
東方天満宮の梅
No.２

投稿者：秋山 満さん

場所：東方天満宮
（東方町1275）

おすすめの理由：
境内に植えられた約250本の梅
の木の花の香りを楽しみながら、
散策ができます。2月には、例年
梅祭りが催され、多くの人が訪れ
て早春の一日を過ごしています。
（事務局）

正覚寺の花菖蒲とあじさい
No.１

投稿者①：赤澤恭一さん
投稿者②：秋山 満さん

場所：正覚寺
（茅ケ崎東３－12－１）

おすすめの理由：
多彩な色の花菖蒲が所狭しと
満開になると、カメラマン、花見
客で大混雑です。一度お出かけ
になって、雰囲気にしたって心の
洗濯をしてみては、いかがでしょう
か？ （投稿者①）

投稿者①

投稿者②



横浜国際プール前のツツジ
No.４

投稿者：秋山 満さん

場所：横浜国際プール
（北山田７-３-１）そば

おすすめの理由：
北山田駅から国際プールへ向か
い「夢逢歩道橋」を渡ると、斜面
一面に咲き誇るツツジが出迎え
てくれます。普段はプールを利用
されない方も気軽に訪ねてみませ
んか？ （事務局）

新緑のくさぶえのみち
No.３

投稿者：秋山 満さん

場所：中川駅～牛久保公
園～徳生公園周辺

おすすめの理由：
瑞々しい新緑のエネルギーや、道
に沿って流れるせせらぎの音色の
癒しを感じながら散策が楽しめ
ます。初夏の陽気と爽やかな風
を浴びにお出かけしませんか？

（事務局）



せせらぎ公園の古民家と睡蓮
No.６

投稿者：秋山 満さん

場所：せせらぎ公園 内
（勝田南一丁目20）

おすすめの理由：
せせらぎ公園にある池には、毎年
６月ごろになると、睡蓮の花が咲
き、人々の目を楽しませてくれます。
睡蓮の花の間を泳ぐカモの親子
の愛らしい姿には、心を癒されま
すよ。（事務局）

都筑中央公園の桜と港北ニュータウン建設事業記念碑
No.５

投稿者：秋山 満さん

場所：都筑中央公園
（荏田東四丁目11）

おすすめの理由：
都筑中央公園は、都筑区内最
大の総合公園です。綺麗な桜の
眺めはもちろん、記念碑をきっか
けに、かつての里山の風景に思い
を馳せてみませんか？ （事務局）



手作り花壇とフラワーロード（仲町台二丁目）
No.07

投稿者：仲二ハマサポさん

場所：仲町台二丁目
北原地下道

おすすめの理由：
竹で作った花壇と四季を通じて
花を植えている。
約100mあり13基の花壇と花のコ
ラボは素晴らしい。（投稿者）

江川せせらぎ緑道の桜とチューリップ
No.08

投稿者①：ゆさ さん
投稿者②：秋山 満さん

場所：江川せせらぎ緑道
（佐江戸町、池辺町、川向町）

おすすめの理由：
最高の桜の名所です、桜だけでなく
同時に咲くチューリップも美しいです。
少し日の陰った時間帯で斜光線の
透過光で見るのがお気に入りです。
江川に浮かぶ花筏もいい風情ですよ。
（投稿者①）

投稿者① 投稿者②



新緑のささぶねのみち
No.９

投稿者：秋山 満さん

場所：茅ケ崎公園～葛ケ谷公園～
鴨池公園～都筑中央公園 周辺

おすすめの理由：
樹木のトンネルのような道沿いに、さわや
かな散策が楽しめます。センター南駅周
辺の街を楽しみながらの気軽な散策も
可能ですが、体力に自信がある方は近
隣にある「せきれいのみち」「ゆうばえのみ
ち」といった緑道へも足を延ばしてみませ
んか？ （事務局）

