
三溪記念館では、原三溪や三溪園に関する資料・美術品などを収蔵・
管理し、約1ヵ月半ごとに展示替えを行いながら紹介しています。
また、記念館内には、本格的なお点前でお抹茶をいただける抹茶処や、
和風の小物やお菓子などのおみやげ売り場もあります。
庭園鑑賞と合わせてぜひお立ち寄りください。

三溪記念館 第２展示室 障壁画の展示予定

三溪園は、庭園・建造物・美術品の文化財と豊かな自然が、震災・戦災・
都市開発の中で守り伝えられてきた、きわめて貴重な存在です。
将来も同様に誰もが親しめる場所であり続けるため、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

三溪園をもっと知ろう！楽しもう！
ボランティアのサポート＆サービス
■ インフォメーション　10：00～12：00・13：00～15：30
インフォメーション（内苑入口）や植物案内板（正門）で、見どころや旬の�
植物などを紹介。

■ ガイド（無料）
＊�フリーガイド…�10：00～12：00・13：00～15：30に随時、受け付けて

います。
＊�定時ガイド　日本語…�11：00～・14：00～の2回、内苑を約60分で巡

ります。定員約30名。
英　語…�14：00～の１回のみ、園内の見どころを約60分

で巡ります。定員約20名。
＊�団体ガイド� �
予約受付…�10名以上から10：00～12：00・13：00～15：30の範囲

で受付。2週間前までに所定のフォームでお申し込みくだ
さい。

■ イベント
＊�自然観察会…�毎月10日10：30～。約60分で時季の植物などを観察。

定員約30名。
＊�一
いちじつあん
日庵茶会…�年に数回、庭園や古建築を会場に催す初心者向けの1日

限定の茶会です。
※�天候の状況やボランティアの活動状況などにより、実施できない場合があります。� �
くわしくは、お問合せください。
※三溪園への入場にあたっては、入園料が必要となります。

公益財団法人 三溪園保勝会

〈お問合せ〉

� 9:00～17:00（入場は16:30まで）
� 12月29・30・31日
� 大人（高校生以上）�￥700　こども（小・中学生）�￥200
� 団体（10名以上）�大人�￥600　こども�￥100
� ※他の割引料金等について、くわしくはお問合せください。

《電車・バスをご利用の場合》
○�JR京浜東北・根岸線根岸駅から市バス58・99・101系統で約10分、「本牧」�
下車、徒歩約10分

○�横浜駅東口から市バス8・148系統で約35分、「三溪園入口」下車、徒歩約5分
○�桜木町駅から市バス8・148系統で約25分、「三溪園入口」下車、徒歩約5分
○�みなとみらい線元町中華街駅4番出口近くの「山下町」から8・148系統で約15分、
「三溪園入口」下車、徒歩約5分
〇�ぶらり三溪園バス（土・日曜日・祝日のみ運行）で、「三溪園」下車（駐車場内）、すぐ
《車でお越しの場合》
○首都高速・湾岸線（ベイブリッジ経由）本牧ふ頭出口から約5分
○首都高速・狩場線（石川町ＪＣＴ経由）、新山下出口から約10分
○首都高速・湾岸線三溪園出口（横須賀方面からのみ利用可）から約5分
※�土・日曜日や祝日、花の見頃や催し物開催日などは駐車場が大変込み合います�
ので、公共交通機関のご利用をおすすめします。

休 園 日
入 園 料

開園時間

アクセス

三溪記念館のご案内
Sankei Memorial Museum

3室からなる展示室の第2
展示室では、園内にある重
要文化財建造物　臨春閣・
月華殿の障壁画を、順番
に展示しています。

※�臨春閣・月華殿内にある
障壁画は複製です。
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※日程・展示内容は都合により変更となることがあります。くわしくはお問合せください。
※障壁画を含む所蔵品展示は、入園料のみで鑑賞できます。

 

