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  Canon  Ownerʼ’s  VOICE「お花⾒見見スタイル」（2015年年3⽉月11⽇日公開）

会員のイチオシ！「お花⾒見見スポット」リスト

所在地 さくらスポット名 キヤノンイメージゲートウェイ会員が語る「イチオシの理理由」
北北海道 道東のエゾヤマザクラ 北北海道の道東の⼭山々にある、森林林にちょっとだけ紛れている野⽣生のエ

ゾヤマザクラは最⾼高です。⻑⾧長い冬を乗り越えた感があり、他の動植物
との融合が、箱庭的花⾒見見と違った雰囲気を醸します。⼭山桜の花の命も
短く、いとをかし、です。

北北海道旭川市 外国樹種⾒見見本林林 三浦綾綾⼦子著「氷点」で有名な場所で、昔の営林林局管轄の外国樹種⾒見見本
林林にある美瑛川の堤防沿いに⾒見見事な桜並⽊木があります。写真撮影には
もってこいの場所です。なお、そこには三浦綾綾⼦子記念念館もあって⼀一帯
が観光スポットになっています。

北北海道旭川市 神楽岡公園 旭川駅にほど近い丘陵陵公園ですが、たくさんのエゾヤマザクラの⽊木が
あり市内有数のお花⾒見見スポットになっています。またエゾリスなどの
野⽣生動物や数多くの野⿃鳥も⽣生息していて、写真の被写体には事⽋欠きま
せん。

北北海道⼩小樽市 ⼿手宮公園 ⼥女女房の実家の裏裏⼿手に⼿手宮公園の桜が咲いており、その時期になるとい
つも⾒見見ることができた。また、公園は市⺠民のさくらスポットおよび宴
会場となる。

北北海道⼩小樽市 南⼩小樽駅、苗穂公園 南⼩小樽駅はホームの上に（空のように）ソメイヨシノが。苗穂は、蝦
夷⼭山桜の濃い⾊色が好きですね！

北北海道⼩小樽市 天狗⼭山ロ−プウェイ 夜桜と⼩小樽の夜景が⼀一緒に撮れる。
北北海道札幌市 円⼭山公園 都会の中にあって緑が残り、北北海道の守護神である北北海道神宮に続い

ており、藻岩⼭山、円⼭山などのハイキングコース、動物園など、盛りだ
くさんの楽しみを展開できる。もちろん野⽣生の動物にも出会え、さま
ざまな⾓角度度からの撮影も楽しめる。

北北海道札幌市 ⻄西野緑道 ソメイヨシノよりもずっとボリュームのある花をつけるエゾヤマザク
ラのアーケード。そして珍しい⻩黄⾊色の花が咲く御⾐衣⻩黄桜。

北北海道札幌市 天神⼭山緑地 こじんまりとしながらも、数種の桜の⽊木が⾼高密度度に植えられており、
また、⼈人が多くないため静かで、桜を愛でるのにとても良良い環境。

北北海道札幌市 福住⼩小川公園 あまり⼤大きくない公園ですが、丸ごと桜という状況になります。花⾒見見
の宴会をするなら、⾳音は出せないので静かな宴会となりますが、それ
がとても良良い。

北北海道新ひだか町 静内⼆二⼗十間道路路桜並⽊木 桜の時期が遅い北北海道ですが、⼀一気に咲き乱れる時期その規模には圧
巻。同時期にウニの旬を迎え、花⾒見見以外の楽しみも。

北北海道せたな町 ⽟玉川公園 私の故郷です。⽔水仙と桜の開花がほぼ同時期になり、ダブルでお花⾒見見
が満喫できます。

北北海道森町 ⻘青葉葉ヶ丘公園 約１０００本の桜。とりわけ樹齢１００年年の染井吉野「百年年桜」が群
⽣生している。

北北海道羅羅⾅臼町・斜⾥里里町 羅羅⾅臼岳 ⼣夕⽇日映えの桜が、たいへん素晴らしい。
北北海道松前町 松前城 北北海道の桜は、北北国なので本州の桜よりも花びらが⼩小さいが、松前は

南に位置しているのでエゾ⼭山桜を含めて桜の樹種がいろいろあって楽
しめる。

北北海道名寄市 なよろ健康の森 市内中⼼心部から、⾞車車で１０分あまりの所にあり、主流流のエゾ⼭山桜がき
れいです。ソメイヨシノは札幌近郊が北北限で、私の所はエゾ⼭山桜が中
⼼心です。まれに千島桜を育てているお宅宅もあります。

⻘青森県弘前市 弘前公園⻄西堀 桜のトンネルは圧巻です。
⻘青森県むつ市 むつ市⽔水源地公園 旧海軍が作った煉煉⽡瓦作りの⽔水⾨門。5⽉月上旬には園内に290本の桜が咲

き、花⾒見見客でにぎわう。
⻘青森県⼗十和⽥田市 官庁街通り 500mぐらいの桜並⽊木。
岩⼿手県盛岡市 岩⼭山公園 サクラとともに盛岡市を⼀一望できる。
岩⼿手県盛岡市 ⾼高松池 野⿃鳥の楽園、池の周辺の桜はソメイヨシノ。終⽇日撮影ポイントを楽し

める。

  ・本リスト掲載の情報は、2015年年2⽉月に実施した会員アンケートへのご回答から、会員個⼈人の経験・知識識に基づく撮影地情報を紹介するものであり、
   　弊社（キヤノンマーケティングジャパン株式会社）が公式に認定・推奨するものではありません。
  ・個々の撮影地情報の内容（場所、開花時期など）について、弊社は⼀一切切責任を負いません。
   　また、掲載した撮影地情報についてのお問い合わせは、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
   　撮影地情報に関しては、ご⾃自⾝身でご確認のうえ訪問されることをお薦めします。
  ・現地では、ルールに従って⾏行行動してください。特に撮影については、管理理者・地権者に申請のうえ許可が必要な場合もあります。
   　マナーを守って⾏行行動しましょう。
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岩⼿手県遠野市 綾綾織町の２８３号国道沿い 桜並⽊木と遠野の⾃自然がいっぱいで、感動を与えます。
岩⼿手県花巻市 イギリス海岸 実家に帰省省したとき、北北上川沿いに桜並⽊木になっていてきれいでし

た。
岩⼿手県雫⽯石町 ⼩小岩井の⼀一本桜 牧草地に⼀一本⽴立立ち、まだ雪の残る岩⼿手⼭山を背にした姿は、ほかでは⾒見見

られない桜の⾵風景だと思います。
岩⼿手県平泉町 中尊寺 中尊寺から⽑毛越寺を⼀一周しながら撮影して歩く。結構な運動にもな

り、いろんな背景を楽しめます。
宮城県登⽶米市 平筒沼 周囲４ｋｍの平筒沼の畔に桜が咲く。特に早朝無⾵風のとき、⼩小⾼高い公

園から眺めると桜が⽔水⾯面に写る。まさに絶景。
宮城県塩竃市 鹽竈（しおがま）神社 圧倒的な規模のそれではなく、楚々としたたたずまいの桜が⾒見見事に咲

きそろいます。張り出した枝があかりに照らし出されるところなどカ
メラに収めれば最⾼高です。

宮城県村⽥田町 相⼭山公園 本当に⾒見見事な桜で、野球をしている中学⽣生と桜の組合せでの撮影がお
気に⼊入り。何で？ 　と思うほど⼈人がいないので、撮影ものんびり、お
花⾒見見にも最適です。正直、あまり広めたくない場所です^_̲^;

宮城県⼤大河原町・柴⽥田町⼀一⽬目千本桜 桜の⾒見見頃はいつ？ 　毎年年悩む題材です。ちょっと早かった、遅かっ
た、だからタイミングが合った時の感動は⼤大きいものがあります。こ
ちらのスポットは２０１３年年４⽉月１６⽇日に⾏行行ってきました。⽩白⽯石川に
沿って約７ｋｍ桜並⽊木が続きます。天候が良良ければ、それだけではな
く残雪戴く蔵王連峰を同時に⼀一枚の写真に切切り撮ることができます。
素晴らしい思い出の写真になります。

宮城県東松島市 滝⼭山公園 眼下に松島基地があり、ブルーインパルスの⾶飛⾏行行を桜の花越しに⾒見見る
ことができる。⽯石巻湾の展望も楽しめる。

秋⽥田県⼤大潟村 菜の花ロード ⻑⾧長い⼀一直線の菜の花ロード。⼀一直線の道路路を挟んで両側に延々と桜並
⽊木が続きます。その根元にはこれも道路路を挟んで両側に続く菜の花が
きれい。桜のピンク、菜の花の⻩黄⾊色と緑。このコントラストの帯が素
晴らしい。

秋⽥田県井川町 ⽇日本国花苑 桜だけでなく他の樹⽊木にも勢いが感じられる。樹⽊木の最盛期かもしれ
ません。

秋⽥田県湯沢市 前森公園 JR湯沢駅からも徒歩で⾏行行け、道中にも桜が咲きます。前森公園⾃自体は
それほど⼤大きい公園ではないが、夜桜（ソメイヨシノ）はスポットラ
イトを浴び、最⾼高です。

秋⽥田県秋⽥田市 　 千秋（せんしゅう）公園 お城と桜のコラボ。宴会場付近は花⾒見見らしく騒がしいが、少し離離れお
城⽅方⾯面へ向かうと静かにお花⾒見見ができる。

秋⽥田県仙北北市 ⾓角館河川敷 武家屋敷街の枝垂桜も良良いが、河川敷の桜が明るくてとてもきれい。
年年によっては桜に雪が積もった写真も撮れる。

⼭山形県南陽市・⻑⾧長井市・⽩白鷹町置賜（おきたま）さくら回廊 ⽴立立派なしだれ桜が多くとても⾒見見応えがあります。⼈人は結構いますがめ
ちゃくちゃな混み⽅方もしない。

⼭山形県南陽市 ⾚赤湯温泉 　烏帽⼦子⼭山公園 ⼭山全体に桜が茂り、桜吹雪が⾵風に舞う。⼭山形新幹線をバックに桜を撮
影するもよし。散策を楽しんだあと温泉につかるもよし。

⼭山形県⼭山形市 霞城公園 城の濠に、枝垂れ桜が満開になると、最⾼高ですね〜～。夜桜のライト
アップも期待できます。

⼭山形県⼭山形市 蔵王温泉付近の散歩コース 植樹されたものではなく⼭山桜です。若若葉葉の中にピンクの桜が点々と咲
いている景⾊色を⾒見見るたびに春を実感します(^^)

