
花や緑と横浜らしい風景が

一緒に撮れるフォトスポットをご紹介します。

春の街歩きを楽しみながら撮った写真を

「＃ガーデンネックレス横浜」をつけて

投稿してみよう！

横浜の花と風景のフォトアルバム 〜春色に染まる横浜の景色をSNSに！〜

日本大通り

フォトスポット
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日本大通りは、神奈川県庁や横浜開港資料館など、重要な

歴史的建造物の立ち並ぶ街路で、ドラマや映画の撮影にもよく

使われます。オープンカフェなどが立ち並び、憩い空間としても

賑わっています。

里山ガーデンでは「里山ガーデンフェスタ」と称し、

大花壇の公開や花や緑に親しむイベントを、期間限定で開催します。

色彩に囲まれて花散歩、展望デッキの大パノラマ、

たくさんの花々が咲き誇るガーデン散歩をお楽しみください。

開催期間

平成30年3月24日（土）～5月6日（日）

時間

9時30分～16時30分

入場料

無料

場所

横浜市旭区上白根町1425-4（よこはま動物園ズーラシア隣接）

横浜の花で彩る大花壇

市内最大級、約10,000㎡の大花壇。

今年のテーマは「花霞の丘」。

春らしいパステルカラーの花々が

楽しめます。

ウェルカムガーデン

アンバサダーの三上真史さんが

デザインしたガーデン。

「笑顔の花咲くナチュラルガーデン」

がテーマです。

谷戸の菜の花畑

谷戸を彩る数々のサクラと菜の

花が一面に広がり、懐かしい美

しさと谷戸の風景をのんびりと

味わえます。
みなとエリアは、サクラ、チューリップ、バラと花が移り変わり、

横浜を象徴する港の景観とともに、春の装いを長く楽しむことができます。

港の春を感じる3つのテーマフラワー

横浜市は、花と緑を愛する心をつなぎ、自然の環境を育む

ガーデンシティ横浜を推進するための取組として「ガーデンネックレス横浜」を展開します。

2018年の春は、山下公園をはじめとするみなとエリアや里山ガーデンを中心に、

春の花々で色鮮やかに彩られる横浜をお届けします。

＜花の主な見どころ＞

みなとエリア
山下公園 / 港の見える丘公園 / 日本大通り / 横浜公園 / 新港中央広場

里山ガーデン
（よこはま動物園ズーラシア隣接）

花とともに横浜の街をめぐる

里山ガーデンアクセス

2018.3.24(Sat)-6.3(Sun)

公式Twitter:

@yokohama_kankyo

アンバサダー
三上真史さん

ＮＨＫ Ｅテレの人気番組「趣味の

園芸」でメインナビゲーターを

務める、花を愛する園芸男子。

里山ガーデンの「ウェルカム

ガーデン」の植栽デザインも手

掛けています。

最寄駅から里山ガーデンまでのバスアクセス

○相鉄線「鶴ヶ峰」駅、「三ツ境」駅、JR横浜線・市営地下鉄「中山」    

　駅からバスで約20分「よこはま動物園北門」バス停下車（徒歩2分）

○「鶴ヶ峰」駅からバスで約20分「西ひかりが丘」バス停下車（徒歩4分）

山下公園（氷川丸）

フォトスポット
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山下公園は、関東大震災の瓦礫などを埋め立ててできた公園です。

7万㎡もある広い公園内は美しく整備され、四季を通じて美しい

花があふれています。氷川丸が係留され、横浜ベイブリッジや

マリンタワーなどが一望できます。

サクラ
3月下旬～4月上旬

バラ
5月中旬～5月下旬

チューリップ
4月上旬～4月中旬

マスコットキャラクター
ガーデンベア

グリーンの体に満開の「天然」

花アフロヘアーが自慢の元気

いっぱいなクマ。英語の「bear」

には、クマという意味のほかに、

「花をつける/実を結ぶ」という

意味があります。

横浜で過ごす、花と緑に包まれる特別な1日

美しい港の景観や開港当時のレトロな建物と近代的な街並みが融合し、

いつも新しい魅力で楽しめる横浜。

特に春の季節は、これまで横浜が築いてきた歴史や文化が

花や緑でさらに引き立てられ、街全体が色鮮やかに彩られます。

きれいな街並み、おいしい食べ物を楽しめる横浜で、

花に包まれる特別な季節を満喫してください。

01歴史を感じる横浜赤レンガ倉庫

02港の風を感じる

03美食を味わう

04ひとやすみ...

