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Since the Meiji Period, the Shonan area, in the 
southern part of Kanagawa prefecture, has been 
popular as a resort among political, business and 
cultural leaders working in Tokyo. There, one may 
stroll around quiet residential areas and view historic 
buildings in a lush natural environment. The area has 
developed a sophisticated culture in the fields of art, 
literature, music, cinema and sport. This Shonan 
culture is still alive and well today. 

There remain many villas, with their spacious gardens, 
dotted around the scenic Shonan area, which stretches 
along the coast of Sagami Bay. Many of them are 
architectural masterpieces and sources of pride. 

2015
Shonan Teien Festival

“Shonan Teien Festival” (Shonan Cultural Heritage Festival)
To our regret, however, some villas are on the brink of collapse. With the aim of conserving this cultural heritage 
through a public-private partnership, we have launched a new initiative: the Shonan Cultural Renaissance. We intend 
not only to conserve these historic buildings and their gardens but also to make them available as cultural spaces for local 
residents and visitors, including artists and creators. We hope this will lead to new cultural activities and a revitalization 
of the area. As part of the Shonan Cultural Renaissance initiative, we are holding the “ Shonan Teien Festival” . 
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湘南邸園文化祭10周年フォーラム［藤］

親子で楽しむ！三崎建築・昭和の魅力発見ウォークラリー［三］
粋 な 温 泉 文 化 めぐり［ 湯 ］

清閑亭十三夜観月会「甘建民・二胡の調べとお月見膳の夕宴［小］

八幡山の洋館秋のばらフェスタ歌曲集「白鳥の歌」全曲コンサート［平］

近代和風海浜別荘のお座敷で落語［逗］

大磯城山公園うつわの日（11/1まで）［大］

八幡山の洋館秋のばらフェスタ［平］
旧安田善次郎邸十三夜観月会［大］

政財界人の邸園巡りと「小田原花街」グルメツアー［小］

第16回鎌倉に咲く万葉野の花水彩画展（11/10まで）［鎌］
旧 足 立 邸 で ひと時 を［ 葉 ］

おとなの遠足第20回「鵠沼の別荘文化を訪ねて」［藤］

東海道中箱根越え「三大土産」と老舗ちょいグルメ付きツアー［小］

横須賀の茅葺民家万代会館を伝える［横］
藤沢今昔・まちなかアートめぐり2015（4日まで）［藤］

藤沢今昔・まちなかアートめぐり2015（12日まで）［藤］

藤沢今昔・まちなかアートめぐり2015（18日まで）［藤］
第10回ひらつか音楽のおくりもの（18日まで）［平］

藤沢今昔・まちなかアートめぐり2015（25日まで）［藤］

うつわと花～自作の器に草花を　Part2～（26日まで）［鎌］
鎌倉の別荘治時代を歩くー由比ガ浜・材木座地区の別荘地時代［鎌］

小田原文学館没後30年特別展「川崎長太郎の歩いた路」［小］

北原白秋生誕130年　歌う童謡・散歩道＆ミニコンサート［小］

墨跡風入れ展と展示解説お抹茶お菓子を楽しむ（3日まで）［藤］

松 永 記 念 館 茶 会［ 小 ］

しおさい公園琴のしらべ［葉］
国登録有形文化財で鑑賞する小津安二郎監督作品『秋日和』［茅］

旧東伏見宮別邸サロンコンサート［葉］

第13回旧モーガン邸募金コンサート林洋子「宮沢健二ひとり語り」［藤］

旧モーガン邸で琴演奏と野点［藤］

国登録有形文化財ー旧後藤医院で聴くピアノ演奏会［藤］
中川一政美術館差の湯の会～差を見るお茶会～［真］

文化財住宅で聴く「平家物語」［逗］
「雨の念佛荘」サロンコンサート～宮城道雄名曲のしらべ～［葉］

小田原「坂の上の雲ツアー」と秋山真之・海軍カレーを味わう会［小］

グリーンハウス物語・第18話　講演会＆秋のコンサート［藤］

隠れた紅葉のスポット・三大邸園を巡る観楓会①［小］

湘南邸園スケッチ会「②晩秋の老欅荘」［小］

隠れた紅葉のスポット・三大邸園を巡る観楓会②［小］

おとなの遠足第21回「辻堂古道の旧跡を巡る」［藤］

山口蓬春記念館呈茶会（29日まで）［葉］
葉 山 の 洋 館 を 訪 ねる［ 葉 ］

もみじのライトアップ（29日まで）［大］

※イベント名の最後の［　］は会場地です
　凡例
　　［三］：三浦市
　　［横］：横須賀市
　　［葉］：葉山町
　　［逗］：逗子市
　　［鎌］：鎌倉市
　　［藤］：藤沢市
　　［茅］：茅ヶ崎市
　　［平］：平塚市
　　［大］：大磯町
　　［二］：二宮町
　　［小］：小田原市
　　［真］：真鶴町
　　［湯］：湯河原町
　　［箱］：箱根町

二宮の魅力発見！未来に伝えたい写真展（12/15まで）［二］

逗子の別荘邸園を散策し、逗子が輩出した戦後の芥川賞作家たちの描写した逗子を読む［逗］

木材サミットin大磯～木材の地産地消をめざす～［大］

鎌倉別荘建築の至宝ー旧山本条太郎邸［鎌］

旧安田善次郎邸お点前を楽しむ［大］

walk　walk（ﾜｸﾜｸ）地域探検ツアー［二］

walk　walk（ﾜｸﾜｸ）地域探検ツアー［二］

旧モーガン邸で楽しむ藍染体験［藤］

山口蓬春記念館邸園ツアー［葉］
山口蓬春記念館邸園ツアー［葉］湘南邸園スケッチ会「①初秋の清閑亭」［小］

秋 の 野 点（ 4 日まで ）［ 箱 ］

吊るしかざり展と製作体験お抹茶お菓子を楽しむ（4日まで）［藤］

美しい鉱物展（13日まで）［葉］

八幡山の洋館セプテンバーコンサート［平］

小出川の彼岸花と盛岩寺を訪ねて［藤］
旧安田善次郎邸十五夜観月会［大］
漢詩好き集まれ！十五夜観月会［小］

新井恵美子「松永安左ヱ門」講演会［小］

藤沢宿蔵まえ建物探検会［藤］

特別展「生誕140年松永安左ヱ門」［小］（27日まで）

秋の茶席（ 1 1 / 3まで）［箱］
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