⼭山形県酒⽥田市 新井⽥田川⼟土⼿手 川⾯面に映る夜桜がきれいです。
⼭山形県鶴岡市 ⾚赤川 ⾚赤川の堤防沿いに桜並⽊木が続き、⽉月⼭山、⿃鳥海⼭山を⼊入れた桜⾵風景が魅

⼒力力。
⼭山形県遊佐町 中⼭山堤 周囲を⽥田んぼに囲まれた集落落の⼀一⾓角の川沿いに植えられている桜並⽊木

が、北北にそびえる⿃鳥海⼭山に映えてとても美しい。
福島県福島市 花⾒見見⼭山公園 バス旅でいろいろ観ましたが、⼭山全体が桜満開で⾒見見応えがあります。

⼭山頂までなだらかな坂道でお年年寄り、お⼦子様連れのご家族も数多く訪
れていらっしゃいます。駐⾞車車場が少なく観光バスか路路線バスがお薦め
です、⼭山頂の展望台からは⾒見見事な⽥田園⾵風景が桜の花越しに拡がり、バ
ス駐⾞車車場から桜の⼭山へ向かう途中にも⻩黄⾊色・朱・⾚赤といろいろきれい
な花々の競演も⾒見見事な景観が楽しめます。

福島県いわき市 ⼩小川諏訪神社 左右に広がりを⾒見見せる枝垂桜の巨⽊木と、境内の雰囲気に華やかさと落落
ち着きが感じられる。
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福島県三春町 三春の滝桜 「三春の滝桜」は国内有数の名⽊木として知られ、根尾⾕谷の淡墨桜（岐
⾩阜県）、⼭山⾼高神代桜（⼭山梨梨県）とともに「⽇日本三⼤大桜」のひとつとい
われている。エドヒガン系の紅枝垂桜で、樹齢は1000年年以上、樹⾼高は
13.5m、根回りは11.3m、枝張りは幹から北北へ5.5m、東へ11m、南
へ14.5m、⻄西へ14mと延びるたいへん⼤大きな⽊木である。例例年年4⽉月中旬
に開花し、その前後の期間は露露店の出店なども⾏行行われる。

福島県郡⼭山市 開成⼭山公園 桜の本数の多さ、池と神社のマッチング、花壇と鯉のぼり、宴会、広
⼤大な芝地など、さまざまに楽しめるところです。

福島県古殿町 越代（こしだい）の桜 道路路から⾒見見上げる⼀一本桜。樹齢は、800年年とか!? 　⻘青空の下が⼀一番です
が、夜桜もまた  いつまでも⾒見見飽きないので、ゆっくり⾒見見るのもおすす
めです。三春の滝桜が終わった頃が、ちょうど⾒見見頃になります。

福島県猪苗代町 　 観⾳音寺川 さほど川幅が広くない河川ですが、両岸に続く桜並⽊木は⾒見見応えがあり
ます。特にライトアップされた夜桜はお勧めです。

福島県⼆二本松市 合戦場のしだれ桜 合戦場のしだれ桜は菜の花が咲くころが⼀一番の撮影ショットです。桜
のピンクと菜の花の対⽐比がいいですねー。

福島県⽩白河市 南湖公園 歴史的に古い⽇日本庭園が公園内にあり、その公園には⼤大きな沼もあ
り、沼の周辺にサクラが何本も植わっていてきれいです。また⽩白河駅
にある⼩小峰城公園のサクラもきれいです。

茨城県つくば市 科学万博記念念公園駅付近 万博公園に⾏行行く途中に⼩小さな神社があり、参道には若若い桜の⽊木がたく
さん植えられていて、にぎやかです。参道の奥の社の近くに⽼老老⽊木があ
り⾵風情があります。⼈人が少ないので、のんびり桜が満喫できます。

茨城県つくば市 普⾨門寺 天気のいい朝のうちがいいです。⼭山⾨門越しに⾒見見る逆光に輝く桜が美し
いです。

茨城県つくばみらい市 福岡堰 ⽤用⽔水路路沿いに桜の⽊木があるため、カヌーでのんびりお花⾒見見ツーリング
ができます。桜祭り期間中、かなり陸陸上は混み合いますが、⽔水⾯面は空
いています。場所によっては散った花弁が⽔水⾯面⼀一⾯面に流流れ着くポイン
トもあり、その中を漕ぐのはまた別の花⾒見見ができます。

茨城県⽇日⽴立立市 奥⽇日⽴立立きららの⾥里里 標⾼高が⾼高いため、⽇日⽴立立市内より1〜～2週間遅れて咲くさくらは、染井吉
野、⼤大島桜、枝垂桜、⼭山桜と種類も多く、約800本が咲き乱れる。以外
に知られていない⽳穴場スポット。

茨城県阿⾒見見町 茨城⼤大学農学部 古⽊木の桜の⽊木が茨城⼤大学農学部通りから県⽴立立医療療⼤大学前まで約１kmに
わたり道路路の両側に咲きほこります。意外と⽳穴場です。

茨城県笠笠間市 愛宕⼭山 ⼭山全体がいろいろな種類の桜があり、⼭山裾から頂上付近まで⽇日数をか
けて楽しめる。

茨城県⿓龍龍ケ崎市 ⼥女女化（おなばけ）神社 濃いピンク・薄いピンクの桜があり、本数が多く⾒見見応えがある。広い
駐⾞車車場からも⾒見見渡せ、平らな敷地なので⾼高齢者でも楽。駐⾞車車場も満杯
になることがない⽳穴場。

茨城県桜川市 磯部桜川公園 古来より「⻄西の吉野、東の桜川」と称される⼭山桜の名所。公園内に⼤大
⽊木は少ないが、さくらの種類が多い。すぐそばに鎮座する磯部稲村神
社は、世阿弥の謡曲「桜川」で有名。また、紀貫之の和歌「つねより
も 　春べになれば 　さくら川 　波の花こそ 　まなくよすらめ」の歌碑
がある。

茨城県⼤大⼦子町 沓掛峠（くつかけとうげ）の
⼭山桜

⼭山の峰々をバックに⾃自然に群⽣生した⼭山桜の古⽊木が何本も咲く姿は、春
イチオシです。

茨城県筑⻄西市 ⺟母⼦子島（はこじま）遊⽔水池 バックにきれいな筑波⼭山の姿が桜の⽊木の間から⾒見見え池とともに⾒見見える
光景が美しいです。筑⻄西市の下館駅北北⼝口はすべて桜並⽊木です。ぜひ⾒見見
に来てもらいたいと思います。

茨城県⼟土浦市 真鍋⼩小学校の桜 樹齢100年年のソメイヨシノ3本、県指定天然記念念物です。新川堤の桜も
⾒見見事です。

茨城県⽇日⽴立立市 かみね公園 公園全体に桜の⽊木が多く遊歩道がある。夜はライトアップされてい
る。北北駐⾞車車場には⼋八重桜（ボタン桜）の種類が多く植えられており５
⽉月に⼊入ってもお花⾒見見ができる。

栃⽊木県 晃⽯石⼭山・桜峠 太平⼭山から尾根伝いに歩いてくると、この桜峠で⼭山桜の古⽊木に⾏行行き遇
える。

栃⽊木県下野市 天平の丘公園 こちらの公園は⼋八重桜が中⼼心です。⼈人が多すぎず、宴会でも静かに
ゆっくりでも過ごすことができる。夜店が屋台ではなく、地元の商店
がプレハブのような⼩小屋で出店。毎年年⾏行行ってひいきの店を⾒見見付けるの
も楽しい。ソメイヨシノとはまた違うゴージャスな⼋八重桜をいろんな
アングルで楽しめます。



© Canon Inc. / Canon Marketing Japan Inc. 4 / 24 ページ Canon Owner's Voice「お花見スタイル」　2015年3月11日公開

栃⽊木県栃⽊木市 つがの⾥里里 広い公園で芝⽣生の広場を取り囲むように桜が咲き、家族で楽しめま
す。それに加え、公園の中⼼心の⾼高台に樹齢100年年以上の有名なソメイヨ
シノがあり、いろいろな構図で撮影ができます。

栃⽊木県栃⽊木市 ⼤大平⼭山 ⼤大平⼭山頂から⾒見見下ろす桜も絶景ですが、麓から⼭山頂に続く道の両側に
咲く桜のトンネルは、それはそれは⾒見見事です。

栃⽊木県⼩小⼭山市 思川 「思川桜」という品種で濃いピンク⾊色の⼩小ぶりの桜。ソメイヨシノと
⼋八重桜の間に咲くので花⾒見見が複数回楽しめる。⾒見見頃は４⽉月中旬。

栃⽊木県芳賀町 野元川の桜並⽊木 桜並⽊木があり、その対岸に菜の花が咲き乱れます。桃⾊色と⻩黄⾊色のコン
トラストはとてもきれいです。⾼高層の建物がないので、春先の澄みわ
たった空と花々、周辺に広がる春の⽥田んぼを満喫できます。いかに美
しく写真に残すか？ 　⾯面⽩白いと思います。海外赴任で⾏行行けませんが
（泣）。

群⾺馬県 相⾺馬ヶ原駐屯地 4⽉月の第2または第3⽇日曜⽇日に毎年年基地を開放して桜まつりが実施されま
す。樹齢何⼗十年年になるかわからない⽴立立派な桜が数多くあります。枝振
りが⽴立立派です。

群⾺馬県 妙義⼭山 上から下を望む。また桜咲く中から上をまた下⽅方向と、多くのポイン
トがあり写真撮影にいい場所でした。

群⾺馬県桐⽣生市 群⾺馬⼤大学⼯工学部 卒業⽣生の元花王⽯石鹸社⻑⾧長の丸⼭山⽒氏が寄贈された枝垂れ桜が、正⾨門近く
の池を囲んで咲き揃い、散り際の花筏まで堪能できる、桐⽣生市⺠民憩い
の場でもあります。

群⾺馬県⾼高崎市 ⾼高崎観⾳音 ⽩白⾐衣観⾳音が上に下に桜が⼀一⾯面のじゅうたんのように⾒見見えます。
群⾺馬県前橋市 ⾚赤城南⾯面千本桜 約千本の桜が咲く、約1.3ｋｍの道路路。満開時の桜のトンネル。農産物

などの特産品販売。
群⾺馬県みなかみ町 ⻄西公園 うちの近くの⻄西公園は、５⽉月の連休に満開になる関東最北北の⽳穴場で

す。その前に、⽔水芭蕉が咲きます。そばに、藤原湖があり、⽔水⿃鳥も⾶飛
んでいます。オオルリやキビタキ、ヒヨドリ、コサメビタキなどと写
真を撮っています。⼈人がほとんどいないので、のんびり撮影できま
す。

群⾺馬県みなかみ町 ⾚赤⾕谷湖 ダム湖の湖畔にいっせいに咲きます。湖畔からの眺めも良良し。その上
の猿ヶ京温泉からの眺めも良良し。温泉に浸かりながらのお花⾒見見も。

