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はじめに

私の趣味の一つに「花めぐり」があります。我が家の庭でも花は楽しめますが、花の種類

や規模などで限界があり、積極的に花の名所に出掛け花めぐりを楽しんでいます。花めぐ

りの場所については、その時期にしか花が楽しめない場所と、四季ごとに色々な花が楽し

める場所があります。前者については、花の開花時期に訪れて花を楽しみ、後者について

は一年間に何度も訪れ花を楽しんでいます。

また花めぐりだけでは時間が余るので、別冊「mini 観光」に示す観光を行い、一日の時間

を有効に使っています。

以下に、私が退職後に行った花めぐりの場所を紹介します。

1．開花時期にのみ花が楽しめる場所

四季咲きのバラのように一年間に数度開花する花もありますが、基本的には花は年に

一度、決まった時期（季節）に開花します。その時期になると出掛け花を鑑賞します。表1に

開花の時期と、これまでの花めぐりの場所を示します。

表 1 花めぐりの場所

月 花 場 所

1 梅 曽我梅林（小田原市）

湯河原梅林（湯河原町）

熱海梅園（静岡県熱海市）

不老園（山梨県甲府市）

水戸偕楽園（茨城県水戸市）

1 ロウバイ 寄ロウバイまつり（松田町）

極楽寺（秦野市）

2 あたみ桜 糸川（静岡県熱海市）
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2 河津桜 大井町郷土資料館（大井町）

松田山ハーブガーデン（松田町）

あぐりパーク嵯峨山苑（松田町）

三浦海岸（三浦市）

河津町（静岡県河津町）

2 春めき桜 春木径、幸せ道、一の堰ハラネ、ふくざわ公園、

アサヒビール神奈川工場、ユートピア農園

（南足柄市）

2 クリスマス・ローズ 鴈野家、杉久保の農家（海老名市）

松田山ハーブガーデン（松田町）

3 カタクリ 城山カタクリの里、さがみ湖カタクリの郷

（相模原市）

3 スイセン スイセン花壇（座間市）

吾妻山公園（二宮町）

震生湖（秦野市）

県立城ヶ島公園（三浦市）

4 シダレザクラ 雲居寺（相模原市）

長興山（小田原市）

身延山久遠寺（山梨県身延町）
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4 芝桜 相模川（座間市、相模原市）

ふれあいの森（大和市）

渋田川（伊勢原市）

本栖湖リゾート（山梨県富士河口湖町)

羊山公園（埼玉県秩父市）

4 ソメイヨシノ 海老名運動公園、河畔公園、海老名市北部公園、

清水寺公園、龍峰寺、弥生神社、常泉院、

国道 246 の上今泉交差点、綾西緑地、

上星小学校、老人ホーム「中心荘」（海老名市）

光綾公園、綾瀬市役所（綾瀬市）

小田急線沿線、座間谷戸山公園、相模川河畔

（座間市）

千本桜、ふれあいの森、大和市役所の通り

（大和市）

飯山観音（厚木市）

津久井湖、相模湖、相模原自然の村公園

（相模原市）

はだの桜みち、今泉名水桜公園、弘法山公園、菜

の花台、淡墨桜（秦野市）

高麗山公園・湘南平（平塚市、大磯町）

円覚寺、建長寺、小動神社（鎌倉市）

寺家ふるさと村（横浜市青葉区）

枡形展望台、麻生川（川崎市多摩区）

箱根湯本（箱根町）

東山湖、秩父宮記念公園、東山観音寺、平和公園

（静岡県御殿場市）

道志川（山梨県道志村）

4 菜の花 小田急線沿線、座架依橋近く、四ッ谷地区

（座間市）

吾妻山公園（二宮町）

松田山ハーブガーデン、あぐりパーク嵯峨山苑

（松田町）

ソレイユの丘（三浦市）

七国山（東京都町田市）
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4 チューリップ ふれあいの森（大和市）