2020年三溪園

花と行事

SANKEIEN GARDEN 

SANKEIEN GARDEN 
2020 Flowers & Events
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JAPANESE NAME
English name
(Scientific name)

カンツバキ KANTSUBAKI
(Camellia sasanqua)

スイセン SUISEN
(Narcissus tazetta)

ヤマツバキ YAMATSUBAKI
(Camellia japonica)

ウメ UME
Plum blossom

コブシ KOBUSHI
(Magnoria kobus)

サクラ SAKURA
Cherry blossom

ユキヤナギ YUKIYANAGI
(Spiarea thunbergii)

シャガ SHAGA
(Iris japonica)

フジ FUJI
Wisteria

ヤマブキ YAMABUKI
(Kerria japonica)

ツツジ TSUTSUJI
Azalea

ウノハナ UNOHANA
(Deutzia crenata)

サツキ SATSUKI
Azalea

スイレン SUIREN
Water lily

ハナショウブ HANASHOBU
Iris

アジサイ AJISAI
Hydrangea

サルスベリ SARUSUBERI
(Lagerstroemia indica)

ムクゲ MUKUGE
(Hibiscus syriacus)

ハス HASU
Lotus

フヨウ FUYO
(Hibiscus mutabilis)

サザンカ SAZANKA
(Camellia sasanqua)

カンツバキ KANTSUBAKI
(Camellia sasanqua)

スイセン SUISEN
(Narcissus tazetta)

ハギ HAGI
(Lespedeza thunbergii)

ヒガンバナ HIGANBANA
(Lycoris radiata)

コウヨウ KOYO
Autumn tint(maple & ginkgo)

ノギク NOGIKU
Wild chrysanthemum

Floral
Calendar

花ごよみ

※天候により、開花状況や花期が変わることがあります。
　くわしくは三溪園へ直接お問合せください。

抹茶処  望塔亭
Matcha ”BOTOTEI”

10：00～16：00

立礼（りゅうれい…テーブ
ルと椅子のスタイル）によ

おみやげ  ミュージアムショップ
Sourvenir Shop
9：30～16：15

三溪園オリジナル
グッズを多数あつ
かっています。

る本格的なお点前で、お抹茶が気軽にお楽しみいただけます。
１服�500円（餡入り落雁の菓子付き）



2020
三溪園イベントスケジュール

さつき盆栽展
5月24日（日）～6月6日（土）
Azalea Bonsai Exhibition   May.24 – Jun.6
樹齢数十年のさつき盆栽など 約100点を展示。
銘木や銘花、小品盆栽を組み合わせた作品など、
色彩と表現力に富んださつき盆栽の世界が楽しめ
ます。期間中は盆栽の手入れに関する相談も随時
受け付けます。
共催：横浜三溪園皐月会

花しょうぶ展
6月8日（月）～6月14日（日）���午前10時～午後4時
Japanese Iris Exhibition    
Jun.8 – Jun.14   10:00a.m. – 4:00p.m.
丹精込めて育てられた鉢植えの花菖蒲を展示しま
す。江戸時代から日本各地で盛んに品種改良され
てきた花を、毎日入れ替え展示します。花容の移
り変わりをお楽しみください。
共催：日本花菖蒲協会

早朝観蓮会
7月18日（土）～8月2日（日）の�
土・日曜日、祝日���午前6時～
Early Morning Lotus Viewing  
On Saturdays, Sundays and Holidays Only, during    
Jul.18 – Aug.2   6:00a.m. –
原三溪は、泥の中から清らかな花を咲かせる蓮を、とりわけ
愛好しました。夏の暑い時期、早朝のすがすがしい空気の中
で、咲いたばかりの蓮が観賞できます。蓮の葉シャワーや蓮
茎の糸取り体験など、こどもから大人まで楽しめます。