群⾺馬県館林林市 鶴⽣生⽥田川沿い 川の両側に桜が咲いていて、鯉のぼりの⾥里里まつりには川沿いに数千の
鯉のぼりが⾒見見られる。駐⾞車車場も広く何カ所もあり便便利利だ。

群⾺馬県板倉町 海⽼老老瀬頼⺟母⼦子薬師堂のしだれ
桜

⼀一度度は⾒見見てほしい。しだれ桜⼀一本の⽊木だけど、⾼高さ、⼤大きさ、感動す
ると思います。

埼⽟玉県 綾綾瀬川堤 私の団地わきの綾綾瀬川堤の桜並⽊木です。堤の斜⾯面は、菜の花、野草の
緑で素晴らしいです。四季の花の撮影に努めています。

埼⽟玉県 奥武蔵・顔振（こうぶり）峠 枝垂れ桜と富⼠士⼭山が最⾼高。
埼⽟玉県 葛⻄西⽤用⽔水 狭い川幅で両岸に桜並⽊木。枝先が川⾯面に接近し、とてもきれいです

よ。
埼⽟玉県 鴨川 ⼟土⼿手沿いに桜の⽊木が植えてあり、の下に遊歩道が続いている。桜の⽊木

はかなり古く枝が⻑⾧長く伸びて趣のある桜の⽊木が多くある。
埼⽟玉県 元荒川 川の⼟土⼿手両岸に500本のソメイヨシノがあり、夜間はライトアップされ

ます。さくら祭りもあります。
埼⽟玉県 ⼤大宮公園 家からはあまり遠くなく、広い公園内に多くの桜の⽊木があり、のんび

りと公園内を散歩しながら桜を楽しめる。
埼⽟玉県 秩⽗父ミューズパーク ⼩小⾼高い⼭山の上から市街地が⼀一望でき、さらに愛⽝犬との散歩に最適・。
埼⽟玉県滑滑川町 国営武蔵丘陵陵森林林公園 桜や菜の花などが撮影でき、公園の中が広く散策ができて健康管理理に

良良い。あまり混まないので撮影に専念念できる。イチ押しです。
埼⽟玉県⼊入間市 ⼊入間リバーサイドの桜並⽊木 ⼊入間川沿いに咲く、約300ｍの桜並⽊木は、桜の下からも、また対岸から

眺めても素晴らしいです。
埼⽟玉県川越市 川越⽔水上公園 約700ｍにわたって道の両側に桜並⽊木が連なっている。何より駐⾞車車場が

広いので、⾞車車でお出かけの向きには向いている。
埼⽟玉県熊⾕谷市 熊⾕谷堤 荒川⼟土⼿手に２km桜並⽊木が続き遊歩道も併設され、広々として斜⾯面の菜

の花とのコントラストがよい。
埼⽟玉県さいたま市 ⾒見見沼代⽤用⽔水 桜並⽊木としてはかなり⻑⾧長い距離離(8〜～10Km)があり、普通に歩いても2

時間はかかる。⽤用⽔水路路に散る桜は花筏として⾒見見応えがある。咲いてか
ら散るまで⼗十分楽しめる。

埼⽟玉県さいたま市 ⼤大久保浄⽔水場 浄⽔水場⽔水路路両側の桜は⽔水場だけにそれは⾒見見事です。特に⽔水⾯面を埋め尽
くす「花筏」のころが圧巻です。シーズンでも⼈人出は少なく隠れた⽳穴
場です。
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埼⽟玉県さいたま市 東浦和駅近辺 特にさくらスポットを前⾯面に出しているわけではないが、⽤用⽔水路路のま
わりなどにさくらが咲いてきれい。

埼⽟玉県幸⼿手市 権現堂 幸⼿手から南栗栗橋の間、川の蛇⾏行行よる曲線上が桜の⽊木がより⼀一層重なり
合い、いろいろな景⾊色が撮れる。

埼⽟玉県狭⼭山市 狭⼭山稲荷⼭山公園 駅前で徒歩1分、超便便利利。染井吉野からボタン桜などいろいろ咲き⾒見見事
です。

埼⽟玉県秩⽗父市 清雲寺 樹齢600年年という枝垂れ桜他、きれいなシダレザクラが多い。飲めや歌
えとさわぐ⼈人がいない。良良い雰囲気で桜をじっくりと⾒見見られる。

埼⽟玉県秩⽗父市 美の⼭山公園 道の両側に桜の⽊木があり、頂上にもある⽊木が⽐比較的若若く、⼭山の頂上か
ら⾒見見る町の景⾊色は最⾼高です。

埼⽟玉県所沢市 砂川掘しだれ桜 約600ｍにわたって堀の両側に数種類のしだれ桜が⾒見見られる。
埼⽟玉県所沢市 東川（あずまがわ） 東川両岸の桜並⽊木はとても⾒見見事です。特に⽔水⾯面近くまで枝垂れた姿は

⾒見見惚れてしまいます。夜は提灯によるライトアップされた姿もなかな
か趣があります。桜並⽊木は3kmに渡って続きます。

埼⽟玉県所沢市 所沢航空記念念公園 散歩も楽しめるしペット連れもＯＫ。
埼⽟玉県所沢市 狭⼭山湖湖畔 散歩コースあり。お弁当広げて⾷食事。狭⼭山湖には野⿃鳥（⽔水⿃鳥）の観

察。
埼⽟玉県⻑⾧長瀞町 ⻑⾧長瀞 さくらの時期はかなり込み合いますが、道路路の両側に桜並⽊木があり、

さくらのトンネルの感じを楽しめます。歩きや⾃自転⾞車車でのんびりとす
るのがオススメです。

埼⽟玉県吉川市 桜通り 吉川市桜通りの⽤用⽔水沿い、吉川駅近くから約３km桜並⽊木が続く。後半
１kmは桜のトンネルが続き、歩⾏行行者・⾃自転⾞車車道となっており⾞車車の⼼心配
もなく、サクラの雲の中を散歩するようである。

埼⽟玉県⼾戸⽥田市 ⼾戸⽥田公園のボートコース ボートコースと荒川河川敷にて遊ぶも良良し、⾒見見るもよし、桜の⽊木の下
を歩くもよし、競艇開催⽇日なら賭けるのもよし、⼾戸⽥田公園をブラブラ
もよし。

埼⽟玉県志⽊木市 柳柳瀬川（新河岸川・荒川合流流
地点）

⾃自宅宅の近く。柳柳瀬川沿いの桜が近年年注⽬目されている。川沿い約2km、
遠くもいいが、近くで散歩ついでに⾒見見られるのも魅⼒力力である。

埼⽟玉県⼩小川町 下⾥里里分校（廃校） 校庭に古⽊木桜がある。庭の周囲、校舎の裏裏側にある桜が絵になる。
埼⽟玉県川越市 中院 本数は少ないが、枝垂れ桜が他の桜より早く咲くので、すごくきれい

です。⼀一度度⾒見見に来るとよいです。
埼⽟玉県川⼝口市 荒川河川敷 「桜」と隣隣に流流れている「荒川」の川の⾵風景が同時に撮れて良良いで

す。
埼⽟玉県富⼠士⾒見見市 東⼤大久保 　びん沼川 桜並⽊木が⻑⾧長々と続き川⾯面に映る景⾊色は最⾼高です。まわりに菜の花も咲

き、これはあまり知られてないのでのんびりとまわれます。ぜひ埼⽟玉
県の桜の咲く時期に合わせてお出かけを。

千葉葉県千葉葉市 栄福寺 知名度度は低いものの、古⽊木で⾒見見事な枝垂れ桜！ 　真っ盛りでも混雑が
ないので、じっくりと花⾒見見を楽しめる。

千葉葉県千葉葉市 昭和の森 園内は広く、あちこちでいろいろな種類の桜を⾒見見ることができる。ま
た、ソメイヨシノの広場もあり、⼀一⽇日中桜を愛でることができる。

千葉葉県千葉葉市 ⻘青葉葉の森公園 満開の桜の下で、お花⾒見見が繰り広げられています。また、観光スポッ
トではないので、余計な飾りつけなどがないので、夜桜なども良良い写
真スポットとなります。

千葉葉県千葉葉市 泉⾃自然公園 昭和44年年(1969)に開設された、都川の源流流地帯にあたる⾯面積約43万ヘ
クタールの⾃自然公園。約1400本の桜、さくらの名所100選の場所

千葉葉県松⼾戸市 本⼟土寺 別名「あじさい寺」と呼ばれるお寺だけに、あじさい、紅葉葉が有名な
のですが、桜もまた思いのほか素晴らしく、その意外性に感激しま
す。

千葉葉県松⼾戸市 ⼋八柱〜～常盤平の桜並⽊木 ⽇日本の道100選にも選ばれている。さくらの季節ではないときに⾞車車で
通って桜並⽊木に驚きました。開花の時期に⾏行行ったら凄いなと期待感を
持って⾏行行ったら案の定でした。

千葉葉県松⼾戸市 ⼩小⾦金金原の桜通と⼩小⾦金金原団地の
桜

静かな住宅宅地の中を通る桜並⽊木道、出店などなく静かに桜を⾒見見られ
る。⼩小⾦金金原団地の桜は、⾼高台に位置する団地の庭から⼤大きく覆いかぶ
さるかのよう。桜が⼒力力強く美しい。

千葉葉県松⼾戸市 六六実（むつみ）桜まつり 両側の歩道の⽚片側が露露天商、⽚片側がフリーマーケット、中央が宴会・
イベントスペースで、約1.5Kmの桜並⽊木を満喫できる。

千葉葉県柏市 あけぼの⼭山農業公園 ⾵風⾞車車⼩小屋、チューリップなど季節の花が⼀一年年通して⾒見見られます、桜も
きれいです。
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千葉葉県柏市 麗麗澤⼤大学 キャンパスの中庭を中⼼心に桜並⽊木がトンネルのようになっていて⾒見見応
えがある。キャンパス内なので飲酒喫煙ができないので、⼩小さな⼦子供
のいる家族連れも気軽に弁当を持参して楽しめる。

千葉葉県船橋市 薬園台公園 うちの近くにあり、ゆったりとしてサクラが鑑賞できる
千葉葉県市川市 真間川 市川市・国道１４号から京成⼋八幡と⻤⿁鬼越間の真間川沿いの桜並⽊木。川

岸の左右を桜並⽊木が延々と続き、桜の枝が川⾯面に枝垂れて映り、⾵風情
がある。満開を過ぎて桜が散り始めると、花びらが川⾯面に浮かび、花
びらの絨毯の様。川岸の左右の道は、⽐比較的に⾞車車の通⾏行行が少なく。ぷ
らぷらお散歩花⾒見見には絶好。