泉蔵寺（秦野市）

道の駅足柄（南足柄市）

4 ぼたん 町田ぼたん園（東京都町田市）

上野東照宮（東京都台東区）

4 えびね 町田えびね苑（東京都町田市）

4 藤 伊勢原市の民家（伊勢原市）

長井宅（南足柄市）

白旗神社、新林公園（藤沢市）

町田ぼたん園（東京都町田市）

あしかがフラワーパーク（栃木県足利市）

4 シャクナゲ 杉久保の農家（海老名市）

七沢森林公園（厚木市）

相模原北公園（相模原市）

小田急山のホテル（箱根町）

5 ツツジ、さつき あつぎつつじの丘公園（厚木市）

（株）杉山土建（伊勢原市）

あいかわ公園（愛川町）

等覚院（川崎市宮前区）

山のホテル、蓬莱園、箱根ホテル花月園（箱根町）

塩船観音寺（東京都青梅市）

つつじが岡公園（群馬県館林市）
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6 バラ 光綾公園（綾瀬市）

日本フルハーフ、栗の里（厚木市）

相模原北公園（相模原市）

カルチャーパーク＆バラ園（秦野市）

横浜イングリッシュガーデン（横浜市）

生田緑地（川崎市多摩区）

河口湖オルゴールの森（山梨県富士河口湖町）

6 ルドベキア 七沢観音寺（厚木市）

6 花菖蒲 立野台公園（座間市）

あつぎ飯山あやめの里（厚木市）

泉の森（大和市）

あやめの里、日向路（伊勢原市）

生田緑地（川崎市多摩区）

横須賀しょうぶ園（横須賀市）

潮来あやめ園（茨城県潮来市）

佐原あやめ園（千葉県香取市）

佐倉城址公園菖蒲田（千葉県佐倉市）

6 あじさい、山あじさい 七沢森林公園、雲渓山常昌院（厚木市）

弘法山公園、権現山公園（秦野市）

大雄山最乗寺（南足柄市）

あじさいの里（開成町）

成就院、極楽寺、御霊神社、長谷寺、光則寺、

収玄寺、東慶寺、明月院（鎌倉市）

浄慶寺（川崎市麻生区）

妙楽寺（川崎市多摩区）

新宿御苑（東京都新宿区）

二本松寺（茨城県潮来市）

6 ハナアオイ 南足柄市道路脇（南足柄市）
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6 コウホネ 産川せせらぎ公園（海老名市）

玄武山普濟寺（東京都立川市）

小野川（千葉県香取市）

7 ラベンダー 河口湖畔（山梨県富士河口湖町）

7 大賀ハス 厚木市斎場入口（厚木市）

桜小路公園（藤沢市）

浄慶寺（川崎市麻生区）

下小山田町（東京都町田市）

8 ひまわり 座間会場、栗原会場、ＪＲ相模線入谷駅（座間市）

かにが沢公園（座間市）

冬のひまわり（寒川町）

ユートピア農園（南足柄市）

ひまわり畑（川崎市麻生区）

8 ダリア ダリア園（東京都町田市）

ぐりんぱ（静岡県裾野市）

9 インパチェンス 富士花めぐりの里（静岡県裾野市）
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9 リコリス（彼岸花） かにが沢公園、座間谷戸山公園（座間市）