朝顔展
7月27日（月）～7月31日（金）
Morning Glory Exhibition   Jul.27 – Jul.31
朝顔は、江戸時代、園芸ブームにのり、武士から
庶民にいたるまで、広くもてはやされ親しまれて
きました。直径が20センチを超える大輪朝顔や、
葉や花びらが変異した珍しい変化朝顔など、約40
点を日替わりで展示します。
共催：横浜朝顔会

三溪園で楽しむ夏休み 
―横浜市指定有形文化財 鶴翔閣公開
8月8日(土)～8月16日(日)
Historic Building -Kakushokaku Open  
to the Public   Aug.8 – Aug.16
明治35（1902）年に原三溪が自らの住まいとして
建てた鶴翔閣には、三溪の支援を受けた画家たち
が集い、また制作を行った部屋がのこされていま
す。建物の公開とあわせて三溪園や日本文化を学
び楽しむイベントも開催します。

観月会
9月30日（水）～10月4日（日）����
～午後8時30分
Harvest Moon Night Viewing    
Sep.30 – Oct.4   – 8:30p.m.
三重塔をはじめ、庭園や建造物の数々をライト
アップ。また日替わりで催す音楽や舞踊も楽し
めます。和の情緒たっぷりのお月見をどうぞ。
中秋の名月 10月1日（木）・満月 10月2日（金）

フォトコンテスト入賞作品展
10月3日（土）～12月16日（水）����
三溪記念館
Exhibition of Photograph Works on  
the Theme of Sankeien Selected by Contest    
Oct.3 – Dec.16 at Sankei Memorial Museum
応募作品から選ばれた46点を展示。四季それ
ぞれに表情を変える、三溪園の魅力が作品を通
して味わえます。作品は随時募集中です。

（応募締切：2020年9月4日必着）

菊花展
10月26日（月）～11月23日（月・祝）
Chrysanthemum Exhibition   Oct.26 – Nov.23
日本の秋を代表する花、菊花約500点を展示。
大菊や懸崖・小菊盆栽などレパートリー豊かな
菊花の世界が楽しめます。特に江戸時代から各
地で改良、伝えられてきた古典菊は、珍しく必
見です。

紅葉の古建築公開 
―聴秋閣・春草廬［重要文化財２棟］
11月21日（土）～�12月6日（日）
Historic Buildings Surrounded by Autumn 
Foliage Open to the Public, Choshukaku, 
Shunsoro   Nov.21 – Dec.6
鮮やかなカエデの紅葉に彩られる楼閣建築・聴
秋閣、イチョウの落ち葉が黄色の絨毯の様に辺
りに敷き詰められる茶室・春草廬。対照的な色
彩の風情をお楽しみください。あわせて聴秋閣
奥の渓谷遊歩道も開放、三重塔を遠望する絶
景も楽しめます。

Sankeien Garden Exhibitions & Events 2020

三溪園で過ごすお正月 
―横浜市指定有形文化財 鶴翔閣公開
1月1日（水・祝）～1月3日（金）
Japanese Traditional Events in Kakushokaku 
at New Year   Jan.1 – Jan.3
三溪園の創設者・原三溪の旧宅・鶴翔閣は明治
35（1902）年に建てられた延床面積950㎡を誇
る壮大な木造建築で、かつて横山大観や和辻哲
郎など多くの文化人が出入りしたことでも知ら
れています。期間中は、日替わりの催しも楽し
めます。
１月１日（水･祝）　筝曲演奏（アトリエ筝こだま）
１月２日（木）　　 庖丁式（横浜萬屋心友会・興禅寺雅楽会）
１月３日（金）　　 和妻（北海翼）
公開時間：9：00～16：00

盆栽展
1月12日（日）～1月26日（日）
Bonsai Exhibition   Jan.12 – Jan.26
松柏類、花梨、椿、雑木を中心とした盆栽約50
鉢を展示。鉢の上の小さな自然が楽しめます。
期間中は盆栽の手入れに関する相談も随時受け
付けます。
共催：横浜三溪園皐月会