千葉葉県習志野市 ⾹香澄公園 桜と広い芝⽣生の広場があり、家族連れで遊んだり、弁当を広げるのに
ちょうどよい。専⽤用のBBQ場(予約必要)もあり、家族や若若者のグルー
プで賑わっている。

千葉葉県成⽥田市 成⽥田ニュータウン 成⽥田ニュータウンが開発されて40年年近くなります。開発当初、公園に
植樹された桜が成⽊木となり⾒見見事に咲きます。

千葉葉県野⽥田市 清⽔水公園 東武アーバンパークラインの清⽔水公園駅を降降りると⽬目の前に桜並⽊木、
広⼤大な公園へと続き、公園の中には 　さくら、サクラ、桜。びっくり
しますよ。

千葉葉県鋸南町 佐久間ダム公園 ダム湖の周囲が数種類の桜でいっぱいになります。⼭山の上、⽔水の上か
らなど、いろんなアングルから桜が狙えます。

千葉葉県鋸南町 内房線保⽥田駅、佐久間ダム 保⽥田駅近辺および⼭山間に⼊入った佐久間ダム周辺の頼朝桜（河津桜）
は、⽔水仙の開花期と重なり素晴らしいコントラストが描かれます。

千葉葉県君津市 君津コスモチェリーガーデン 個⼈人で運営している河津桜ですが、⼭山の斜⾯面⼀一帯が濃いピンクで、と
てもきれいです。期間中は無料料で散策が可能です

千葉葉県君津市 ⼩小⽷糸川周辺 2⽉月中旬以降降の河津桜から3⽉月後半〜～4⽉月初めにかけての連続した桜を⾒見見
ることができて、⾒見見事である。

千葉葉県銚⼦子市 銚⼦子電鉄本銚⼦子駅 ホームに植えられた枝垂桜の⽊木がだんだん⼤大きくなり、花の数もそれ
なりに増えてきました。この枝垂桜と電⾞車車をからめての撮影がお勧め
となりそうです。

千葉葉県佐倉市 上座総合公園 あまり知られていないため、ローカルな雰囲気でのんびりできる。⽊木
はほとんどが⼤大⽊木で公園は低地のため階段上から⾒見見下ろす桜がみごと
です

千葉葉県佐倉市 川村記念念美術館 ソメイヨシノ、オオシマなど何品種もの花が⾒見見られ、またボリューム
もあり⾒見見応えがある。周囲の⾃自然環境も良良好です。

千葉葉県匝瑳市 飯⾼高壇林林（飯⾼高寺） ⻩黄⾨門桜⾒見見物を⽬目的に飯⾼高寺周辺を散策する。（余談。桜のあとは牡
丹丹、エビネ、藤も楽しめるスポットです）

千葉葉県いすみ市・⼤大多喜町いすみ鉄道 桜と菜の花と電⾞車車。
千葉葉県⼤大多喜町 宇筒原分校跡地 キャンプ場になっていて、貸切切気分でゆっくり花⾒見見が満喫できる。

（静寂と満天の星）
千葉葉県⻑⾧長柄町 ⻑⾧長柄ダム 桜がダムの湖⾯面に映ってきれいな⾵風景を出している。
千葉葉県南房総市 ⼤大房岬⾃自然公園 館⼭山の富浦地域に突き出た岬です。その公園内で海をバックに桜を⾒見見

る。条件が揃えば美しい画が撮れます！
東京都 四ッ⾕谷・上智⼤大学横の⼟土⼿手 ⼿手が届く距離離に花があり、マクロ撮影可能、⾒見見上げて撮影すると⻘青空

とのコントラストがとても美しいです。
東京都 外堀通り 遠⽅方から⾒見見ると圧縮された桜並⽊木とお堀、中央線が絵になる。
東京都 狭⼭山丘陵陵 桜だけではなくて、よく⾒見見るといろいろな植物とそれにまつわる⽣生き

物などを観察できる。咲き誇る桜だけを愛でるだけではもったいな
い。この季節すべてを吸収したい。それには格好の場所。じっとする
のではなく⾜足で観察したい。

東京都 隅⽥田川 静かな雰囲気の中で花⾒見見ができる。町会の出店があり、近場のコンビ
ニか⾃自宅宅から持参すれば、まわりはすべてベストスポット。

東京都千代⽥田区 神⽥田明神 駐⾞車車場の上を庭園にしてあり、地上に植えられた桜の花を近い距離離か
ら⽔水平に⾒見見たり、⾒見見下ろすこともできる。

東京都千代⽥田区 皇居 昨年年初めて⾏行行きましたが、⼈人混みは物凄いけどライトアップがきれ
い。

東京都中央区 晴海中学校前、佃公園 晴海は桜が多く、中学前の通りは両側が桜並⽊木。ソメイヨシノから⼋八
重桜、御⾐衣⻩黄まで楽しめます。佃公園は桜の種類も数も多く、毎年年、
お花⾒見見で盛り上がっています。隅⽥田川と桜のコントラストも素敵なの
で、カメラを持ってのお散歩にピッタリです。
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東京都港区 グランドプリンスホテル⾼高輪輪
の⽇日本庭園

桜はもちろん、本数が多いのですが、桜のトンネルを通ると⽇日本庭園
には桜吹雪が舞い散り、美味しいレストランがいろいろあり、その時
の気分により、空の下や室内など、場所・⾷食事・喫茶茶と選択肢が多い
ので楽しめます。

東京都港区 プリンスホテル⾼高輪輪エリア 桜の種類が豊富なこと。開花時期に幅があること。
東京都港区 増上寺 都⼼心で、メジロやヒヨドリが桜の蜜を吸っているショットが撮れる。
東京都港区 東京ミッドタウンの裏裏 ライトアップがきれいな夜桜スポット。
東京都新宿区 明治神宮球場 会社から近く、昼⾷食時にも満喫できます。何よりも混んでいなく、桜

の花弁までアップで、ゆっくり撮影できます。本当に桜⾊色の美しい桜
です。

東京都新宿区 ⼾戸⼭山公園 新宿の中でも⾞車車の往来がない静かな場所なので、お花⾒見見には良良いと思
います。

東京都新宿区・渋⾕谷区 新宿御苑 多種の桜があり、⻑⾧長い間花⾒見見が楽しめます。清掃もされ、飲酒をする
⼈人がいないので快適に過ごせます

東京都⽂文京区 江⼾戸川橋 川へ向かって枝が下りていく桜の⽊木。散った花弁が⽔水⾯面に浮いて、ピ
ンクのじゅーたんとなる

東京都⽂文京区 新江⼾戸川公園 樹勢がある。神⽥田川との組み合わせがよい。⾃自宅宅から近い。
東京都⽂文京区 茗荷⾕谷近くの播磨坂 播磨坂沿いは放射道路路計画で作られたものの、両側を植物園と地下鉄

に阻まれたため交通量量が少なく、両側のマンションに住んでいる⽅方が
ほとんどなので、静かで良良い雰囲気。

東京都台東区 上野恩賜公園 上野恩賜公園は昼は宴会が少なく、うるさくなくて良良い。東照宮の参
道の屋台で軽⾷食にビール。その後、不不忍池までゆっくり散歩。⽔水天宮
の屋台ラーメンバーガーなんてのも旨い！ 　天気が良良ければ、とって
も気持ちいいのだ！

東京都墨⽥田区・江東区 ⼤大横川 ⼤大横川にせり出した桜を⽔水上から眺めながらゆっくりツーリングでき
て、遠くに東京スカイツリーも望める絶景ポイントです。

東京都墨⽥田区 墨⽥田公園 墨⽥田川とスカイツリーとサクラのコラボが楽しめます。昼間は⼈人が多
いので、朝が狙い⽬目だと思います。

東京都江東区 横⼗十間川親⽔水公園・仙台堀川
公園

かっての運河を埋め⽴立立てた後や猿江公園に桜並⽊木が延々と続く、散歩
にはもってこいのスポットです。途中に古⺠民家も残されていて、そち
らに興味がある⽅方には撮影のスポットとしてもよいかと思います。

東京都江東区 ⼤大横川遊歩道 染井吉野の⽊木が⼤大きくなって、両側から川⾯面に覆いかぶさるように咲
いているのがきれい。ちょっと南では河津桜の並⽊木があって、⽊木場公
園の中には3⽉月中旬から河津桜、⼤大寒桜、寒緋桜、⼤大島桜と次々に花⾒見見
ができる。

東京都江東区・江⼾戸川区⼤大島⼩小松川公園 公園および河川敷なので、広々している。
東京都品川区 不不動前駅そばの⽯石古坂 坂の両側に桜が覆いかぶさるように咲いているので、桜のトンネルと

もいわれている。歩いて通るも良良し、⾞車車で通るも良良し。坂を下りるよ
り、上る⽅方が⾒見見応えがある。

東京都品川区 ⽬目⿊黒川クルーズ 隅⽥田川、江東区の⼤大横川と並ぶ川沿いの桜の名所である⽬目⿊黒川でのお
花⾒見見クルーズ。沿岸の⼈人に⼿手を振りながら、いっぱい気分のクルーズ
船から⽬目⿊黒川岸の夜桜を眺める「お⼤大尽気分」は、なかなかのもので
す。

東京都⽬目⿊黒区 中⽬目⿊黒 ⼈人は多いが、アングルとトリミング次第でよく、川にかかる橋の数も
多く、撮影ポイントは⾒見見つけやすい。夜のライトアップもあり、盛り
だくさんである。

東京都⽬目⿊黒区 ⽬目⿊黒川 ⽬目⿊黒川沿いに桜がきれいに並んでいます(^_̲^)/~∼ 　昨年年、⻘青の洞洞窟
（イルミネーション）でさらに有名になりました！！！

東京都⼤大⽥田区 洗⾜足池公園 公園内の池に⽔水⽣生植物などもあり、歴史的にも⽇日蓮聖⼈人に縁がある場
所で桜だけではなく、ほかにも⾒見見所があるので、おすすめです。

東京都⼤大⽥田区 多摩川⼟土⼿手 多摩川⼟土⼿手（下丸⼦子付近）は、⾞車車道と⾯面していないため、ゆっくりピ
クニックを楽しめます。桜並⽊木はもちろん、ピクニックできる⼟土⼿手の
芝⽣生もキレイです。Canonもありますよ（笑）。敷地には⼊入ることが
できないので、開放してもらえたら最⾼高と思うのは、Canonの正⾨門か
ら⼟土⼿手に向けての並⽊木。とてもキレイなので、気になっています！

