松田山 の自然
松田山の自然
足柄平野と相模湾を一望でき、 西に富士山を望む松田山。
春には河津桜、 夏にハーブ、 冬にみかんと、
癒しと恵みを与えてくれる松田山をご鑑賞ください。

ふるさと鉄道

MAP P.27

ふるさとてつどう

シェイ式蒸気機関車の「ミニ
S L 」 と 電気動力の 小田急
「ミニロマンスカー」の2種類
が走る山岳鉄道です。
どちらも実物1/6の本格派 ！
【場所】西平畑公園内 【時間】10：35～15：35 【乗車料】12歳以上～大人300円、
3～12歳未満200円、３歳未満無料（ただし保護者同乗） 【運転日】2月中旬～12
月第2週までの土・日・祝日・イベント日 【ご注意】雨天運休、レールが濡れている
場合も運休 【お問合せ】平日／松田町観光経済課 ☎0465-83-1228、 土日祝
日／（ふるさと鉄道）☎0465-84-0303、（子どもの館）☎0465-82-9869

松田きらきらフェスタ
西平畑公園

参照 P.03、04、08、09

まつだきらきらふぇすた

11月下旬
～

松 田 山 の自 然

士見百景
関東の富

参照 P.07、09

12月下旬

MAP P.27

関東屈指のスケールを誇

にしひらばたけこうえん

る夜景スポットである当公

富士山や足柄平野を一望できる公園です。見晴らしのよい斜面には

園を、約18 万球 の L E D イ

大きなすべり台があり、ハーブガーデンやミニSL、自然館など松田山

ルミネーションが彩ります。

の地形を活かしたレジャー施設が園内に集まっています。ドライブはも

足柄平野の夜景と溶け合

ちろん、散策路からの眺望を楽しむお散歩にもぴったりです。

い光と影がダイナミックに

【場所】足柄上郡松田町松田惣領2951 【時間】9：00～17：00（冬季は16：00）
【入園料】無料 【休園日】月（祝日の場合は翌日）・年末年始 【駐車場】70台（平
日無料、土日祝日500円/台） 【交通】小田急線「新松田駅」から徒歩25分、JR御
殿場線「松田駅」から徒歩20分 【お問合せ】ハーブ館 ☎0465-85-1177
07
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広がります。
【場所】西平畑公園内 【時間】17：00～21：00 【入園料】無料 【休園日】フェスタ
期間中は無休 【駐車場】70台（フェスタ期間中500円/台） 【お問合せ】松田町
観光経済課 ☎0465-83-1228
Nature of Mt.Matsuda
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みかん狩り

MAP P.27

みかんがり

松田山の南面には傾斜を利用した
みかん狩りができる農園が、たくさ
んあります。足柄平野を眺めながら
食べるみかんの味は格別です。

自然館

MAP P.27

こどものやかた

しぜんかん

木や紙でできたおもちゃがあり、

松田山の自然を「見て、さわって、

今の子どもには新鮮な昔の遊び

つくって、たのしむところ」として、

が体験できます。２階には触って

木の実を使った工作や外に出て

遊べるからくり人形が常設展示

自然観察など 、自然にふ れあう

されています。おもちゃ作りや親

ことのできる施設で す。夏休み

松 田 山 の自 然

子で楽しめるイベントが行われ

には自由研究の相談もできます。

る創造と文化伝承の拠点です。

【場所】西平畑公園内／足柄上郡松
田町松田惣領2971
【時間】9：00～16：00 【入館料】無料
（体験会有料） 【休園日】月・火（祝日
の場合は翌日）・年末年始
【お問合せ】☎0465-82-7345

【場所】西平畑公園内／足柄上郡松
田町松田惣領2964-1 【時間】9：00
～16：00 【入館料】無料 【休園日】
月・火（祝日の場合は翌日）・年末年始
【お問合せ】☎0465-82-9869

