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もっと深く！ 湘南地域のスポット紹介
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県では、新型コロナウイルスの感染防止対策をしながら、安心し
て旅行を楽しんでいただけるよう、国内観光客向けウェブサイト
「観光かながわNOW」において、「混雑状況の見える化」を行っ
ています。

※このリーフレットの情報は、2023年1月時点のものです。

検索観光情報ひろば湘南

大磯・平塚・茅ヶ崎 へのアクセス

安心な県内旅行のために

問合せ先・発行日等

本リーフレット掲載内容は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組等により、変更となる場合があります。
詳しくは、各問合せ先にご確認ください。
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…………………………………
■本リーフレットに関する問合せ先
　神奈川県湘南地域県政総合センター  企画調整部  商工観光課
　神奈川県平塚市西八幡1-3-1　  0463-22-2711（代）
■発行日  2023年3月

観光かながわNOW 駅周辺や国道134号沿いなど、各所に設置され
た「HELLO  CYCLING」のステーションで、
電動アシスト自転車を借りることができます。
どのステーションでも返却が可能なので、自由
なサイクリングを楽しもう！
※ ご利用にあたっては、スマートフォンアプリで事前の

会員登録が必要になります。詳細はホームページ、
または二次元コードからアプリをダウンロードいた
だき、ご覧ください。

　HELLO CYCLING ホームページ https://www.hellocycling.jp/

130円（30分）、30分経過後100円（15分）、1800円（12時間）
　※エリアや車種によって異なります。

自転車は交通ルール・マナー、貸出事業者の定める規則を
守って安全に利用しましょう。

JR茅ケ崎・平塚・大磯の各駅周辺でレンタサイクルも
行っており、駅前観光案内所等で申込みができます。
利用したあとは借りた駅に返却。駅スタート・ゴール
で、各地域の魅力をめぐる自転車旅を満喫！

茅ケ崎駅：茅ヶ崎市観光案内所 0467-82-3986 1日1回500円
平 塚 駅：駅西口第３駐輪場　 0463-24-0020 1日1回200円
大 磯 駅：大磯駅前観光案内所 0463-61-3300 1日1回500円
ご利用にあたっての詳細は、各案内所等にお問合せください。

湘南地域の平塚、茅ヶ崎、大磯を実際に訪問し
て、様々な歴史的建造物や文化施設、緑豊かな
公園、個性的なカフェを周り、海岸沿いの景色
を眺めながら観光コースを作成しました。自転
車以外にも、徒歩で行けるスポットも多いため、
のんびり散歩しながら文化的なまちを楽しむこ
とができると思います。湘南海岸で海を眺める
と、穏やかな波に包まれる江の島、振り向くと
富士山。ここは湘南の文化を支えてきた古跡、
閑静な住宅街、活気に満ちた飲食店、海を背景
に多彩な表情を見せる場所だと感じました。ゼミ生たちの感性を共有しながら、地域
の特色を分析することはとても楽しく、よい経験になりました。 （呉明穎、若槻亮佑）

東海大学
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自然溢れる大磯城山
公園内にある茶室。
国宝「如庵」を模した
もので、建てたとされ
る織田有楽斎ならで
はのこだわりが再現

されている。呈
てい

茶
ちゃ

席では、自然に囲まれた空間で、季節
のうつろいを感じながら、抹茶と和菓子を楽しむことができる。
茶室 城山庵 9:00～16:00（呈茶席L.O. 15:30） 年末年始、閑散期の月曜

旧吉田茂邸
第二次世界大戦直後に内閣総理大臣を
務めた吉田茂が昭和20年頃から亡くな
るまで住んだ邸宅。日本再建に向けて
国内外で尽力した吉田茂の政治人生を
垣間見ることができ、日本の戦後史を学
ぶ歴史的資料として価値が高い。園内
には兜門、日本庭園、七賢堂、バラ園な

どがあり、相模湾を
臨む小高い丘には、サンフランシスコに向かって屹

きつ

立
りつ

する
吉田茂の銅像がある。邸宅2階からは富士山が見え、吉
田茂はその景観を好んだと言われる。
旧吉田茂邸 9:00～16:30（入館は16:00まで）
　　　　　 月曜（祝日等の場合は火曜）、毎月1日、年末年始

県ホームページ「観光情報ひろば湘南」では、大学生による
各スポットの詳しいレポートや、リーフレットでは紹介しき
れなかったスポットも紹介中！ ぜひご覧ください。

自転車で旅するために…取材後記

太平洋岸自転車道を
ご存じですか?