東京都⼤大⽥田区 城南島公園 スポーツ施設のまわりは、散歩にもウォーキングにも良良し。撮影にも
良良し。

東京都世⽥田⾕谷区 砧公園 広い公園内に桜の⼤大⽊木の枝が地⾯面につきそうに咲き誇っています。公
園内に世⽥田⾕谷美術館があり、名画を鑑賞してからお花⾒見見、これはとて
も贅沢な⼀一⽇日になること間違いありません。
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東京都世⽥田⾕谷区 桜丘・経堂 有名なスポットではないけれど昔からある桜並⽊木が結構きれい。
東京都世⽥田⾕谷区 神⽥田川沿い遊歩道（桜上⽔水） 特に桜上⽔水あたりは、桜の枝が川にしなだれ、桜のトンネルになる。
東京都世⽥田⾕谷区 仙川 年年1回、映画などの照明会社が⾏行行う、仙川沿いのライトアップがイチオ

シです。やり過ぎるくらいのスケールで、感動すること間違いなしで
す。

東京都世⽥田⾕谷区 ⽟玉堤 天気に恵まれたらふらっと歩いていけるから・・・・・！ 　⽝犬の散
歩・写真スナップ 　ｅｔｃ．

東京都世⽥田⾕谷区 ⽬目⿊黒川の上流流（池尻） 昔は川だったが、今は埋め⽴立立てて遊歩道になっている。そこにある昔
からの桜並⽊木は素晴らしい。歩道そばの⺠民家があちこちで夜にスポッ
トしているので、昼、夜楽しめて毎年年写真の絶好な場所です。

東京都渋⾕谷区 代々⽊木公園 公園は広く桜の⽊木も多く噴⽔水とのコラボも良良いです。⼈人が多いのと宴
会ができる（？）のが少し不不満です

東京都中野区 神⽥田川（淀橋〜～東中野〜～⼩小滝
橋）

神⽥田川沿いの桜並⽊木。特に東中野から⼩小滝橋にかけて川にせり出した
桜を眺めながら川沿いの⼩小道をゆっくりとコンデジで桜の写真を撮り
ながら⼩小⼀一時間歩くと春の⾵風情を堪能できる。

東京都中野区 哲学堂公園 哲学堂の古い建物と、桜。哲学堂の桜と川、橋。⼀一⾯面の桜春爛爛漫。素
晴らしいですよ。

東京都杉並区 ⻄西荻窪駅南の商店街の⼀一⾓角 樹齢百年年超の桜の⼤大⽊木。毎年年あふれんばかりの花が咲き乱れ、夜は街
灯のなかに艶やかに浮かび上がる様は⾒見見ものです。

東京都杉並区 善福寺公園 俗化されておらず、酒飲みで騒いでいる⼈人達もいません。お酒を飲ん
でいる⽅方も、桜を鑑賞し、静かなため。

東京都北北区 ⾶飛⿃鳥⼭山公園 ⼋八代将軍徳川吉宗が桜を植えて庶⺠民の花⾒見見が盛んになったところで
す。⾶飛⿃鳥⼭山博物館、紙の博物館などがあります。

東京都練⾺馬区 光が丘公園 芝⽣生広場の桜は古⽊木が多く横に枝を広げており、その下での花⾒見見は最
⾼高です。桜吹雪のシーズンに花びらが舞う中での宴会も最⾼高ですよ。
周辺の公園や団地にもまだ⼩小さいですが枝垂れ桜が数多く植えられて
おり、桜の通り道もあります。次に種々の⼋八重桜も⾒見見ることができま
す。

東京都練⾺馬区 桜台 その名のとおり、千川通り沿いの桜がきれい。
東京都練⾺馬区 ⽯石神井川（⻄西武線練⾺馬⾼高野台

駅付近）
川の両側の川に覆いかぶさる桜が良良い

東京都練⾺馬区 ⼤大泉学園通り 桜の名所旧跡を訪ねるのも⼤大好きだが、暮らしの中で愛でることがで
きるスポットとして毎年年楽しんでいる。通勤バスの窓外に⾒見見る、蕾の
ほころび〜～開花の進捗〜～枝葉葉の伸⻑⾧長と⽇日々変わりゆくさまは満員バス
での往復復時のひとときの癒しです。

東京都練⾺馬区 南⽥田中団地 名所としてあまり知られてないのでゆっくり散歩＆鑑賞ができます。
⻄西武池袋線・⽯石神井公園駅または⾼高野台駅から近くて便便利利です。

東京都葛飾区 ⽔水元公園 桜⼟土⼿手があり、桜が連なって植えられており圧巻です。家から⾃自転⾞車車
で10分くらいの場所なので、気軽に向かえます。毎年年サイクリングが
てら出かけて、「素敵だな」と思ったところで写真を撮っています。

東京都葛飾区 葛飾区役所横 　さくら通り そんなに混んでもなく、道の両側に桜が満開。
東京都江⼾戸川区 篠崎⽔水⾨門 篠崎⽔水⾨門の側で江⼾戸川沿いなので、⽔水⾨門や川を⼊入れた撮影が⾯面⽩白そう

です。
東京都江⼾戸川区 親⽔水公園 川沿いの桜がキレイで、スワンボートにも乗ることができる。よく映

画やドラマの撮影にも使われているが混雑はひどくない。
東京都江⼾戸川区 東⼤大島・荒川に⾯面する千本桜 千本の桜が⼟土⼿手沿いに⻑⾧長く続く。都営地下鉄１０号線の船堀から東⼤大

島駅に向かう⾞車車内から眺める景⾊色が良良いです。
東京都調布市 実篤（さねあつ）公園 個⼈人の敷地内の桜の⼤大⽊木が、隣隣接する川の⽅方へ枝が⼤大きく張り出して

いて花の数が半端ではない。
東京都調布市・三鷹市・⼩小⾦金金井市野川公園 野川の川辺にある桜に⾵風情があって特に好きな場所です。桜の⽊木の下

でピクニックなどもいいと思います。もちろん公園なので遊具もある
ので家族連れでも楽しめます。隣隣接する武蔵野公園は桜の種類が豊富
で⻑⾧長い期間楽しめます。国際基督教⼤大学の桜も⾒見見事なので川沿いを含
めて周辺のお散歩がイチ押しです。

東京都三鷹市 国⽴立立天⽂文台構内 桜の種類も多く⼈人が少ない。
東京都⼩小⾦金金井市 都⽴立立⼩小⾦金金井公園 宴会派なら江⼾戸たてもの園前の広場で、お散歩派なら広い公園内をそ

ぞろ歩きして、季節が少しずれても、早めの⼭山桜から遅めの⼋八重桜ま
で、さまざまの桜を楽しむことができます。賑やかに出店なども楽し
みたいなら、⼟土⽇日に開かれる桜まつりに出かければ、お囃⼦子の練り歩
きも⾒見見物です。
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東京都武蔵野市 武蔵野市陸陸上競技場 トラックまわりの芝席が桜並⽊木で囲まれている。開花状況で開放され
るが、幼児がいる家族向き。

東京都武蔵野市 井の頭恩賜公園 ⼿手軽に桜を⾒見見る事ができるから。
東京都⽴立立川市・昭島市 国営昭和記念念公園 広い敷地でゆったりとした観賞ができる。
東京都⻄西東京市・東⼤大和市多摩湖⾃自転⾞車車道 ウォーキング・ランニング・サイクリング、体を動かしながらサクラ

や沿道ののどかな景⾊色を楽しめます。
東京都多摩市 宝野公園 駅から徒歩10分、広い芝⽣生があり天気が良良ければ富⼠士⼭山が望めます。
東京都多摩市・稲城市 三沢川 散歩をしながら、上流流へ歩くと両側のさくらが川を覆い隠し、野⿃鳥の

戯れる様⼦子がとても⼼心地良良く、⼼心を和ませてくれるので、つい撮影を
忘れる。

東京都町⽥田市 恩⽥田川 3kmにわたる桜並⽊木が川の両側に続いています。カワセミも棲息して
いるので、運がよければ桜とカワセミが⼀一緒に撮影できます。

東京都町⽥田市 尾根緑道 尾根道に連なる桜並⽊木、そこまでは普通の美しい桜ですが、丹丹沢⼭山塊
から富⼠士の頭ものぞける⼤大パノラマも楽しめるのです。ぜひ多くの⽅方
に⾒見見てほしいですね。

東京都⼋八王⼦子市 ⼤大光寺 巨⼤大な吉野と2本の枝垂桜があります。夜間はスポットライトがつきま
す。

東京都⼋八王⼦子市 奥⾼高尾・景信⼭山⼭山頂 交通の便便が良良く景観が素晴らしい。桜吹雪の中の酒宴最⾼高！ 　グラス
に桜の花弁がハラリと舞い込み⾵風雅の極み。

東京都⼋八王⼦子市 多摩森林林科学園（実験林林） 花の種類が多く、⼭山の中なので⾵風情があってとても良良い
東京都⼋八王⼦子市・町⽥田市南⼤大沢駅から戦⾞車車道までの桜

並⽊木
駅前から戦⾞車車道まで続く⻑⾧長い桜並⽊木と戦⾞車車道から⾒見見る富⼠士⼭山、丹丹沢の
景⾊色。駅前にはアウトレットもあり、帰りはショッピングもできる。

東京都⼋八王⼦子市 陵陵南公園 陵陵南公園を貫流流している浅川の両岸の遊歩道の桜並⽊木、交通の便便はあ
まりよくないが肩触れ合うような混雑が少ないのがお薦め。

東京都⽻羽村市 ⽻羽村の堰（多摩川上⽔水取り⼊入
れ⼝口）

４⽉月１２⽇日（⽇日）は、⼋八雲稲荷神社⼤大祭で、神輿が多摩川に⼊入⽔水す
る、多摩川上⽔水の⼟土⼿手に咲く桜と祭りのコラボで毎年年⼤大勢の⼈人出があ
り、地元の商店街の出店があり、⼈人気を博している。⻘青梅線⽻羽村駅よ
りコミュニティーバスが運⾏行行されている。

東京都⽻羽村市ほか ⽟玉川上⽔水沿い 河川敷や上⽔水沿いに⻑⾧長く続く遊歩道をのんびりとお散歩すればとても
穏やかな気分になれるので、毎年年、⼼心の肥やしになっている。何より
も、あまり⼈人ごみができないので、ゆったりと楽しめる。