大さん橋

横浜中華街

市内の花や緑、

お出掛けしたくなる

楽しいスポットを紹介。

4月以降、区役所等で

配布しています。

「ことりっぷ」配布してます

横浜ベイブリッジ

フォトスポット
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横浜ベイブリッジは、本牧ふ頭と大黒ふ頭を結ぶ全長860ｍに

及ぶ斜張橋で、美しく雄大な姿は横浜を象徴するシンボルの

ひとつです。大さん橋や大黒埠頭からの撮影がおすすめです。

山手イタリア山庭園

フォトスポット
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外交官の家・ブラフ18番館とともに、美しい庭と花々が楽しめる

スポットです。今年は、約300株のバラが植えられ、さらに魅力

が高まりました。

帆船日本丸

フォトスポット
01

日本丸は1930年に建造された練習帆船です。日本丸メモリアル

パークの芝生広場は汽車道のサクラや横浜らしい景色を眺める

ことができる絶景スポットです。

MORI hideo©

汽車道

フォトスポット
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汽車道は、臨港鉄道の一部約500mを利用した海を渡る歩道です。

みなとみらいの景観が一望でき、特にサクラの季節は散策に

おすすめです。

MORI hideo©

MORI hideo©MORI hideo©

©Hideo MORI

©Hideo MORI

写真提供：横浜港客船フォトコンテスト

場所 : 山下公園、港の見える丘公園、日本大通り、横浜公園、新港中央広場、里山ガーデンなど

問合せ : NTTハローダイヤル 050-5548-8686（8:00～22:00）
   ※ご案内期間は6月4日まで

発行 : 横浜市環境創造局みどりアップ推進課
花をテーマにしたスイーツ冊子

「Sweets花味絵図」
配布中！

汽車道
02

日本大通り
03

山下公園（氷川丸）
04

横浜ベイブリッジ
06

山手イタリア山庭園
05

帆船日本丸
01

グランモール
公園

港の見える丘
公園

はながすみ

里山ガーデンフェスタ 検索

グランモール公園と

港の見える丘公園に

ガーデンベアフォトスポットが

あるよ！

©ITOON/GN

スイーツ



EVENT

明治時代まで外国人居留地だった山手地区には、7つの

西洋館が点在していて、異国情緒あふれる景観が楽しめる

ため、観光地としてとても人気です。

元町公園や山手公園ではあわせて約130本のサクラが

咲き、山手イタリア山庭園にはバラが咲き誇るなど、

春の花々が西洋館にさらなる魅力を添えています。

すべての西洋館は一般公開していて、無料で館内を観覧

できます。

詳しくは  山手西洋館 検索

世界的に有名なガーデンデザイナーであるジャクリーン・

ファンデル・クルート氏がデザインを監修。

多彩な草花と球根コンビネーションを赤レンガ倉庫と

ともにお楽しみください。

新港中央広場 ジャクリーンガーデン

横浜赤レンガ倉庫を背景にダイナミックな景観

横浜公園 16万本のチューリップガーデン

市民の皆様と一緒に球根の植え付けを行った、16万本もの

色とりどりのチューリップが、春の横浜公園を鮮やかに

彩ります。

市民の想いで咲かせたチューリップの競演

約100品種の香りのバラや香りの植物を集めたローズガーデン。

ローズアーチでは、バラのフレグランスシャワーが降り注ぎます。

山下公園 未来のバラ園 港の見える丘公園 香りの庭

いろいろな香りを体験できる
バラに多種類の草花を加え、連続するアーチやタワーによる立体的なバラ園を

お楽しみください。

約190品種、2300株のバラの競演

桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜

へと続く約500mに100本もの桜並木。