【収穫時期】11月～12月
【時間】9：00～15：00

田代園

要予 約

MAP P.27

松田みかん狩り園

子どもの館

【場所】松田町松田庶子457 【お問合せ】☎0465-28-3407、携帯080-2009-2348

大島園
【場所】松田町松田庶子1051 【お問合せ】☎0465-82-4543
【場所】松田町松田惣領3222 【お問合せ】☎0465-82-1751

内藤園
【場所】松田町松田惣領2969 【お問合せ】☎0465-82-1423

丸増園みかん狩り園
吉田栄一みかん狩り園
【場所】松田町松田惣領3008 【お問合せ】☎0465-82-1597、携帯090-5761-7754

みかんの木オーナー
みかんの木を1本契約すると、秋には自分
の名前のついた木に実るみかんを収穫し
て楽しむことができます。

松田山ハーブ 参照 P.04
MAP P.27
ガーデン
まつだやまはーぶがーでん

181種のハーブ等が植栽され、
季節によって花や香りを楽し

【オーナーみかんの木の価格】
9,000円 （収穫量の目安40kg程度）、12,000円（収穫量の目安70kg程度）、
15,000円（収穫量の目安100kg程度）、20,000円（収穫量の目安150kg程度）、
25,000円（収穫量の目安200kg以上）
【お問合せ先】
松田町観光経済課 ☎0465-83-1228
JAかながわ西湘松田支店 ☎0465-82-4158

むことができます。相模湾沖
や 足 柄平野 が 見 渡 せ「空中

あぐりパーク嵯峨山苑

庭園」のようです。

あぐりぱーくさがやまえん

【場所】西平畑公園内 【時間】9：00～17：00（冬季は16：00） 【入園料】無料
【休園日】月（祝日の場合は翌日）・年末年始 【お問合せ】☎0465-85-1177

ハーブ館

MAP P.27

レストラン・売店・体験工房

MAP P.27

松田山 の 中 腹 に あ る
観 光 農 園 。苑 内 に は
30 0 本の河津桜や紅
梅等が植栽され、春に

はーぶかん

は苑内花紀行や食用

松田山の中腹にある円筒形の白い

菜 花（ 蕾 ）狩 り が 楽 し

建物は、シンボル的存在です。館内

めます。

では、ショップ・工房・レストランがあり、
ハーブを使った手作り体験や、ハー
ブを用いた料理をご提供しています。
【場所】西平畑公園内 【時間】9：00～17：00（冬季は16：00） 【入館料】無料
【休館日】月（祝日の場合は翌日）・年末年始 【お問合せ】☎0465-85-1177
09
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【場所】足柄上郡松田町松田惣領字嵯峨山2853 【時間】9：30～16：00
【期間】2月中旬～3月春分の日まで 【入園料】300円（中学生以下・車椅子
の方は無料）、食用菜花狩り・別途500円（1袋500ｇ入） 【休園日】雨天休苑
【駐車場】無し 【交通】小田急線「新松田駅」から徒歩35分、JR御殿場線「松
田駅」から徒歩30分 【お問合せ】松田山みかんの里 内藤園
☎0465-82-1423
Nature of Mt.Matsuda
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8月第4土曜日開催

まつだ観光まつり

【場所】メイン会場／酒匂川町民親水広場、パレード／松田町内、百八ッ火／
松田山 【注意】荒天等、天候により順延有り 【お問合せ】松田町観光協会
☎0465-85-3130、松田町観光経済課 ☎0465-83-1228

能50選
の民俗芸財
わ
が
な
化
か
町無形文

大名行列
だいみょうぎょうれつ

江戸時代の小田原11万３千石の格式を再現した絢爛豪華な歴史絵
巻として広く知られ、「かながわの民俗芸能５０選」や町の無形文化財
の一つに数えられています。
まつだのまつり