東京都⻘青梅市 安楽寺 安楽寺の境内にソメイヨシノ、枝垂れ桜、寒緋桜等が咲きほこり、そ
の桜をユキヤナギ、花モクレンが演出している景⾊色が素晴らしい。

神奈奈川県 花⽔水川護岸沿い 建物等⼈人⼯工物を⼊入れないで撮影できる位置が随所にある。⾞車車道と遊歩
道の間の並⽊木で宴会等ができない。

神奈奈川県川崎市 ソリッドスクエア 造られた桜公園で、駅からも住まいからも近くに存在しているのは素
晴らしい。京浜東北北線、東海道線の⾞車車中からの景観もまたよし。ソ
リッドスクエアの建物と桜の調和がなんとも⾔言えず⼼心にグサッとく
る。来年年もまたこの満開の桜を⾒見見たいと、⽣生きる意欲をわかせてくれ
る。

神奈奈川県川崎市 ニヶ領領⽤用⽔水 多摩川のニヶ領領の堰から、2km以上にわたっての桜の⽊木々が満開で出
迎えてくれます。散り際の頃の桜吹雪はもう絶賛！

神奈奈川県川崎市 宮崎台駅前 ⽊木が⼤大きくなって花もみごとである。地域主催のさくら祭りが開催さ
れる。

神奈奈川県川崎市 緑ヶ丘霊園（南武線津⽥田⼭山駅
付近）

霊園は隣隣駅の久地まで続いているが、その道が桜で埋まり種類も多
い。

神奈奈川県川崎市 　 ⿇麻⽣生川沿い桜並⽊木 川を挟む両側の道幅は広くないが、⾃自動⾞車車の⾏行行き来が少なく、座るス
ペースもあり、絶好の宴会型スポット。ウィークデイなら間違いなく
座ることができる。コンビニも近く、出店もある。

神奈奈川県川崎市 ⼩小⽥田急線新百合ヶ丘駅から柿
⽣生の間

桜並⽊木がきれい。

神奈奈川県川崎市 久地円筒分⽔水 円筒分⽔水にある桜もきれいですが、その⽤用⽔水路路沿いに桜並⽊木があり、
散歩にも撮影にも適しています。

神奈奈川県川崎市 菅⽣生緑地 ローカル、駐⾞車車場なし、早朝は⽝犬が散歩している程度度。有名でない地
元の地味な普段着の桜が⼀一番季節感を味わうことができます。毎年年
撮っている⼀一番の理理由です。

神奈奈川県川崎市・横浜市東急⽥田園都市園の鷺鷺沼駅から
たまプラーザ駅界隈

約3Kmの道路路沿いの桜並⽊木で宴会や酔っ払いがいないので⼩小さい⼦子で
も楽しめる。ウォーキングに最適

神奈奈川県横浜市 鴨居⼩小学校 ⼩小学校の校⾨門に咲いています。だいぶ古⽊木になりましたが、近隣隣の⼈人
がお弁当を持ち寄り花⾒見見しています。
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神奈奈川県横浜市 横浜薬科⼤大学と宇⽥田川橋の両
岸

薬⼤大校内の桜並⽊木から21階の図書館棟の眺め、21階の展望階からの桜
並⽊木の⾒見見下ろしは良良い。宇⽥田川に掛かる芙蓉橋と宇⽥田川橋間の桜並⽊木
は美しい。薬⼤大の開放は桜の時期、正⽉月等の期間が定められており確
認が必要です。

神奈奈川県横浜市 元⽯石川  花桃の丘 ⼩小⾼高い丘に沿って華桃とソメイヨシノが咲き乱れる景観が⾒見見事です。
植⽊木屋さんの⼿手が⼊入っているので余計に⾒見見事な姿になっています。毎
年年3⽉月の末に観に⾏行行ってます。また、東急⽥田園都市線の鷺鷺沼駅〜～たまプ
ラーザ駅間の道路路に沿って満開の桜並⽊木が続く景観も⾒見見事です。

神奈奈川県横浜市 こども⾃自然公園（⼤大池公園） ⼩小⾼高い丘がまるまる桜⼭山です。お散歩がてらぶらぶら歩くには最適で
す。公園内ですので安全で、丘の上ですから吹き渡る⾵風も⼼心地いいで
す。⼦子供と⼀一緒に出掛けるにはお薦めです。

神奈奈川県横浜市 元町公園 ⼩小さいが⼤大きい桜の⽊木があり、⽇日曜の昼間花⾒見見の客が適度度の数。
神奈奈川県横浜市 江川せせらぎ緑道 ⼩小川の両サイドに咲くチューリップと⼟土⼿手上の桜のコラボが延々（２

〜～３km）と続き⾒見見応えたっぷり！ 　意外に知られていないので⼈人は少
なくお散歩花⾒見見には最⾼高です。

神奈奈川県横浜市 カーボン⼭山 港北北区菊名の通称「カーボン⼭山」。⼩小⾼高い丘の上の公園が桜で埋ま
る。

神奈奈川県横浜市 根岸森林林公園 家から５分以内で⾏行行けるから思いついたら、アルコールとシートを
持って⾃自由気ままに⾏行行けるのがよい。

神奈奈川県横浜市 三ツ沢公園 道沿いに桜があり、散歩しながら桜を楽しめます。撮影にも集中した
くなる桜がある良良い撮影スポットです。

神奈奈川県横浜市 三渓園 ライトアップされた桜と暗闇に浮かぶ池の調和がとれている。携帯⾳音
楽プレーヤーでヴィバルディの「調和の幻想」を聴きながら桜の観賞
は最⾼高だと思います。

神奈奈川県横浜市 東急⽥田園都市線江⽥田駅前（国
道246号線江⽥田駅前交差点）

丘の斜⾯面から⼤大きな桜の⽊木が⽣生えている。駅前にあるので、春になる
と多くの通勤、通学の⼈人達の⽬目を楽しませてくれる。

神奈奈川県横浜市 富岡総合公園 樹齢70年年を越えるだけあって⽊木が⼤大きく、まだまだ元気で圧倒されま
す。

神奈奈川県横浜市 武相台 急な坂だけれど、桜のトンネルを歩くことができる。道幅も広くそこ
まで⾞車車の通りも多くないので、ゆったり散歩できる。坂を登りきった
後も、公園の⽅方へ⾏行行けばそちらでも桜を⾒見見られる。

神奈奈川県横浜市 本牧⼭山頂公園 広くて散歩もお弁当も持っていけます。⼟土⽇日でも空いています。桜の
種類もあり期間も⻑⾧長く楽しめます。

神奈奈川県横浜市 帷⼦子（かたびら）川 河川沿いに桜が⾒見見事で散策ついでにちょっといい感じです。規模や有
名ではありませんが散策・買い物のついでにぶらっと⽴立立ち寄れます。

神奈奈川県横浜市 せせらぎ公園、江川せせらぎ
緑道

桜を引き⽴立立てるほかの花々と静かな環境を⼤大事にしていただきたい。

神奈奈川県横浜市 吉⽥田⼤大橋 柏尾川沿いの桜並⽊木が美しい
神奈奈川県横浜市 弘明寺周辺・⼤大岡川沿いの桜 商店街の皆さんを中⼼心に、⼤大⽊木の桜を⼤大切切に育てています。⽇日中も良良

いですが、ライトアップされた桜の美しさは、たとえようなし。
神奈奈川県横浜市 桜道 鎌倉街道から⽇日野公園墓地へ登る道路路の両側を覆うように咲く桜花

（店も出て楽しく歩ける）。
神奈奈川県横浜市 横浜若若葉葉台団地 10km位の両サイドの桜並⽊木が素晴らしい。
神奈奈川県横浜市 称名寺 「桜」、「寺」、「池」、「朱塗りの橋」、「池への映り込み」それ

ぞれの各要素をいろいろな構図で楽しめる。
神奈奈川県横浜市 新本牧公園 ⼩小⾼高い⼭山の上で視界が広く広々としているので、天気が良良いと桜の⾊色

が際⽴立立って美しい
神奈奈川県横浜市 ⼤大岡川沿いの桜並⽊木 弘明寺から南太⽥田までの間、⼤大岡川に⼤大きく枝をはって咲き誇る桜

と、⽔水⾯面に逆さに映る桜との競演がみごと！
神奈奈川県横浜市 久保⼭山霞橋付近 霞橋の上から⻩黄⾦金金町⽅方⾯面を⾒見見ると、桜が道路路に覆い被さる桜の花のボ

リューム感が素晴らしい。
神奈奈川県横須賀市 安針塚公園 桜とともに横須賀軍港や東京湾を⼀一望。
神奈奈川県横須賀市 ⾐衣笠笠⼭山公園 桜も美事ですが、野⿃鳥も豊富に出現してくれて撮影ポイントがいっぱ

いあります。
神奈奈川県厚⽊木市 神奈奈川県総合リハビリテー

ションセンター
センター内グランドの桜の⽊木が素敵

神奈奈川県厚⽊木市 東京農業⼤大学厚⽊木キャンパス
への坂道の沿道、恩曽川堤の
桜

年年代物の⼤大⽊木の桜の⽊木の花が⾒見見どころ。

神奈奈川県海⽼老老名市 海⽼老老名運動公園 ＢＢＱもできるので。
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神奈奈川県海⽼老老名市 相模川河畔 川沿いに1．５kmの⻑⾧長さの⼟土⼿手道で桜は⼟土⼿手下にあるため桜⽊木の中ご
ろを眺めながら⾛走る

神奈奈川県相模原市 県⽴立立津久井湖城⼭山公園（花の
苑地）

湖のほとりに桜が咲き、⼦子供連れや恋⼈人等カップル等でも楽しいひと
時を過ごす事ができる。

神奈奈川県相模原市 ⿅鹿鹿沼公園 桜がいっぱい咲くまわりに⼤大きい池があり中で多数の⽩白⿃鳥や⻲亀が泳い
でいます。また、少し離離れた所に動かないですが蒸気機関⾞車車が展⽰示さ
れていて桜とのコントラストが合い⻑⾧長時間楽しめます。

神奈奈川県相模原市 相模原市役所さくら通り 満開時は約１kmの道路路（幅約１５m）が桜のトンネルになり桜祭りは
出店やパレードがある

神奈奈川県⼤大和市 引地川の千本桜 両岸、約1.5ｋｍにわたって川に覆いかぶさる桜が⾒見見所です。
神奈奈川県⼤大和市 引地台公園 家族連れなどが気安く来られる。駐⾞車車場もあり、他の施設（公園）が

あるので⼦子供連れでも楽しめる。
神奈奈川県藤沢市 湘南台 家から歩いて⾏行行ける、河川の両サイドにぎっしり並んでいて、絵にな

るなと毎年年楽しみです。
神奈奈川県藤沢市 ⼤大庭城址公園 静かに花⾒見見が楽しめる。酒飲みや提灯がなく健康的。
神奈奈川県鎌倉市 鶴岡⼋八幡宮と源⽒氏⼭山周辺 ⼋八幡宮は歴史的な意味合いがあり、源⽒氏池や神の鳩など桜との組み合

