
箱根の表玄関･湯本の夏へいらっしゃいませ。
 音と彩りの体感イベントがお待ちしております。

※箱根湯本観光協会加盟店一覧は『箱根湯本温泉郷のご案
内』をご覧下さい。

箱根湯本温泉
～２０１6 夏のイベント～

応募券に必要事項をご記入の上、各対象宿泊
施設、箱根湯本観光協会各加盟店、箱根観光
物産館、箱根湯本駅に設置してある応募箱へ
入れてください。
箱根湯本観光協会各加盟店で配布する応募券
は、郵送によるご応募も可能です。

期間中、対象宿泊施設にご宿泊の方1名1泊に
つき応募券1枚、箱根湯本観光協会加盟店（湯
本･塔ノ沢･畑宿）にて5,000円以上のお買い物
･お食事をされた方に応募券を１枚進呈します。

対 象 宿 泊 施 設
( 箱根湯本温泉旅館組合加盟旅館 )

宿泊補助券… 100,000円分… １本
 50,000円分… ４本
40,000円分… ８本
30,000円分… １０本
20,000円分… ２０本
10,000円分… １８本

2016 年 9 月上旬

8月1日（月）～8月31日（水）

箱根湯本観光協会ホームページにて発表
http://www.hakoneyumoto.com/

あうら橘／一の湯本館／伊東園ホテル箱根湯本／近江
屋旅館／ホテルおかだ／ホテルおくゆもと／鶴井の宿 
紫雲荘／ホテル河鹿荘／かっぱ天国／環翠楼／喜仙荘
／キャトルセゾン／玉庭／金乃竹塔ノ澤／山紫園／静
観荘／ホテル仙景／月の宿 紗ら／天成園／ホテル南
風荘／箱根金湯苑／箱根路 開雲／箱根水明荘／箱根
の湯 花紋／箱根パークス吉野／箱根湯本ホテル／ホ
テル はつはな／萬翠楼 福住／福住楼／豊栄荘／マイ
ユクール祥月／萬寿福／ままね湯 ますとみ旅館／万
石の湯 よきや／見晴荘／元湯 環翠楼／彌榮館／弥次
喜多の湯／山家荘／大和館／山の茶屋／湯さか荘／遊
心亭／湯本富士屋ホテル／養生館 はるのひかり／吉
池旅館　　（五十音順）

賞　品

応募方法

抽　選

発　表

灯街道･箱根湯本

総
額150万円が　　　　　　　　　（宿泊補助券）

当たる！
アイコンの説明 開催時間時

問合せ先電話番号･予約先問 要予約予
開催場所所 利用料金￥

大抽選会

8/5金
湯葉丼直吉レストランライブ
青谷明日香LIVE

キーボードかついで街から街へ
旅する吟遊詩人、青谷明日香。
笑いあり涙あり、じわじわと感情
をゆさぶるステージです。
6月11日（土）11:00より湯葉丼 直
吉店舗と特設ウェブストアから
チケット販売開始　
https://naokichi-live2016.stores.jp

19:00 ～ 20:15（開場 18:00）
湯葉丼 直吉レストラン 2,500円（1ドリンク付）￥

時

所

0460-85-5148（湯葉丼 直吉／火曜休み）問

要予約予

8/6土･13土･27土
箱根駕籠かきと馬子唄

駕籠乗り体験や記念撮影、馬子
唄をお楽しみいただけます。
6日（土）・13日（土）箱根観光物
産館出発
27日（土） 箱根湯本見番出発
詳しくは7月上旬掲載予定の
箱根湯本観光協会ホームペー
ジをご覧ください。

19:00 ～ 20:50 箱根湯本温泉街
無料0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時 所
￥問

第13回 箱根をどり

演目
素演奏 : 長唄「連獅子」
舞 踊 : 大和楽　傘二題
　　　  「あやめ」「團十郎娘」
　　　  端唄　吹き寄せ

　　　  「干支めぐり」
　　　 惣踊り「箱根よいとこ」

10:30 ／ 12:30 ／ 14:30 ※各30分前 開場
箱根湯本見番１階ホール 3,500円
0460-85-5338（箱根湯本見番）

￥

6/4土
時

所
問

湯場・熊野神社縁日

地域の旅館や地元の人々が、
湯本温泉源泉の上に鎮座する
神社に感謝するお祭りです。 
9月9日（金）11：30～12：00に
は、温泉をお供えする例祭が
行われます。