淡紅色の美しいソメイヨシノが毎年花を咲かせます。

みなとみらいの桜のシンボル通り

港の見える丘公園 イングリッシュローズの庭 港の見える丘公園 バラとカスケードの庭

清廉な色彩の草花と
バラの競演

約150品種、1,100株のイングリッ

シュローズを中心に、シルバーや

ブルーを中心とした草花による色彩

のハーモニーあふれる庭園です。

山手西洋館

さくら通り

運河と横浜ランドマークタワーや大観覧車を望め、海を

渡るような気分で散策できる桜の名所です。

ビルの上から眺めれば、海の中を桜のレールが走って

いるようにも見えます。

海を走る桜のレール

汽車道

EVENT EVENT

EVENT

絵画のような景色を
楽しむ

約80品種500株のバラが、カスケード

と西洋館のある丘を彩り、絵画の

ような景色が楽しめます。

サクラ 見頃: 3月下旬～4月上旬

バラ 見頃: 5月中旬～5月下旬

チューリップ 見頃: 4月上旬～4月下旬

「＃ガーデンネックレス横浜」で投稿しよう！

みなとみらい21
さくらフェスタ2018
街全体をさくらで演出

日程： 3/31（土）～4/8（日）
 4/7（土）にはパレードやグルメス 
 トリートを開催。
場所： さくら通り
主催： みなとみらい21さくらフェスタ
         2018実行委員会

FLOWER GARDEN 2018
「ワイルドフラワーガーデン」をテーマに
色とりどりの花畑が登場

日程： 3/31（土）～4/22（日）
 夜はガーデンのライトアップも
 （18:00～24:00）
場所：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場
主催：横浜赤レンガ倉庫

EVENT

花と器のハーモニー2018
～彩光の7つの扉を開けて･･･～
7つの館の扉を開けると、そこには
美しく彩られた空間が待っています。

日時： 6/2（土）～6/10（日）9:30～17:00
場所：横浜山手西洋館7館
主催：横浜山手西洋館花と器のハーモニー実行委員会

小さな西洋館の丘
場所: 山手イタリア山庭園

山手西洋館7館のミニチュア特設花壇を
設置します。
とても精巧に造られているので、本物の
西洋館と見比べてみるのもおすすめです。

第40回よこはま花と緑の
スプリングフェア2018
第40回を迎える横浜の春の風物詩

日時：4/13(金)~4/15(日)10:00~17:00
場所：山下公園、横浜公園　
 5/6（日）まで象の鼻パークで 
 「花壇展」を開催。
主催：よこはま花と緑のスプリング 
 フェア運営委員会

第28回2018日本フラワー
＆ガーデンショウ
今年のテーマフラワーは「あじさい」

日程：4/20（金）~4/22（日）10:00~17:00
        （最終日は16:00まで）
入場料:800円（当日券）
        （中学生以下無料）
場所：パシフィコ横浜 展示ホールA・B
主催：公益社団法人日本家庭園芸普及協会

日時：5/8（火）～5/10（木）11:00～19:00
 新品種や横浜にちなんだバラ、アンバサダー  
 の三上さんをイメージした「爽」を展示
場所：クイーンズスクエア横浜 ほか
主催：株式会社NHKエデュケーショナル
共催：横浜市

EVENT

趣味の園芸フェアin横浜
2018 ローズコレクション
世界のバラのコレクションが横浜に勢揃い

日本大通り 日本花通り

統一感のある色彩による約4万球のチューリップが、

横浜公園から港へと続くチューリップの花通り。

歴史的建造物やオープンカフェがならぶ日本大通りを

彩ります。

チューリップを中心に彩る400ｍの花通り

山下公園 球根ミックス花壇

チューリップ、スイセン、ヒアシンスなど沢山の種類を

混ぜるオランダ最新式の球根の植え方による花壇です。

公園愛護会の皆様とともに植えつけました。

公園愛護会と植える球根花壇

Recommend

写真: 公益財団法人横浜市緑の協会所蔵