わせが写真に撮れれば最⾼高です、源⽒氏⼭山は富⼠士⼭山や三浦半島など桜越
しに撮れる景⾊色の隠れスポットです。

神奈奈川県鎌倉市 若若宮⼤大路路 バスが好きなので、古都鎌倉の若若宮⼤大路路で桜をバックにバス撮影をし
てみたいです。

神奈奈川県茅ヶ崎市 ⼩小出川堤（萩園橋付近） 河津桜の並⽊木あり。地元の桜を愛する⼈人々が植林林し、並⽊木として発展
中。背景に富⼠士⼭山と箱根・丹丹沢の⼭山々が連なる絶好のロケーションで
す。彼岸の頃には、彼岸花も堤に映える。⼩小出川も浄化され、鯉やそ
の他の⿂魚も遡上してきます。また、鴨や鷺鷺なども住み着いておりま
す。

神奈奈川県平塚市 平塚総合運動公園 湘南ベルマーレや横浜ＤｅＮＡベイスターズの試合も⾏行行われる総合運
動公園です。ふれあい動物園も併設され、⼩小さな⼦子供からお年年寄りま
で楽しめる公園になっています。また、桜の季節は、園内のあちらこ
ちらで、花⾒見見を楽しむ⼈人々で賑わいます。

神奈奈川県平塚市 湘南平 急坂が続く桜のトンネルが頂上まであります。頂上は広く屋台も出て
家族連れも多くいい感じです。展望台と電波塔があり、登れば相模湾
を望む眺望も楽しめます。残念念ながら⾞車車は規制が⼊入りますので、基本
バスと徒歩、⾼高麗麗⼭山経由のハイキングコースならば、頂上到達のご褒
美でしょうか。冬は展望台からの富⼠士もいいです。

神奈奈川県平塚市 鷹匠橋・渋⽥田川両岸 鷹匠橋を中⼼心として渋⽥田川の⼟土⼿手には上下1kmにわたりソメイヨシノ
が咲き、徳川家康がこの地に御殿と⾔言われる⼟土地にして鷹匠を置き、
鷹狩をしたという⼟土地。地域のイベントとして桜まつりが毎年年開かれ
ています。

神奈奈川県秦野市 弘法⼭山 適度度のハイキング距離離があり花⾒見見ハイキングにちょうど良良い。花⾒見見の
あと、下⼭山駅近辺に何か所か、安いカラオケボックスがあり、花⾒見見、
飲酒、カラオケで⼗十分楽しめる。

神奈奈川県秦野市 中央運動公園、弘法⼭山公園 秦野市内は、意外にも⽣生活道路路沿いに桜が多数あります。  国道246か
ら東名秦野ICへ続く数kmにわたる県道も、その時期には結構な眺めで
す。  ただし、被写体にするには難しいかな？

神奈奈川県秦野市 中央運動公園付近の⽔水無川沿
い

川沿いの歩道が桜のドームになり、散った花びらが歩道⼀一⾯面を埋め尽
くす。

神奈奈川県⼩小⽥田原市 ⼩小⽥田原城址公園・根府川・松
⽥田（最明寺史跡公園）

季節によって早咲き〜～遅さ咲きの花が楽しめる。花の種類が多く、題
材に困らない。ライトアップで夜桜も楽しめる場所もある。

神奈奈川県⼩小⽥田原市 中河原配⽔水池 桜と菜の花と箱根や富⼠士⼭山とのコラボ写真が撮れます。以前は地元の
⼈人しか知らないスポットでしたが、aikoのPVやAKB48のドラマで有名
になったようです。

神奈奈川県⼩小⽥田原市 ⼊入⽣生⽥田（いりうえだ） 箱根のみかん畑の⼭山に樹齢300年年以上の枝垂れ桜、15年年ほど前にはJR
のポスターにもなりました。

神奈奈川県松⽥田町 ⻄西平畑公園 松⽥田⼭山の斜⾯面に早咲きの河津桜がいっぱいになります。桜と富⼠士⼭山を
望むビューは、まさに⽇日本らしい⾵風景ですね。桜の花越しに酒匂川と
松⽥田町を望む景⾊色もいいです。東名⼤大井松⽥田インターからすぐなの
で、ドライブと花⾒見見が楽しめます。

神奈奈川県松⽥田町 松⽥田⼭山 2⽉月中旬から3⽉月中旬まで、早咲きの河津桜が満開で、菜の花と、河津
桜の両⽅方が⾒見見れる。
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神奈奈川県⼆二宮町 吾妻⼭山公園 相模湾に⾯面した吾妻⼭山公園は最寄りの⼆二宮駅から近く、⼭山頂に咲く桜
には、南に⻘青い海、⻄西には富⼠士、そして菜の花との絶景コラボが楽し
めるスポットです。

新潟県 　 加治川堤防 　左岸 昭和41年年と42年年の⽔水害と河川改修後、失われた桜の復復元が進み、現在
では加治川からかつての加治川沿いまで約2000本の桜を⾒見見ることがで
きる。満開の頃には桜のトンネルが現れ、多くの⼈人で賑わう。遠くは
飯豊連峰の残雪が⾒見見頃。

新潟県⻑⾧長岡市・上越市 蒼柴（あおし）神社、⾼高⽥田公
園

蒼柴神社は市内で⼀一番⼈人が集まり、ＢＢＱもできる。⾞車車で近いのもい
いね。⾼高⽥田公園は⾼高速バスでチョッと遠いけど、桜の多さは、ハンパ
ないよ。

新潟県新潟市 りゅーとぴあ 夜桜と新潟の数少ない近代建造物との取り合わせ。
新潟県新潟市 寺尾中央公園 道の両側からの桜がトンネルのようになってきれいです。わが⼦子の保

育園の⽬目の前で送り迎えの⽬目も楽しませてくれます。桜の他にも
チューリップや薔薇等四季折々楽しめます。

新潟県新潟市 信濃川やすらぎ堤緑地 新潟市内中⼼心部の信濃川左右岸の桜並⽊木は昼も夜も楽しめます。夜は
雪洞洞の明かりで照らされた桜は幻想的で、また、川⾯面に映し出された
桜は格別です。

新潟県新潟市 ⽩白⼭山公園 明治６(1873)年年の太政官布告により開設された⽇日本で最初の公園の⼀一
つで、敷地内⼀一⾯面に桜が咲き誇り⾒見見事です。また、桜開花前には、梅
や桃の花も咲く等、こちらもなかなかきれいですよ。

新潟県村上市 諸上寺公園 海をバックに桜が撮れるから。
新潟県弥彦村 弥彦公園・弥彦神社 弥彦公園・弥彦神社など何か所でいろいろな桜が楽しめる。また、弥

彦線の電⾞車車と桜を絡めた写真が撮れる。のんびりと散策しながら撮影
するには良良いところです。

新潟県上越市 ⾼高⽥田公園 「⽇日本三⼤大夜桜」のひとつ。 　ライトアップされお堀に映る夜桜。ソ
メイヨシノ4000本に3000個のボンボリ。300以上の露露店が⽴立立ち並ぶ。
平成27年年度度「第90回⾼高⽥田城百万⼈人観桜会」は、４/３(⾦金金)〜～19(⽇日)に
予定。ただし気温[降降雪)]の状況で開花の⽇日が⼤大きく変わる。以前開花
中に降降雪もあった。お堀の落落花もきれいです

新潟県胎内市 熱⽥田坂 胎内川堤防の桜並⽊木を国道290号線の橋の上から眺められる。晴れてい
れば残雪の飯豊連峰へと続く桜並⽊木が⾒見見られる。

富⼭山県朝⽇日町 ⾈舟川堤 晴天の北北アルプスを背景にした桜とチューリップの彩りが、紺碧の
⻘青・残雪の⽩白・桜の花・チューリップと、4段階で鮮やかである。

富⼭山県⾼高岡市 向野の江⼾戸彼岸桜 川沿いに1本だけ咲いていて、花の⾊色が⾚赤く豪華。たくさんのカメラマ
ンが集まってきます。

富⼭山県⾼高岡市 ⾼高岡古城公園 古城公園なので園内の⾄至る所に桜の⽊木があり、広場では桜を⾒見見ながら
ピクニックや宴会派も良良し！ 　お堀には⽩白⿃鳥や鴨や鯉が泳いでいて、
お堀の外周を散歩しながらの桜⾒見見も楽しめる。そんなゆったりした場
所で好きなように桜を⾒見見ながら、癒されるのは最⾼高だと思う。⾼高岡に
は他にもたくさん良良いところがありますよ！

富⼭山県富⼭山市 松川べり 川べりを散歩しながら、気軽に満開の桜を鑑賞できる点。また、ちょ
うど桜の季節に、近くで「全⽇日本チンドンコンクール」が開かれ、チ
ンドンマンたちの演奏なども併せて楽しめるので。

⽯石川県⾦金金沢市 兼六六園 お城の⽯石垣と桜並⽊木がとても良良い雰囲気です。また、夜にはずらりと
並べられたぼんぼりに灯がともり、幽⽞玄な雰囲気が最⾼高です。

⽯石川県⽻羽咋市 枝垂桜 私有地に枝垂桜ほかを植栽、管理理育成し、⼤大きくなるにつれ⾒見見事に咲
くようになった、隠れたスポット。近年年は、⼝口づてで多くの来訪者あ
り。

⽯石川県⽻羽咋市 眉丈⼭山・古永建設庭園 しだれ桜・菊桜が10種・150本なのですが、園内はほどよく⼿手⼊入れが
⾏行行き届き、満開時の園内⾒見見物は、まるでのれんをくぐって歩くような
感じでしだれ桜の間を散策でき、桜⾊色の中を浮遊するようで、何度度
⾏行行っても酔いしれます

⽯石川県⾦金金沢市 伏⾒見見川 川沿いにある電気⼯工事会社が毎年年私費で、桜の⽊木を40基ほどの照明燈
でライトアップしてくれます。周辺の住⺠民しか知らない⽳穴場スポット
です。

⽯石川県七尾市 ⼩小丸⼭山城址公園 前⽥田利利家が⽯石川県に⼊入城した最初の居城跡で本丸跡、⼆二の丸跡に植え
られた、数⼗十本の古⽊木ソメイ吉野の満開は、⾒見見事です。

⽯石川県⼩小松市 芦城公園 広くて桜の種類も多い。美術館や図書館などの施設もあり、のんびり
時間を過ごせる
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福井県あわら市 あわら市内 提灯と⼀一緒のコラボレーションライトアップ桜がとてもきれい。歩く
と桜のトンネルをくぐっているみたい。

福井県福井市 ⾜足⽻羽川 桜の⽊木が⼤大きく２kmにわたる桜並⽊木は圧巻です。もちろん桜１００選
にも選ばれていますが、それだけでなく散り際の桜吹雪を経験してか
ら、⼀一押しになりました。