17:00 ～ 20:00
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時
問

湯場・熊野神社所

ミニ箱根をどり
8/6土･14日･21日

箱根湯本芸妓衆による華やか
な唄と踊り披露し、お遊びも
あります。
※７月6日（水）10:00より予
約も開始します

20:30 ～ 21:10( 開場 20:00) 箱根湯本見番 1 階ホール
大人 1,000 円、中・高生 500 円、小人無料
0460-85-5338（箱根湯本見番）

時 所
￥
問

8/1月マッサージ無料体験

「温泉とはり、きゅう、マッサー
ジで健康つくり。」厚生労働
大臣免許者による施術の無
料体験。お１人様 15 分程度、
施術師数名で交替にてサー
ビス致します。

10:30 ～ 15:30
箱根観光物産館 1 階 無料
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時

所 ￥
問

箸供養･百八灯篭祭り

お箸にまつわる食べ物全般への
報恩感謝の念を込めた供養と、
皆様の家内安全、商売繁盛、無
病息災を願い、お焚き上げを行
います。

19:30 ～ 20:30 箱根観音山内 無料
0460-85-5991（箱根観音）

時 所 ￥
問

8/4木

灯と夜の夏宴
（ひとよのなつうたげ）

16:00 ～ 21:00 ちもと駐車場
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時 所

問 無料￥

8/15月

ご観光に来られた皆様と箱根
湯本に感謝を込めて、一夜の
宴を行います。
特設ステージでは、ヒーリング
効果もあるという倍音音楽の
演奏などを行い、歌や踊りで

楽しんでいただきます。　
また、箱根湯本で人気の居酒屋フライングチキンより、飲
食の出店がございます。

8/20土サマーナイトライブ
（ビリトルズバンド）

おやじバンド全国大会準優
勝のバンドが今年もやって
まいります。
夢と勇気を起していただけ
るような音楽を演奏致しま
す。ビートルズの曲を多数
演奏致します。

20:00 ～ 21:00 ホテル河鹿荘玄関前
無料 0460-85-5561（ホテル河鹿荘）

時 所

￥ 問

8/6土･7日･13土･14日
おもてなしブース

ラムネやビール等の飲み物
と焼き鳥の販売。
夕涼みしながら、箱根湯本
の夜をお楽しみください。

18:50 ～ 20:50 箱根観光物産館前駐車場
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時 所

問

琵琶演奏

琵琶演奏の名手と言われている
阿弥陀寺の水野和尚による格調
高い琵琶の音色と皇女和宮のお
話など。開催日により演目・お
話が変わります。

20：00～20：45 （20日 14：00～14：45）
箱根湯本見番 1 階ホール 無料
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

時
所 ￥
問

8/7日･13土･20土

ヒメハルゼミ早雲寺コンサート

早雲寺本堂にて琵琶とチェロのコンサートを開催い
たします。詳しくは6月上旬掲載予定の箱根湯本観
光協会ホームページをご覧ください。

早雲寺
0460-85-5133（NPO 法人早雲寺ヒメハルゼミの会）

要予約所
問

有料￥ 予

7/8金

8/6土･7日･13土･14日･20土･21日

夏の夜の記念に芸妓さんと一緒
に写真が撮れます。
詳しくは7月上旬掲載予定の箱根
湯本観光協会ホームページをご
覧ください。
※カメラはご用意ください
※雨天中止

18:50 ～ 19:05 箱根観光物産館前を出発
19:05 ～ 20:50 湯本・塔ノ沢温泉街
※20日（土） ホテル河鹿荘前を出発
※21日（日） 箱根湯本見番前を出発
0460-85-7751（箱根湯本観光協会）問