百八ッ火
ひゃくはって

その昔、松田城落城の際、農民
たちが落ち武者を導くために焚
いた送り火とも、五穀豊穣を 願
う農民たちの祈りとも言われて
います。

11月中旬開催

まつだ産業まつり
町内の商工業 を 紹
介する秋のお祭りで
す。地元農産物や製
品の販売や交流都

あしがら花火大会
あしがらはなびたいかい

松田町と開成町の合同で開催される花火大会です。河川敷で楽し
める花火は、あしがらの夜空を彩ります。
【場所】酒匂川町民親水広場 【注意】荒天等、天候により順延有り
11
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市の特産品販売も
あります。ステージイ
ベントもあり楽しみが
たくさんです。
【場所】JR御殿場線「松田駅」北口広場・町営臨時駐車場周辺 【お問合せ】松田
町観光経済課 ☎0465-83-1228
Festival of the Matsuda town
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やどりき

寄 の自然
幾重にも峰が連なる山々と清らかな渓流。
里山の懐かしいのどかな光景に
ひと時、 心を休めてみませんか。

寄 の自 然

寄清流
マス釣り場

参照 P.21
MAP P.29

6月中旬
土曜

ホタルの夕べ
ほたるのゆうべ

やどりきせいりゅうますつりば

中津川の清流を利用した
釣り堀で、サクラマス・ニジ
マス・イワナの釣りや、つか
み取りが楽しめます。河川
敷ではバーベキューもでき
ます。

利用 料 金

【場所】足柄上郡松田町寄5573 【時間】8：00～17：00 【定休日】年中無休 【駐
車場】大型バス1,500円、マイクロバス1,000円、普通車500円、二輪車200円 【交
通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きでバス停「田代向（たしろむかい）」下車、
徒歩約20分 【お問合せ】松田町寄自然休養村養魚組合 ☎0465-89-2321

6月の一晩、寄の自然ではぐくまれた幻想的なホタルの灯火をお楽し
みいただけます。
【場所】松田町寄ふれあい農林体験施設駐車場／足柄上郡松田町寄5605
【お問合せ】寄自然休養村「ホタルを育てる会」 携帯090-5148-2328（事務局 有川）

川釣り（えさ釣り）

ルアー・フライ

やどりき水源林 【森の案内人（ミニガイド）】

川釣り（2ｋｇ放流）3,500円
川釣り用貸竿1本500円
餌／ブドウムシ700円、イクラ250円

半日券1,500円(持ち帰り3尾まで）
1日券3,000円(持ち帰り5尾まで）

やどりきすいげんりん 【もりのあんないにん】

マスのつかみどり

森林 イ ン スト ラ ク タ ー が 森林のし く

釣り堀

マス1kg 2,000円

みや手入れなどを案内します。

参照 P.18
MAP P.29

1kg（計量）1,900円、竿と餌のセット500円

清流釣り大会
せいりゅうつりたいかい

年2回
4月・10月
日曜

年2回、大型魚 を 大量 放 流 し た
渓流釣りを楽しむことができます。
【場所】寄清流マス釣り場 【時間】9：00～11：00 【参加費】前売り4,000円、当日
券4,500円 【お問合せ】松田町寄自然休養村養魚組合 ☎0465-89-2321
13
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【場所】足柄上郡松田町寄地内、中津川
源流域にある水源林 【開催日】毎週土・
日※冬期（12月～２月）は案内休止
【時間】10：00及び13：00から1～2時間
程度 【集合】やどりき水源林入口ゲート
前10：00及び13：00集合 【参加費】無料
【申込み】不要※10人以上の団体は要
連絡 【お問合せ】（公財）かながわトラス
トみどり財団 ☎045-412-2255
Nature of Yadoriki
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参照 P.20 MAP P.29

５月5日

寄自然休養村
管理センター
やどりきしぜんきゅうようそん
かんりせんたー

寄地区の観光案内や
「寄テニスコート」「寄み
やま運動広場」といった
スポーツ施設の予約、
手続き、受付を行っています。宿泊施設と食堂が併設されており、地
元のとれたて野菜や手作り品などの販売も行っています。
【場所】足柄上郡松田町寄3415 【時間】9：00～17：00 【利用料】お問合せくださ
い 【駐車場】有り（無料） 【定休日】月午後・火（祝日の場合は翌日）・年末年始
【交通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きで終点バス停「寄(やどりき)」下車
【お問合せ】☎0465-89-2960