シェアサイクルを活用しよう！

安全が楽しさにつながります！

各駅周辺でレンタサイクルも
県HPでさらに多くのスポットを
紹介しています

気になるスポットの一部をご紹介…

アプリのダウン
ロードはこちら
から

観光情報ひろば湘南
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日本を代表する政財界人・日本を代表する政財界人・
文化人が別荘をもった地、大磯。文化人が別荘をもった地、大磯。
歴史うるおう町の魅力を歴史うるおう町の魅力を
すみずみまで堪能！すみずみまで堪能！

サザンビーチが有名な茅ヶ崎。サザンビーチが有名な茅ヶ崎。賑わいある海岸のほかにも、賑わいある海岸のほかにも、
静かな自然や文化を静かな自然や文化を
体感できる施設も！体感できる施設も！

茅ヶ崎市茅ヶ崎市
Charmy SpotCharmy Spot !!!!

大磯町大磯町
Charmy SpotCharmy Spot !!!!

美味しいグルメや楽しみ方美味しいグルメや楽しみ方
満載な公園がある平塚。満載な公園がある平塚。
地元住民に親しまれる地元住民に親しまれる
スポットが多数！スポットが多数！

平塚市平塚市
Charmy SpotCharmy Spot !!!!

湘南サイクリング
S h o n a n  c y c l i n g

特集版 湘南サイクリング
S h o n a n  c y c l i n g
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観光地として人気の湘南地域。でもまだまだ知らない見どころもあるのではないで
しょうか？そこで、東海大学の学生がサイクリングをテーマに、平塚・茅ヶ崎・大磯の
３地域を調査！おすすめのコースやスポットを紹介します。自由なサイクリング旅で
湘南の魅力を味わいつくしましょう！

バイシクルセオ  ベルマーレサイクルステーション茅ヶ崎柳島スポーツ公園店
0467-40-3166 10:00～19:00 水曜、年末年始

太平洋岸自転車道は、千
葉県銚子市から神奈川
県、静岡県、愛知県、三重
県、和歌山県の各太平洋
岸を走り、和歌山市に至
る延長1,487kmの自転車
道です。沿線には、世界遺
産である富士山をはじめ、
日本を代表する観光地・

景勝地が多数存在し、神奈川県内でも、鎌
倉、江の島、茅ヶ崎、小田原といった人気観
光地を通ります。県内では、茅ヶ崎市の柳島
スポーツ公園を「ゲートウェイ」として位置
付けており、レンタサイクルの利用や、ルー
トの見どころなど必要な情報が手に入るほ
か、スポーツバイクや関連商品の販売、各種
修理等を行っています。



大学生おすすめ大学生おすすめ!! 大磯・平塚・茅ヶ崎“サイクリングコース&スポット” 大磯・平塚・茅ヶ崎“サイクリングコース&スポット”
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サイクリングロード
（湘南海岸）

太平洋岸自転車道太平洋岸自転車道
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よくばり３地域 Model Courseよくばり３地域 Model Course

全長 約20.8km/145分（移動のみ）

色んな地域をめぐりたい人には横断コースも。
シェアサイクルなら借りた場所と別のステーションでも返却可能。

太平洋岸自転車道（裏面参照）も活用して長距離サイクリングを楽しもう！

スタート

ゴール

　　茅ケ崎駅

高砂緑地

茅ヶ崎市美術館
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平塚八幡宮
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大磯城山公園

　　大磯駅
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高砂緑地

茅ヶ崎市美術館

ONE DREAM CAFE

平塚八幡宮

OISO CONNECT

大磯城山公園

　　大磯駅

OISO  CONNECT 大磯町大磯1398-6
0463-20-8237

1Fショップエリア 9:00～17:00 水曜
(祝日・GWなどを除く）※２Fレストランはお
問い合わせください 0463-73-5560

新杵 大磯町大磯1107
　　 0463-61-0461
　　 8:30～16:00
　　 火・水曜

情緒あふれる歴史のまち！ 大磯探訪

地元民に愛されるスポット満載！地元民に愛されるスポット満載！
平塚めぐり平塚めぐり

湘南の海と文化を体感！茅ヶ崎の旅湘南の海と文化を体感！茅ヶ崎の旅

和のテイスト漂うパン屋さん。
奥さんの実家が営む和菓子屋
のあんこを使ったあんパンや、
パンのほかに和菓子も並ぶ。
イチオシ商品は玉露と抹茶
ペーストを混ぜ込んだパン「茶々」で、春は桜、ずんだと
柚子、秋は栗、正月は黒豆など期間限定の味も。