川和富士の芝桜
No.10

投稿者：秋山 満さん

場所：川和富士公園
（富士見が丘20）

おすすめの理由：
川和富士の標高は都筑区で最
も高く、よく晴れていれば、富士
山を望むことが出来ます。花に
よって描かれた鮮やかな富士、公
園内の富士塚と併せ、３つの富
士山が楽しめます。（事務局）



川和町駅近くの菜の花と桜
No.11

投稿者①：秋山 満 さん
投稿者②：福村 おさむ さん

場所：横浜市営地下鉄グリーン
ライン「川和町駅」そば

おすすめの理由：
川和町駅から徒歩数分。菜の花と桜に多
くの方が春の和みに訪れる場所です。多くの
方は駅と地下鉄が背景となる場所でご覧
になられていますが、この画像はその反対側、
幹線路道側からの眺め、桜の回廊と菜の
花の競演、その先には瓦屋根。折角の訪れ
なら、こちらから眺めてもいいのかも知れませ
んね。 （投稿者②）

投
稿
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①

投
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者
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大棚緑地花壇
No.12

投稿者：大棚緑地花壇保存会
佐藤鐵雄 さん

場所：大棚町（大棚杉の森
ふれあい公園の向かい側）

おすすめの理由：
長い坂の途中の130㎡の空き地に花壇を作り散策す
る人々の憩い場として20年が経過しました。
春４月は、芝桜・金盞花・桜草・千鳥草・ノースポール・
チューリップ等が見頃となり、次いで５月には百合が咲
き出します。
６月は花苗を入れ替え、ベコニア・マリーゴールド・サルビ
ア等が夏の酷暑を頑張り、秋には秋明菊・小菊等が
彩りを添えます。
見頃の季節としては、色彩の濃い花々が咲き出す３月
から４月をお勧めいたします。（投稿者）



鴨池公園の桜
No.13

投稿者：山田 稔 さん

場所：鴨池公園
（荏田南一丁目18）

おすすめの理由：
毎年春になると鴨池公園の桜が
池に映えて美しく咲き、散策する
人の目を楽しませてくれます。
池には渡り鳥やオタマジャクシもお
り、家族連れでも楽しめる公園だ
と思います。 （投稿者）

茅ケ崎公園の河津桜
No.14

投稿者：山田 稔 さん

場所：茅ケ崎公園
（茅ケ崎南一丁目４）

おすすめの理由：
茅ケ崎公園には公園愛護会の方々
により植栽された河津桜が他の桜に
先駆けてピンクの濃い花をつけます。
開花時にはメジロやヒヨドリも来てカ
メラを持った人がよく訪れているよう
です。 （投稿者）



中川八幡山公園の桜
No.15

投稿者：山田 稔 さん

場所：中川八幡山公園
（中川七丁目13）

おすすめの理由：
小高い丘の上にある中川八幡山公園
には桜の大木が並び、豪華に咲く美し
い花を楽しむ方が毎年多く訪れていま
す。
視界も広くなだらかな芝生もあり、ロウ
バイや桃の花も咲きますのでご家族連
れで楽しむことができると思います。
（投稿者）

山田富士公園の桜・スイレン・ハスの花
No.16

投稿者①：山田 稔 さん
投稿者②：高橋 エリコ さん

場所：山田富士公園
（北山田一丁目４）

おすすめの理由：
横浜国際プールに隣接する山田富士公園では４月に
は桜の花が山田富士をピンクに染め上げ、６月には園
内の池にスイレンが、また８月にはハスの花が咲き、夏
祭りやいろいろなイベントも開催され、近隣の方々の憩
いの場となっています。 （投稿者①）

６月下旬から一面にハスやスイレンが咲きます。
スイレンにも白やピンクなどがあり、早朝から咲いたりお
昼頃開き始めたりといつでも楽しめる憩いの場になって
います。（投稿者②）
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柚木台のオオバクサフジ
No.17