時
所

芸妓さんと人力車で記念撮影

無料￥

聴く

玉簾の瀧名水祭り

名水例大祭は瀧の上に鎮座
する縁結びの神様として親
しまれています玉簾神社の
大祭です。玉簾の瀧前で古
式ゆかしい「お水取り」が
行われ、どなた様でも参加

いただけます。大祭後は、屋台料理やイベントが開
催されます。※料理等の販売は有料です

例大祭 15:30～ 16:00 ／納涼祭 12:00～ 19:00
天成園玉簾の瀧前 入場は無料
0460-83-8511（天成園）

時
所 ￥
問

8/21日
喜仙荘ロビーコンサート

バリトン歌手のご主人・中村靖
さんが、ロビーにて、ミニコン
サートを開催いたします。
※予約不要

20:00 ～ 21:00 喜仙荘
500円（お菓子･お茶付） 0460-85-5701（喜仙荘）

時 所

￥ 問

6/7火･7/19火･8/2火

ヒメハルゼミ抜け殻観察会
＆抜け殻鑑定士講習会

①抜け殻観察会 10:00 集合
②抜け殻鑑定士講習会 13:00（予定）

早雲寺壺中軒
無料

0460-85-5133（NPO 法人早雲寺ヒメハルゼミの会）

時 所

￥
問

恒例のヒメハルゼミ抜け殻
探し観察会。鑑定士講習を
受けて「抜け殻鑑定士」認
定書をもらおう。

7/7木

観る

楽しむ

18:30 ～ 20:40 箱根甘酒茶屋 他
入場は無料 ※第二夜天山湯治郷は入館料有り
0460-83-6418（箱根甘酒茶屋）

時 所
￥
問

6/4土･7/23土･8/8月･9/24土
甘酒茶屋 箱根八夜コンサート

昔ながらのランプの灯りの
中で、甘酒茶屋店主の箱根夜
語りと箱根の山にしみいる
ハーモニカやギターの音色
で、昔ながらの箱根の夜を満
喫することが出来ます。

体験
8/23火湯本夢夏祭り

お子様の笑顔がいっぱいの夢
夏祭り。地元商店が腕を振る
う縁日や、箱根湯本の今を発
信するステージにも注目。箱
根人たちとのふれあいも楽し
みです。※荒天の場合中止

14:00 ～ 20:00 早川緑地右岸（河川敷）
入場は無料0460-85-7751（箱根湯本観光協会）

所

￥

時

問

8/12金
湯本富士屋ホテル
盆踊り大会

プロの料理人が作る屋台料
理や、昔懐かしい射的、金
魚すくいなどが楽しめます。
※どなたでも参加できます

17:00 ～ 20:00
湯本富士屋ホテル玄関前駐車場
0460-85-6111（湯本富士屋ホテル）

時
所

入場は無料￥

問

第一夜： 6/ 4（土）19:00～20:30　箱根甘酒茶屋
第二夜： 7/23（土）19:00～20:30　天山湯治郷 中庭
　　　　　　　　　　　　　       　（※入館料1,300円）
第三夜： 8/ 8（月）19:00～20:30　箱根甘酒茶屋
第四夜： 9/24（土）18:30～20:00　畑宿 畑の茶屋2階

※会場では、八夜定食の販売がございます
※天山湯治郷では、館内レストランをご利用ください
※お食事料の利益金は、石畳道の保全活動に使います

芸者’s Bar

芸者衆のお稽古場である「見番」
がなんとBarに！お酒を楽しみな
がら芸者バンド【婆娑羅】の演奏
や、踊りの披露、お座敷遊びなど
盛り沢山の内容でお楽しみいた
だきます。
演芸時間：12：30　14：00
             15：30　17：00　19：30

11:00 ～ 20:30 箱根湯本見番 1 階ホール

0460-85-5338（箱根湯本見番）

時 所

問

アルコール類：500円、ソフトドリンク：300円
（ドリンク補助抽選券付/空くじ無し）

￥

8/27土・28日

要予約予

とうかいどう寄席

湘南地区を中心に活動してい
る落語同好会4名、それぞれの
個性で笑いを誘います。
出演 「湘南ねどこ会」
　　　 喜楽家笑助
　　　 つばめ家小次郎
　　　 豊田家金平
　　　 えこ家でん助

※7月19日（火）10：00よりご予約（各回60名）を承
ます。
尚、ご予約をしていない方もお楽しみいただけます
が、ご来場者様多数の場合、お席がご用意できません
ので（立ち見）、あらかじめご了承ください。

14:00～16:00（開場13:30）時
箱根湯本見番１階ホール所 無料･予約も承ります￥

0460-85-7751（箱根湯本観光協会）問

8/18木･25木水無月より６月～ 葉月より８月～

文月より７月～

長月より9月～
9/13火

観る

観る

観る

観る

体験

体験

体験

体験

体験

聴く

聴く

聴く

聴く

聴く

聴く

聴く

聴く

楽しむ
楽しむ

楽しむ

楽しむ

楽しむ

箱根湯本観光協会

0460-85-7751
（10:00～17:00／土日祝休み）

お問合せ

※表示料金は税込みです

芸妓と歩く
箱根旅物語

箱根湯本駅から白石地蔵、湯
本見番、馬車鉄道跡地、横穴
式源泉跡、萩野豆腐店、吉池
旅館まで、箱根湯本の観光箇
所を箱根芸妓がご案内いた
します。※荒天の場合中止

15:00 ～ 17:30 箱根湯本温泉街
2,000円

0460-85-5794（箱根町観光協会　観光交流センター）

所

要予約予

時

問

8/21日･22月
￥