日向路（伊勢原市）

小出川（藤沢市）

西方寺（横浜市港北区）

巾着田曼珠沙華公園（埼玉県日高市）

9 レンゲショウマ 御嶽山（東京都青梅市）

9 サルスベリ 座間谷戸山公園（座間市）

県道 603 号（厚木市）

9 皇帝ダリア 県立四季の森公園（横浜市緑区）

11 ざる菊 本郷地区（海老名市）

飯山温泉（厚木市）

新磯（相模原市）

伊勢原自動車学校（伊勢原市）

矢倉沢ざる菊まつり、内山のざる菊、

花咲く里山ざる菊まつり（南足柄市）

土屋ざる菊、仲間でつくるざる菊（平塚市）

善波宅ざる菊園（二宮町）

鈴木家、総世寺（小田原市）

11 カワラノギク 県立相模三川公園（海老名市）

中津川河川敷（愛川町）
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11 紅葉 龍峰寺（海老名市）

いこいの森（大和市）

七沢森林公園（厚木市）

震生湖（秦野市）

大山阿夫利神社、大山寺（伊勢原市）

大雄山最乗寺、足柄路（南足柄市）

大磯城山公園（大磯町）

箱根美術館、箱根神社、蓬莱園（箱根町）

鶴岡八幡宮、高徳院、長谷寺、報国寺、浄妙寺、

鎌倉宮、光則寺、源氏山公園（鎌倉市）

港の見える丘公園（横浜市中区）

称名寺（横浜市金沢区）

日本民家園（川崎市多摩区）

高尾山（東京都八王子市）

11 イチョウ 弥生神社（海老名市）

報恩寺、五社神社（綾瀬市）

星谷寺（座間市）

熊野神社（大和市）

日向薬師（伊勢原市）

山下公園通り（横浜市中区）

11 黄葉 相模湖（相模原市）

宮ヶ瀬湖（清川村）

寺家ふるさと村（横浜市青葉区）、

ズーラシア（横浜市旭区）

道志村（山梨県道志村）

11 メタセコイア 平塚市総合公園（平塚市）

アサヒビール神奈川工場（南足柄市）

11 ドウダンツツジ 宮ヶ瀬湖（清川村）

あいかわ公園（愛川町）
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11 竹林 大磯城山公園（大磯町）

茅ケ崎里山公園（茅ケ崎市）

報国寺（鎌倉市）

修善寺温泉（静岡県伊豆市）

水戸偕楽園（茨城県水戸市）

12 ススキ 仙石原（箱根町）
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2．一年を通して花が楽しめる場所

主に公園になりますが、季節ごとに咲く色々な花を植えているので、一年を通して花が楽

しめます。表 2 に、これまでに訪れた一年を通して花を楽しめる場所を示します。

表 2 一年を通して花を楽しめる場所

地区 場 所 花

海老名市 県立相模三川公園 はなもも

芝桜

菜の花

ソメイヨシノ

ネモフィラ

ラベンダー

カワラナデシコ

綾瀬市 城山公園 河津桜

足柄桜

ソメイヨシノ

芝桜

バラ

アジサイ

イチョウ

蟹ヶ谷公園 河津桜

足柄桜

シダレザクラ

花菖蒲

アジサイ

ハス

厚木市 常昌院 山野草、カタクリ

シダレザクラ

ソメイヨシノ

シャクナゲ

ぼたん

アジサイ

大賀ハス

大和市 常泉寺 はなもも

ミツマタ

カタクリ

アジサイ

山アジサイ
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相模原市 城山カタクリの里 カタクリ

はなもも

ミツマタ

山野草

県立相模原公園

相模原麻溝公園

クレマチス

花菖蒲

アジサイ

皇帝ダリア

メタセコイア

熱帯植物（温室）

相模原北公園 あじさい

花菖蒲

バラ

秦野市 県立秦野戸川公園 チューリップ

アジサイ

皇帝ダリア

ざる菊

コスモス

黄葉

ロウバイ

平塚市 花菜ガーデン クレマチス

バラ、リコリス

ムクゲ

スイレン

ひまわり

サルスベリ

シュウメイギク
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横浜市 三溪園（横浜市中区） 梅

スイセン

ソメイヨシノ

ハス

紅葉

小田原市 小田原フラワーガーデン 渓流の梅林（梅）

バラ

リコリス

スイレン

アジサイ

熱帯植物（温室）

小田原城址公園 梅、ロウバイ

ソメイヨシノ

御感の藤

花菖蒲

アジサイ

大賀ハス

菊花展

横須賀市 くりはま花の国 あじさい

ポピー

コスモス

ハーブ

鎌倉市 大船フラワーセンター バラ

ハス

スイレン

菖蒲

アガパンサス

箱根町 箱根強羅公園 クリスマス・ローズ

ツツジ

シャクナゲ

アジサイ

バラ

紅葉

ブーゲンビレア
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東京都 高幡不動尊（日野市） ソメイヨシノ

アジサイ

山アジサイ

彼岸花

イチョウ

紅葉

薬師池公園(町田市) 梅

ソメイヨシノ

藤

花菖蒲

アジサイ

山アジサイ

大賀ハス

スイレン

椿

イチョウ

紅葉

黄葉

ロウバイ

国営昭和記念公園(立川市) ロウバイ

ソメイヨシノ

菜の花

チューリップ

ムスカリ

スイセン

ムラサキハナナ

ポピー

ぼたん

コスモス

紅葉・黄葉

イチョウ

皇帝ダリア

都立神代植物公園(調布市) 梅、ソメイヨシノ

つつじ、花菖蒲

ぼたん、バラ

シャクナゲ

アジサイ、ダリア

スイレン（温室）

ベゴニア（温室）
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山梨県 花の都公園（山中湖村） チューリップ

ポピー

百日草

ひまわり

コスモス

ベゴニア

参考図書：

（1）花を楽しむ地図・日本各地の花を愛でる（帝国書院）

（2）公園への小さな旅（首都圏みどりのネットワーク）
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