投稿者：木童舎 さん

場所：荏田南町

おすすめの理由：
我が家の前の市有地に横浜市内では絶滅されたと思われ
ていた「オオバクサフジ」が生息しています。横浜市内ではこ
の場所しか生息が確認されていません。2015年に発見され
て、2016年には横浜市こども植物園の職員がこのオオバ
クサフジを2株ほど、採取にきて持ち帰っています。オオバク
サフジは名前の通り、藤の花に似た植物で美しい紫色の
花を咲かせます。開花期は長く、9月の中ごろから、初霜が
降りる12月中旬まで、次々と咲き続けます。咲いている場
所は柚木台と呼ばれる高台にあり、市道脇の市有地内で、
道路からでも、その美しい花を観る事が出来ます。秋の一
日、散策がてらオオバクサフジと東京スカイツリー（高台の
ため、晴れていれば「東京タワー」と「スカイツリー」を見る事
が出来ます）を観に来ませんか。なお、「つづきのみどりを守
り育てる会」では、街づくりの一環として、この美しいオオバ
クサフジの保護活動を行っています。 （投稿者）

都筑ふれあいの丘駅周辺のサクラ並木
No.18

投稿者：江口 弥生 さん

場所：「都筑ふれあいの丘」駅
周辺

おすすめの理由：
横浜市営地下鉄グリーンラインの都筑ふれあいの丘駅から両側に
延びる自転車・歩行者専用道は、南は葛が谷地域ケアプラザまで、
北は千人橋を超えメゾン桜ケ丘に通じる緑道まで、桜並木になって
います。 春の訪れをいち早く知らせる緋寒桜、濃いピンク色のヨウ
コウザクラ、白色やピンク色のヤマザクラなど時期を少しづつずらし
ながら、ソメイヨシノではないサクラをいろいろ楽しめます。公園や緑
道でないこの専用道のサクラは「まち中のサクラ」として通勤・通学
をする人たちばかりでなく、散歩をしている人やショッピングに出かけ
る人たちの目を楽しませてくれます。一部伐採後にサクラでない木が
植えられ並木にまじってしまいました。 また、老木になり衰えている
サクラの木々があります。しかし、近隣住民に春を感じさせてくれ、元
気を与えてくれるこのサクラ並木を住民は大切にしていきたいですし、
好きです。サクラの時期に都筑ふれあいの丘駅近くにお越しの時は
是非歩いてみてください。
【見頃】その年により見ごろの時期は違いますが3月中旬から4月中
旬ころ（投稿者）



山田富士公園の梅林
No.19

投稿者：スミレ さん

場所：山田富士公園
（北山田一丁目４）

おすすめの理由：
１月中旬頃から３月初旬ごろまで、紅梅、
白梅が次々と咲き美しい風景が楽しめま
す。
そこに、メジロ、エナガ、ジョウビタキ等の小
鳥たちもやって来ます。
天気のよい日には、ほのかな香の中、いつま
で居ても気持ちのよい所です。（投稿者）

晩秋のささぶねのみち
No.20

投稿者①：秋山 満 さん
投稿者②：鈴木 敏嗣 さん

場所：茅ケ崎公園～葛ケ谷公園～
鴨池公園～都筑中央公園 周辺

おすすめの理由：
【見頃】
11月上旬～12月上旬（投稿者②）

春から初夏にかけて、新緑の樹木のトンネルを巡
る散策も爽やかで楽しい「ささぶねのみち」ですが、
紅葉に染まる緑道を楽しめる“晩秋”の散策もお
すすめです。
日々深まる紅葉を見ると、徐々に、しかし、日歩
着実に近づく冬の訪れが感じられます。
（事務局）投稿者① 投稿者②



都筑中央公園の「ローザ・つづきく」
No.22

投稿者：秋山 満さん

場所：都筑中央公園
（荏田東四丁目11）

おすすめの理由：
「ローザ・つづきく」は都筑区とフランスにある
オービニエ・スール・レイヨンという町の住民
交流をきっかけに、同町から送られたバラで
す。公園には横浜開港150周年を記念した
「はまみらい」 も植えられており、地域に由
来するバラが２種類も楽しめます。例年、見
頃を迎える５月に開催される「ローザ・つづき
く バラまつり」に足を運んではいかがでしょう
か？ （事務局）