動物園やアスレチック、大きな
原っぱなどがあり、子ども連れ
の家族におすすめ。売店で軽
食や動物のエサを購入できる。日本庭園や彩り
豊かなバラ園（5〜6月、10〜11月が見頃）など、
大人がリラックスできる場所も多い。

平塚市総合公園平塚市総合公園

災害に苦しむ人々を
救うため、仁徳天皇
の時代に創建。初宮、
安産祈願、厄除、家内
安全、商売繁昌、交通
安全、芸能上達など

のご利益が得られる。境内にいる県内唯一の
神馬である「皐月」と触れ合うこともできる。

アメリカンな雰囲気がお洒落な
お店。おすすめは昔ながらのナ
ポリタンで、店主こだわりのもち
もちの太麺がポイント。唐揚げ
定食やガパオライスなどもあり
メニュー豊富。テイクアウトも
あり。

神
しんめ

馬の皐
さつき

月

閑静な住宅街にある緑
豊かな一角、高砂緑地。

名前の由来は、昔この付近に砂山があり、「高砂」と

呼ばれていたことと、この地は小字が「上
かみたかすなした

高砂下」
であることによる。緑地内にある廻遊式の日本庭
園には前庭付き茶室・書院「松

しょうらいあん
籟庵」がある。

高高
たかたか

砂砂
すなすな

緑地緑地

創業95年の老舗駄菓子屋。10円ガムやふ菓子、
ソースせんべいなど昔ながらの駄菓子はもちろん、
今人気のスクイーズなどのおもちゃまで品揃え豊
富。休日は地元の家族連れで賑わう。大人も童心に
帰り、子どもと同じように楽しむことができる空間。

駄菓子屋まめぶん駄菓子屋まめぶん

数々の著名人も味わった美味しい
日本茶に出会えるお店。店主の小
林さんはサザンオールスターズの
桑田佳祐氏と交流があり、名物の

「茶
さざん

山」はライブの際に開発されたお茶。
隣接する「だんごのこばやし」で食べられ
る和菓子やお団子も絶品。

茶商小林園茶商小林園

8:00オープンのカフェ。モーニングに
力を入れており、5種類のプレートから選択で
きる。11:00〜16:30の間は、テラス席でバー
ベキューを楽しむこともできる。ビーチボー
ルなどの貸し出しも行っており、食事と一緒に
レジャーも満喫できる。

サザンビーチカフェサザンビーチカフェ

多様性を受け入れ尊重す
るまちを目指し、思いやり
の心でつながれる完全な円
ではないところがポイント
のモニュメント。「Chigasaki」の頭文字「C」の形と
なっており、まちのシンボル的存在。縁に2人で立つ
と円が結ばれ完結する「縁結びの輪」としても人気。

茅ヶ崎サザンC茅ヶ崎サザンC

高砂緑地を抜けた
先にある茅ヶ崎市
美術館。周辺は自
然豊かで、建物の
造形美も魅力的。
郷土ゆかりの芸術
家の作品展示のほ
か、市民の作品発
表の場にもなって
いる地域に根付い
た文化空間。

湘南地域のサイクリングでイチオ
シの場所。茅ヶ崎市柳島から藤沢
市鵠沼海浜公園までの約7.73km
の道路で、海水浴ついでにもピッタ
リ。途中に見えるエボシ岩には、戦
後に米軍が射撃訓練を行う際の練
習目標とされていた歴史がある。

サイクリングロードサイクリングロード
（湘南海岸）（湘南海岸）

「海水浴発祥の地」と言わ
れる大磯海水浴場は、軍医
総監の松本順が健康増進
を目的として海水浴の効能
を説いたことから、明治18
年に開かれた。かつては潮
湯治の場であったが、今日
はレジャーを目的とした湘
南の有名観光地の一つに
なっている。

大磯漁港の隣にある賑わい交流施設。
1階では軽食や地場の野菜や魚、お土
産を販売。2階はレストランで、海を眺
めながら食事を楽しめる。芝生やベン
チもあり、屋外での食事も可能。人気
商品のフィッシュバーガーは日によっ
て具材が変わり、たまに高級魚も！

