
6/6①>28①
オープニング&AKARI NIGHT
北條大鼓 によるオープニング浸■ 6′6土 ,1100‐ 1300～

出演 小出京北l■太餃の金

AKARI NIGHT(あ かり ないと,6′6(■,6′7(曰,
■日哺周 Jを¬憲 1品の河篭て,命●■す

花菖蒲園コンサー ト

6′6(■ )13種 類のサクソフ,― ンの調べ1  1800～

出属1岸義続

6′7(8)ワ ラヽートのタベJ         1700-
出晨1護還亜信{ウィーカ,レ,Wi■,Fo(フ ィオーリ|

6′14(曰 )小 出原職子餃演舎        1600～

出演刊 田ヽ原祭鮮チ速掲協11弁

鷹覇i黒輩‖3:師:響ず翌
オープンガーデン (期凹中 9:00～ 21:30,

花萬驚燎の広臀に,― ブルとイス●月0し
'`iE蒲 を護富しなから しま蕨やお I間

`お
茶や|●食市をお楽 [み くださ,

(土日のみ飲食フースの出匿あり

'

小田原城天守間と歴史見間館の開館時間延長
ライトアップに合せ 開館

''間
t延 長します
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小田原市内では、四季折々の花々を愛でることができます。

農範磁表蔦のしだれ桜見こ1lF目1月
江,i"イヽ Fl川に絣 1稲築1■‖力lえ たといわ

れ lll齢は約340年 十`さl113メー トル

ll′[周,1約47メー トルの人本.

満1可のとき|ま  イと々 がtの よう(こ吼オtl●力
`

り ,ι liを́ を見せてくれます.

0"11 1(興 |“ 人,

0交 血 "I101線 人|:ロツヽ従歩20分

桜  (桜ま つ り)敗 ろ
-3月

下旬‐4月上句

桜の名,"か城拗に多いのは 江戸|サイヽ 参
●1交

`ヽ

の際に桜のri本をヽちLつ ■に11え

たことからだといオ,れていま,4● 1■llK人,

閣やお11などを1,■に 約350本のソメイヨン

フが不爛泄に咲き″りまヽ 夜にはライトアッ

プも

`iわ

れ 多くのFt桜イカヽ あれます

日本のさくら名所100選

御 昼Rの 藤 見ころ:4月下●l-5月上旬

旱ミミ(・)

穐墨ン(・)

11:00~ノ /13:00 ヤ́

ロロ 小肛1原北條太鼓の会

躊
(曰)

倅 ∝目回目‐口嘔
鵬:日渡邊 ・Tl信 |¬ ―ヵル

with FiOri t, ォーリ|

期F05中の土曜 。日曜 出店予定

本丸茶岸 みどり71■
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漆器

■1″の口1中屋 盛月

セヽっぶく手(お本とお彙1)

人11人1:が11太rのとき `■|が旗側の 「

に
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人 ,たためにイしか腋り  ,ι り|なlt
tiきなきことよ|と感哄されたことから

1御ぶσウ礁 | と1呼ば,ιるようになりました

花菖蒲あじさい見ころ6■
堀上旬

4■‖,戦 の人Ⅲに約8ou llのイι′¬構と11"

Ilのあしさいが1スき00ま す.

イιijヽまつり,llil Ⅲ 夜はライトアツプさ

れ 11‖,とはひと 迪̈った綱
"な

花をN

llできます.

オオガノヽス 見‐ ‐用中‐ 8月中旬

4■I“城m公 図の 1川輪 ●Ⅲ (仰よの雄柳

i')に■4iしています.
の‖|とともにイとが ■に
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小田原城菊花展

秋の ll物|↓.ひ ときわ

'Llを

失めるのが

小口,(城を小菊て飩ったな命イιlⅢ`小 |“

■●会の

`:員

や小中学4iが,1■込めて,で

た約800鉢もの大輸のイし 盆‖なども展示さ

れ llや かな,,H気 です.
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曽我梅林 (梅まつり)

0い 的にもイi名な|"の″地 "ユ 地域に よ

約35000本 の白
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があります.′112'l I
llli卜と前J(のJ々 を1予景に1咲き.‐る●は
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O交 並 ,iユ |1林 :JR御殷場線下音ユ駅従小I“,

4■11:成11公問 ll 1ヽ1原駅lt歩ll分

梅まつりは小Ш原城址公園でも行わllています
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E.P■■1■‖原祭囃子連絡協議会

会場案内図