心行寺の紅葉とアジサイ
No.21

投稿者①：幸と福 さん
投稿者②：春月 さん

場所：心行寺
（荏田東４丁目10－１）

おすすめの理由：
心行寺は周囲にこんもりとした豊かな山、主に杉、﨔、竹、その他様々な木々に囲まれて
佇む古刹です。山門に立つと、参道正面の本堂から吹き抜けてくる“心地良い気”が感
じられます。境内には、梅、橘、桜、もみじ、アジサイ、蓮等四季折々に楽しむことができ、
中でも秋の紅葉は素晴らしく見事です！ （見頃は11月20日すぎ頃～）
又、紅葉は勿論ですが、新緑の季節にみられる“青もみじ”も必見です。参拝の人々が「わ
ざわざ京都や遠い所へ行かなくても…」などと話す声もきこえます。このように、身近な所
で四季折々の風情を楽しむことができますね。（投稿者①）

心行寺は都筑中央公園の山ふところに抱かれて、ひっそりとたたずんでいる浄土宗の古
刹です。紅葉寺と言われるように、11月下旬～12月初旬ともなると全山紅葉で染まりま
す。竹林とのコントラストも見事で、まるで京都に行ったかのようです。もちろん、初夏の青
もみじも爽やかで、良い気に満ちています。その他、梅、椿、桜、シャガ、紫陽花…と、１年
中花を楽しめる「花の寺」です。（投稿者②）
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えだきん商店街遊歩道
No.23

投稿者：えだきんロード さん

場所：えだきん商店街
（荏田南５丁目）

おすすめの理由：
えだきん商店街遊歩道には、四季折々、沢山の
花々が明るく色とりどりに咲き乱れ、街の皆様を楽
しませてくれている。特に春、しだれ桜が満開になる
頃、サクラソウ・ビオラ・チューリップなどの花とのコラ
ボがとっても綺麗な絶景ポイントに…。木々の芽吹き
と共に甘～い香りが漂い始め、爽やかな風が、小鳥
たちの囀り迄もが、春の訪れを感じさせてくれること
でしょう…。一年中で一番の花いっぱい、笑顔いっぱ
い、素敵な素敵なフォトスポットになっているではあり
ませんか。ぜひぜひえだきんロード散策してみませんか
♪♪♪（投稿者）

準工地域フラワーロード
No.24

投稿者：美里橋サークル
近藤 記一 さん

場所：東山田四丁目
観音寺前 約450ｍ

おすすめの理由：
３年前に環境創造局に地域緑化事業として応募し、助成金
を受け東西約450ｍの緑地を花壇として作ることができました。
花の見ごろは

春は450ｍに菜の花が咲き、5,000球のチューリップ
夏は日々草、マリーゴールド、ペチュニア
秋は直径40～50㎝の赤白黄、ピンクのドーム菊、サルビア、ペ

チュニア
冬はパンジー

四季を通じて花は絶えることはない。
道路沿いにある観音寺は11月11日～20日まで菊花展を開催
し見学に訪れる人が絶えない。
（投稿者）



美里橋 花かおる街かど花だん
No.25

投稿者：美里橋サークル
近藤 記一 さん

場所：東山田四丁目
美里橋周辺

おすすめの理由：
川崎市高津区野川と都筑区東山田４丁目の架橋と
して美里橋があり、その橋の上下流100ｍの河川敷に
花壇を作っている。10数年前までは５名程で活動して
いたが、現在は35名の会員を有し活動している。
四季を通じて花が咲いているが、春４月ごろは桜・菜の
花、チューリップの共演は見事。

夏、日々草、マリーゴールド
秋、11月は歩道に面したドーム菊、スプレー菊
冬、２－３月はパンジー

四季を通じて花は絶えることはない。バスの車窓からの
眺めは圧巻であります。 （投稿者）

たくさんのご応募・ご投票
ありがとうございました。