O
オオイソ

ISO C
コネクト

ONNECT

明治24年から続く老舗和菓子屋。
店内は明治の名残を残しながら

彩り豊かな銘菓で溢れる。名物は西行饅頭と虎
子饅頭。西行饅頭は島崎藤村の好物で、虎子饅
頭は吉田茂が愛したことで知られる。ここ

数年で増えたサ
イクリング客用
に駐輪場も用意
されている。

新
しん

杵
きね

パンの蔵 中郡大磯町大磯995-13 0463-61-4441
10:00～17:00 火・水曜

平塚市総合公園（管理事務所） 平塚市大原1-1
0463-35-2233 8:30～17:00
月曜（祝日の場合は最も近い平日）

平塚八幡宮
平塚市浅間町1-6
0463-23-3315
8:30～16:00（社務所）

高砂緑地
茅ヶ崎市東海岸北１ 0467-82-1111

ONE DREAM CAFE
平塚市宮松町1-11
12:00～14:00
土・日曜、祝日

駄菓子屋まめぶん 平塚市幸町26-3 平日13:30～18:00、土日祝10:00～18:00 月・火曜

茶商小林園
茅ヶ崎市共恵2-1-40
0467-82-2716
9:30～18:30 木曜

サザンビーチカフェ
茅ヶ崎市中海岸4-12986 茅ヶ崎迎賓館1F
0467-82-4445 8:00～20:00（L.O.19:00） 無休

茅ヶ崎サザンC 茅ヶ崎市中海岸3 サイクリングロード沿

茅ヶ崎市美術館
茅ヶ崎市東海岸北1-4-45
0467-88-1177
10：00～17：00

　（入館は16:30まで）
 月曜（祝日の場合は翌平
日）、年末年始
展覧会によって異なる

茶 （々桜）

茶室 城
じょう

山
ざん

庵
あん

（大磯城山公園内）

旧吉田茂邸
（大磯城山公園内）

平塚の歴史や自然に
関する資料や展示物
が所蔵されている。
江戸時代に東海道の
整備とともにつくら
れた平塚宿のジオラ
マや、平塚の自然環
境や生態系を説明するパネルや模型などが展
示されており、平塚空襲に関する展示もある。
平塚市博物館 平塚市浅間町12-41 0463-33-
5111 9:00～17:00（入館は16:30まで） 月曜

（祝日の場合は火曜）ほか館内整理日、年末年始な
ど 無料

「サザン通り商店街」の中にある神社。
前身は商店街事務所で、サザンオールス
ターズの30周年記念の際に改装。ファン
にとっての聖地。斜め向かいの「小林園」
で店主手書きの御朱印が手に入る。

サザン神社サザン神社

サザン神社 茅ヶ崎市共恵1-11-13
　　　　　 9:30～17:00頃 木曜

スタート&ゴール

平塚駅

スタート&ゴール

大磯駅

スタート&ゴール

茅ケ崎駅

平塚八幡宮平塚八幡宮

平塚市博物館平塚市博物館

茅ヶ崎市茅ヶ崎市
美術館美術館

大磯海水浴場大磯海水浴場

Model Course 大磯Model Course 大磯

西行饅頭（左）
虎子饅頭（右） 裏面

「もっと深く!湘南地
域のスポット紹介」
をご覧ください。

全長 全長 約約7.37.3kmkm//3535分分 （移動のみ） （移動のみ）

Model Course 平塚Model Course 平塚
全長 全長 約約7.37.3kmkm//4040分分 （移動のみ） （移動のみ）

Model Course 茅ヶ崎Model Course 茅ヶ崎 全長 全長 約約 4.24.2kmkm//2525分分 （移動のみ） （移動のみ）

ONE DREAM CAFEONE DREAM CAFE

観光情報ひろば湘南

パンの蔵パンの蔵

リーフレットで紹介しきれなリーフレットで紹介しきれな
かったスポットは、県ホームかったスポットは、県ホーム
ページで紹介しています!ページで紹介しています!

◀︎◀︎

大磯城山公園 大磯町国府本郷551-1
0463-61-0355 年末年始

旧三井別邸地区、旧吉田茂邸地区の
2地区に分けられる公園。園内には
大磯町郷土資料館、茶室、北蔵ギャラ
リーなどがあり、歴史的価値を象徴
する建物と自然を観賞できる。天気
の良い日には展望台から富士山と相
模湾を見渡せる。

大磯城
じょう

山
やま

公園