若葉まつり
わかばまつり

要予約

丹沢の峰々が新緑に彩る5月。色とりどりの鯉のぼりが大空を泳ぎ、子
ども達が参加する大人気の「マスのつかみどり大会」をはじめ、農産
物の即売会など、さまざまな楽しいイベントが行われます。

寄テニスコート

MAP P.29

やどりきみやまうんどうひろば

やどりきてにすこーと

砂地の運動場でトイレ、ナイター

中津川と緑の山々に囲まれ清々

設備があり、ブランコ、ジャングル

しい。人工芝3面、トイレ、審判台、

ジムなどの遊具もあります。

ベンチがあります。

【場所】足柄上郡松田町寄3111
【時間】9：00～21：00 【利用料】お問
合せください 【定休日】月午後・火（祝
日の場合は翌日）・年末年始 【駐車
場】有り（無料） 【交通】富士急湘南
バス「寄(やどりき)」行きで終点バス
停「寄(やどりき)」下車、徒歩1分 【お
問合せ】寄自然休養村管理センター
☎0465-89-2960

【場所】足柄上郡松田町寄4116 【時間】
9：00～17：00 【利用料】町内在住、在勤
の方／1面1時間540円、町外の方／1面1
時間1,080円 【定休日】月午後・火（祝日
の場合は翌日）・年末年始 【駐車場】10
台（無料） 【交通】富士急湘南バス「寄
(やどりき)」行きで終点バス停「寄(やどり
き)」下車、徒歩5分 【お問合せ】寄自然
休養村管理センター☎0465-89-2960

ふれあい農園

芋掘り・栗拾い

MAP P.29

ふれあいのうえん

【場所】足柄上郡松田町寄3057
【時間】8：00～17：00 【料金】標準1
区画（約40㎡）7,500円/年間（4月～3
月末） 【駐車場】有り 【交通】富士急
湘南バス「寄(やどりき)」行きで終点
バス停「寄(やどりき)」下車、徒歩3分
【お問合せ】(株)報徳農場
☎0465-83-1188
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寄ふれあい ドッグラン

関東最大級！公営
ドッグラン

MAP P.29

やどりきふれあいどっぐらん

ドッグランフェスタ
総面積4,800㎡（1,452坪）の広々とした

どっぐらんふぇすた

芝やアジリティエリアで、愛犬とおもいき
り走りまわることができます。人も動物

い も ほ り・く り ひ ろ い

要予約

ものびのびとすごせる静かな環境です。

MAP P.29

【場所】足柄上郡松田町寄5605 【時間】
9：00～17：00（11～3月16：00） 【入園料】
大人（18歳以上）200円、小人（３歳～17
歳）100円、ドッグランの利用で犬1頭300円
（犬入園料10回につき次の1回分無料）
【休園日】火（祝日の場合は翌日）・年末年
始 【駐車場】57台（普通車500円、大型車
1,500円） 【交通】東名高速「大井松田IC」
から車で約20分
【お問合せ】☎0465-89-3113

飯田農園 （芋掘り・栗拾い） 10月中旬
【場所】松田町寄2323
【お問合せ】☎0465-89-2541 11月上旬
～

寄 の自 然

寄みやま運動広場 MAP P.29

【場所】寄自然休養村管理センター前広場 【時間】9：30～15：30 【駐車場】有り
300円／台（グランド整備代） 【交通】富士急湘南バス「寄(やどりき)」行きで終
点バス停「寄(やどりき)」下車 【お問合せ】松田町観光協会☎0465-85-3130、松
田町観光経済課☎0465-83-1228

小宮農園 （芋掘り・栗拾い）
【場所】松田町寄2368
【お問合せ】☎0465-89-2525

内藤園 （芋掘り）
【場所】松田町松田惣領2969
【お問合せ】☎0465-82-1423

年2回
6月・11月
土曜

アジリティ体験や、わんわん
ゲーム大会など愛犬とふ
れあえるイベント満載です。
【参加費】無料（入園料は別途
かかります）
【お問合せ】☎0465-89-3113
Nature of Yadoriki
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