初天神
1月25日（土）
Hatsutenjin Sankeien-Tenmangu Shrine 
Ceremony   Jan.25
三溪園天満宮は、三溪園にほど近い間門の旧
家・高梨家が江戸時代に同地の丘の中腹に祀っ
た間門天神がその前身です。
この日の参拝者には合格祈願鉛筆を進呈します。

（数量限定）

観梅会
2月8日（土）～3月1日（日）
Plum Blossom Viewing   Feb.8 – Mar.1
三溪園は古くから梅の名所としても有名です。特に竜が
地を這うような枝ぶりの「臥竜梅（がりょうばい）」や中国･
上海市から贈られた、花弁を支える萼の部分が緑色の「緑
萼梅（りょくがくばい）」など、珍しい種類を含む約500本
が園内を彩ります。

関連の催し
・期間中毎日　初音茶屋での麦湯無料接待
・２月９日（日）～１６日（日）　梅などの盆栽展
・２月２３日（日）　俳句大会（参加費　1,000円　※共催：横浜俳話会）
・２月８日～２９日の土・日曜日・祝日　猿まわし（太郎次郎一門）
・３月１日（日）　お囃子（横濱本牧囃子連）

俳句展
3月13日（金）～5月20日（水）�
三溪記念館
Haiku Exhibition    
Mar.13 – May.20 at Sankei Memorial Museum
1年を通して園内の投句箱に寄せられた句や観
梅会俳句大会での優秀作品を展示。著名俳人が
三溪園で作った句もあわせて紹介します。
協力：横浜俳話会

観桜の夕べ
3月27日（金）～4月5日（日）����
※開花状況によって変更する場合があります。�
～午後8時30分
Cherry Blossom Night Viewing    
Mar.27 – Apr.5   – 8:30p.m.
ライトアップにより浮かび上がる三重塔などの建造
物や桜の景観は、昼とはまた違う表情となります。
風情ある夜桜が楽しめます。

さくらそう展
4月15日（水）～4月21日（火）
Primula Exhibition   Apr.15 – Apr.21
桜草は、花菖蒲や朝顔などと同じく江戸時代から
栽培され、愛好されてきた古典園芸植物の一つで
す。小さな鉢の中に咲く紅色や純白色の可憐な花
約150点を展示します。
共催：横浜さくらそう会

新緑の古建築公開 
―春草廬・聴秋閣［重要文化財２棟］
4月25日（土）～5月10日（日）
Historic Buildings Surrounded by Fresh Spring 
Foliage Open to the Public,Shunsoro, 
Choshukaku   Apr.25 – May.10
春草廬は織田信長の弟・有楽の作といわれる三畳
台目の茶室。聴秋閣は二条城内にあったとされ、
将軍家光が春日局に下賜したとされる楼閣建築。
周囲を樹々で囲まれたこの2棟は、新緑の季節には
一際美しく、瀟洒な佇まいをみせます。あわせて、
聴秋閣の奥に広がる新緑の遊歩道も開放します。

蛍の夕べ
5月29日（金）～6月7日（日）����
※蛍の発生状況によって変更する場合があります。�
～午後8時30分
Firefly Evenings   May.29 – Jun.7   – 8:30p.m.
開園時間を延長して開催。三重塔などがライトアップ
された庭園の奥には、園内で羽化したホタルが闇
の中でほのかに光り、幻想的な風景が広がります。

臨春閣　保存修理工事のお知らせ
工事期間：2019年1月～２０２０年秋（予定）
重要文化財臨春閣は、屋根の葺き
替え工事、および耐震補強工事を
行っております。
期間中は、仮屋根・足場等により、
建物の観覧範囲が狭くなりますが、
大切な建物を守り後世に伝え続ける
ための重要な工事です。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

開催日時・内容などについては、都合により変更となる
場合があります。くわしくは三溪園へお問合せください。

季節の花・
風物を楽しむ建物公開 展示（美術・写真作品・

伝統園芸など）

体験・講座・
講演など

音楽・
芸能鑑賞

夜景・
ライトアップ


