市）

1 月末に、相模三川公園で「えびな凧揚げまつり」が開催されます。まつりで揚げられる

凧が、海老名市役所のエントランスホールで展示されました。

(4) えびな盆踊りフェスティバル

毎年約 6,000 名もの来場者がある海老名市の夏の恒例イベントです。盆踊りやご当地キ

ャラクターイベントなど、楽しいイベントが満載です。

名人凧 子供たちが作った凧
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(5) 相模国分寺盆踊り

相模国分寺跡の「塔跡」の上に櫓を組み盆踊りが行われます。海老名でありながら曲目

には「炭鉱節」が含まれます。

(6) 弥生神社の例大祭

4月の初旬に例大祭が行われ、神輿が町内を練り歩きます。

(7) 海老名市役所・・・憲章を かかげて海老名 栄えゆく

海老名市は、1971 年に市制がしかれました。人口は約 13 万人です。

庁舎 「えび～にゃ像」（贈 望月石材店）

海老名おわらの会 婦人会の踊り

はやし太鼓 神輿
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(8) ViNA WALK

海老名駅の東口に、2002年に完成した複合商業施設です。1985年に開園した海老名中

央公園を取り囲むように、1～6番館の建物で構成されています。3番館は「マルイファミリー

海老名」です。海老名中央公園には、「相模国分寺七重の塔」のミニチュア版があります。

(9) 海老名市文化会館

多目的文化施設です。ホールではコンサートが開催され、私はこれまでに 48 回鑑賞して

います。また「市民文化祭」が開催され、私も 2011、2012 年に作品を展示しました。

(10) コミセン

海老名市には公民館に似た施設として、

「コミセン」があります。バドミントンができるレ

クレーション室、会議室、学習室、畳敷きの休

養室などを備えています。

43 才から 15 年間バドミントンを行いました

が、上今泉コミセンや国分コミセンを利用しま

した。社交ダンスを始めてからは、杉久保コミ

セン、中新田コミセン、社家コミセンを利用し

ました。

海老名市文化会館 マーチングバンドのコンサート

国分コミセン

海老名中央公園と「七重の塔」海老名駅東口から見た ViNA WALK
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(11) えびな市民活動センター（ビナレッジ、ビナスポ）

「ビナレッジ」は多目的用途の施設で、2013 年にオープンしました。2014 年にオープンし

た「ビナスポ」は、屋内プールや体育室などを有するスポーツ施設です。

(12) いちご街道

中河内地区の道路脇にはいちごの直売所がならび、「いちご街道」と呼ばれています。

(13) 椿地蔵（市史跡名勝記念物）・・・玉椿 咲かずに落ちる 地蔵堂

椿地蔵の椿は、つぼみのまま落ちてしまうことから「玉椿」と呼ばれています。若くして亡

くなった娘を悼むかのように、開花せず散ってしまうという言い伝えがあります。

玉椿椿地蔵

ビナスポ（レクレーション館）ビナレッジ（交流館）

尾上いちご園直売所 いちごを栽培するビニールハウス
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(14) 永池川

国分北の「浅井の井」が水源といわれています。橋の欄干に、ナマズ像が 2つあります。

(15) 浅井の井

国分北 1 丁目にあるわき水の池で、「浅井

の井」と呼ばれています。中央に祀られてい

るのは「宇賀神」です。自宅から徒歩 5 分で

す。

(16) 目久尻川

伝承によると、昔この川に河童が住み着いて悪さをしていたため、地元の人々はこの河

童を捕らえて目を穿り（くじり＝抉り）取ってしまった、という出来事から、この川は「目穿川」

と呼ばれるようになり、それが転じて「目久尻川」となったといわれています。この伝承にち

なんで、伊勢下村橋には、2 体の河童の像があります。

目久尻川 伊勢下村橋の欄干の河童像

永池川 中河内大橋の欄干のナマズ
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(17) 子育地蔵

目久尻川を挟んで、杉本小学校の反対側にあります。地蔵は地獄へ落ちた人々を救済

し、また幼少で亡くなった子供も救ってくれることからこの名前がついたといわれています。

(18) 柏ふれあい釣堀

小学校のプール事故の多発から、近年小

学校のプールは閉鎖傾向にあります。

閉鎖された杉本小学校のプールは、「柏ふ

れあい釣堀」として利用されることになりまし

た。私は未だ利用したことはありません。

(19) 中央農業高校

広大な敷地を持つ農業高校で、農業、園芸、畜産に関する多くの学科があります。部活

も盛んで「中農和太鼓部」は有名で、色々なイベントで演奏します。

中央農業高校の校舎 牛舎と乳牛
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(20) 河の手ギャラリー（河原口）

飯島廣さんが運営する個人ギャラリーです。今回「ひな祭り展」が開催されたので、見に

行きました。

5 月に「手作り甲冑展」が開催されました。

(21) 泉橋酒造

酒米作りから精米・醸造まで一貫して行う栽培醸造蔵です。加山雄三さんが TV 番組の

「ゆうゆう散歩」で訪れました。

新酒ができたことを示す杉玉 「酒友館」（売店）

河の手ギャラリー 内裏雛（大正 3年）

甲冑（牧野守幸さん作）甲冑（宮崎宏さん作）
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(22) 海老名駅西口土地区画整理事業

大規模商業施設（らら

ぽーと）、商業と住宅の複

合施設、集合住宅、戸建

住宅などを計画的に配置

する区画整理事業が、

2013 年 2 月に開始されま

した。

ショッピングモール「ららぽーと海老名」が2015年10月29日にオープンしました。早速行

ってみましたが、金曜日の昼間でありながら、歩いていて人にぶつかるほど賑わっていまし

た。吹き抜けを見て、横浜ランドマークタワーの吹き抜けを思い起こしました。

事業のイメージ図

RICOH

JR海老名駅

至 小田急海老名駅
JR 相模線

日立精工

戸建住宅

集合住宅

集合住宅
ららぽーと海老名

建設風景 （2014.10.16 時点）

ららぽーとの外観 2、3、4 階は吹き抜け



- 32 -

(23) 海老名 SA（サービスエリア）

SA の傍にある「ぷらっとパーク」と呼ばれる駐車場に車を停めると、高速道路を利用せ

ずに SAに入ることができ、食事やショッピングが楽しめます。

9．イルミネーション、花火

(1) 海老名花火

7月末に開催される「えびな市民まつり」で、約 2,000 発の花火が打ち上げられます。

(2) ららぽーと海老名

ららぽーと海老名の入口が、イルミネーションで飾られます。

相模三川公園から見た海老名花火

ららぽーと海老名 入口のイルミネーション

EXPASA 海老名 下り線名物 メロンパンの販売店
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(3) ViNA WALK

11月下旬から1月末まで、「EBINA ひかりのファンタジー」が開催され、海老名駅東口の

ViNA WALK がイルミネーションで飾られます。

(4) JR 門沢橋

JR 門沢橋の駐輪場の周囲が、イルミネーションで飾られます。

（5） その他のイルミネーション

海老名運動公園

「相模国分寺七重の塔」のミニチュア版

（当時の高さは約 65m）

海老名中央公園

県立相模三川公園 夕焼けの丘
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ホテルオークラ C さん宅（海老名市国分寺台）
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