福井県鯖江市 ⻄西⼭山公園 広場が広く、宴会などに適している。参集者が込み過ぎない。交通の
便便がいいなど⾮非常に適地である。

福井県勝⼭山市 弁天桜（九頭⻯竜川畔） 夜は堤防の両側の1000本の桜がトンネル状態になり、ライトアップで
幻想的で美しい。晴天の昼は桜並⽊木越しに⽩白銀の⼤大⽇日連峰が⾒見見え、
⻘青、⽩白、桜の3⾊色が素晴らしい

福井県福井市 ⾜足⽻羽川堤防の桜並⽊木 並⽊木の美しさは⽇日本⼀一！ 　福井市街地の堤防に並ぶ⽇日本⼀一の桜並⽊木
は、「さくら名所100選」にも選ばれているのです。写真で⾒見見ているだ
けではだめです。訪れてみるのが⼀一番です！

⼭山梨梨県⾝身延町 ⾝身延⼭山周辺 ⾝身延⼭山が混雑していたので挫折。近くの公園、お寺に寄り、花⾒見見をし
た。それなりにきれいで満⾜足した。

⼭山梨梨県甲州市 恵林林寺 慈雲寺の近所にあるが、恵林林寺は慈雲寺に⽐比べ庭も広いし、空いてい
てゆっくり撮影ができます。

⼭山梨梨県笛吹市 ⼭山梨梨県森林林公園⾦金金川の森 早咲き、遅咲きとバリエーションが楽しめ、⽼老老若若男⼥女女が散歩にも花⾒見見
宴会、撮影に楽しめる。また公園内には⼦子供向けの遊具も充実してお
り、花⾒見見に飽きたら遊具遊びも良良いのでは。近くには公営の温泉施設
もあり、帰りにはひと⾵風呂呂浴びて帰るのも⼀一興か。

⼭山梨梨県南アルプス市 南アルプス市周辺と⾝身延町 ⾝身延⼭山久遠寺、観光客の来ない９時前が良良いですよ、そして駐⾞車車場周
辺の寺の桜がきれいです。南アルプス市は伝嗣院と妙了了寺が良良いで
す。

⼭山梨梨県韮崎市 わに塚⼀一本桜 樹齢400年年のエドヒガンザクラ。周辺が畑地で展望をさえぎる物ない完
全な⼀一本桜。孤⾼高の美しさと威厳。背景は残雪が輝く⼋八ヶ岳。⽇日本⼀一
の景観にあきることを知らず。振り返れば富⼠士⼭山。⽇日暮れてもなお⽴立立
ち去りがたし。甲斐源⽒氏・武⽥田⽒氏の興亡の歴史も秘める。

⼭山梨梨県忍野村 忍野 ⽇日本の原⾵風景のある桜スポット
⼭山梨梨県北北杜市 ⼭山⾼高神代桜 実相寺にある桜は樹齢2000年年といわれ、ヤマトタケルノミコトが植え

たといわれるとても古い樹⽊木です。地元の⼈人の⼿手⼊入れでまだまだ元気
に花を咲かせます。アルプスの⼭山々をバックにした桜を⾒見見ると、とて
も感動します。

⻑⾧長野県⻑⾧長野市 蚊⾥里里⽥田神社 ⻑⾧長野市⺠民の⼭山、三登⼭山をハイキングしてから若若槻温泉に⼊入り、その
後、宴会花⾒見見ができる場所。近くに路路線バスもあるのでアクセスは
ばっちりです。

⻑⾧長野県⻑⾧長野市 光林林寺 ⼭山の中腹にあり、桜と寺院とのマッチングがよい。３００年年位の垂れ
桜が、⼭山道の所にあり満開時には⾒見見事である。

⻑⾧長野県⻑⾧長野市 荒古のサクラ 樹種は不不明。複数（10本以上）の幹が株⽴立立状態にあり、桜の⽊木として
は珍しい。標⾼高500mほどの⼭山間にある。花は⼩小ぶりながらたいへん美
しい。地元では⽂文化財に指定されている。

⻑⾧長野県松本市 松本城 昼から夜まで楽しめます。国宝なのにさくら宴会できますよ
⻑⾧長野県松本市 薄川（すすきがわ）堤防から

弘法⼭山にかけて
雪解けの清流流と残雪の北北アルプスに⽼老老⽊木の桜並⽊木、近景に全⼭山桜の弘
法⼭山。東⻄西南北北どこから撮影しても美しい。その間を遮る⾼高層の建物
が少なく、アングルでまったく写さないこともできる。

⻑⾧長野県松本市 アルプス公園 松本駅から近く、公園内の丘からアルプスの⼭山々をバックに桜の撮影
ができ、動物や野⿃鳥もいて、⼦子供⽤用の遊具もありピクニック気分で花
⾒見見ができるスポットです。

⻑⾧長野県松本市 安養寺 境内には、⼤大きな枝垂桜が何本も植えてあり、鐘楼、古い⼭山⾨門もあり
桜の時期は特に素晴らしいです。

⻑⾧長野県伊那市 ⾼高遠城址公園 時期は遅いが、空が⾒見見えないほどの、桜の花の密集度度、⼈人出の多さな
ど、華やかさと南アルプスの⼭山並みの景⾊色が素晴らしいです。

⻑⾧長野県⼤大町市 ⼤大町⼭山岳博物館 ⼭山の中腹に位置していて、公園内の桜並⽊木の背景に雪を冠した北北アル
プスの⼭山並みがあること。

⻑⾧長野県⼤大町市 中綱湖畔 早朝の無⾵風時の湖⾯面に映るオオヤマザクラがとてもきれいです。
⻑⾧長野県茅野市 茅野市運動公園 運動施設の周囲に桜並⽊木があります、バックに残雪の⼋八ヶ岳が⾒見見える

ので、それと桜の組み合わせ、また春の野草（タンポポ、スミレ、ナ
ズナ、イヌナズナ）を前景に⼊入れての構図などが楽しめます。また最
盛期でも平⽇日は⼈人がまばらで、これも良良いですね。

⻑⾧長野県茅野市 聖光寺 すごい。ゴールデンWeekのあと⾒見見ごろ。
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⻑⾧長野県千曲市 ⼾戸倉キティパーク（しなの鉄
道⼾戸倉駅裏裏）

⼭山の斜⾯面にある公園で、⼤大きな天狗が⽬目印。斜⾯面の⼀一番上から⾒見見下ろ
す桜は、遠くに⾒見見える千曲川とマッチして、なかなか良良い眺めです。

⻑⾧長野県⽩白⾺馬村 ⽩白⾺馬 撮影者があまり訪れることが少なく、珍しい昆⾍虫も撮影できるので。
⻑⾧長野県阿智村 昼神・駒つなぎの桜 早朝背景の⼭山に霧がかかることがあり、素晴らしい⾵風景にお⽬目にかか

ることがある。数年年前から⼿手前にある⽥田んぼへの⽔水はりが、取りやめ
られたのはとても残念念です。

⻑⾧長野県岡⾕谷市 横河川⼟土⼿手の桜並⽊木 戦後間もないころ、戦友の死を供養するために全⻑⾧長4kmの川⼟土⼿手に桜
を植えたと伝えられています。上諏訪の川⼟土⼿手にも同じように植えら
れていて、諏訪湖周辺は撮影スポットがたくさんあります。

⻑⾧長野県飯⽥田市 夜川瀬堤 ライトアップされた、ひときわ艶やかな枝垂れ夜桜は、⾄至福のひと時
です。

岐⾩阜県岐⾩阜市 ⾦金金華⼭山麓の⻑⾧長良良川沿い 古⽊木が多いですが⼀一⾒見見の価値あり。
岐⾩阜県各務原市 境川沿い 境川堤を歩けば⾞車車を気にすることなく。のんびり花⾒見見ができます。花

⾒見見シーズンは、臨臨時の駐⾞車車場もでき、川⾯面に映りこんだ桜もきれいで
す。桜に包み込まれて、素晴らしいです。

岐⾩阜県各務原市 新境川堤両岸⼀一帯 桜だけでなく電⾞車車の鉄橋や出店などがあり、⾒見見た⽬目の景⾊色や情緒が
あって⼼心が和みます。

岐⾩阜県下呂呂市 苗代桜 樹齢400年年の古⽊木が2本並んで咲いた姿が、⼿手前の⽔水を張った⽔水⽥田に映
り、素晴らしい姿を⾒見見せてくれる。撮影スポットとしても知られ多く
のカメラマンで賑わっている。

岐⾩阜県可児市 久々利利・⼋八剱神社前の桜 4⽉月の第2週に久々利利のお祭りがあります。ここ最近だいたい桜のピー
クとお祭りが合うので、お祭のお客さんは⼭山⾞車車でやるカラクリや獅⼦子
舞を眺めながら、同時にちょっとした花⾒見見も楽しんでみえます。私は
毎年年、お祭りの何らかの役が回ってくるので、あまり楽しむ余裕があ
りませんが・・・。

岐⾩阜県⼭山県市 伊⾃自良良 花⾒見見客がほとんど来ない⽳穴場。ただし、夜は照明がありません。川の
⼟土⼿手に沿って1kmはある桜並⽊木。川側は広い平らな草地になっており
撮影、花⾒見見⾷食が楽しめます。毎年年、家族で花⾒見見と撮影を楽しんでいま
す。

岐⾩阜県中津川市 苗⽊木城さくら公園 １０ヘクタールのさくら公園⽤用地内に、700本ものソメイヨシノが咲き
誇ります。中津川市苗⽊木地域を⼀一望する眺めも素晴らしく、市街地よ
りも少し遅めの春の開花期には、全⼭山が鮮やかなピンク⾊色に染まり、
夜のライトアップをはじめ、「城⼭山を愛する会」の⽅方々により桜まつ
りも開催されます。「⾶飛騨・美濃さくら三⼗十三選」に選ばれ、例例年年４
⽉月上旬〜～中旬が⾒見見ごろです。

岐⾩阜県本巣市 根尾⾕谷の淡墨桜（うすずみざ
くら）

樹齢1,500余年年、樹⾼高16.3ｍ、幹囲9.9ｍの名桜。満開はつややかな
⽩白、散り際には淡墨⾊色になることから淡墨桜と名付けられました。開
花シーズンには、１⽇日8000⼈人近く訪れます。  「淡墨桜」、「三春滝
桜」（福島県三春町）、「⼭山⾼高神代桜」（⼭山梨梨県北北杜市）は、⼤大正11
年年10⽉月12⽇日に国の天然記念念物に指定され、「⽇日本三⼤大桜」と呼ばれて
います。

岐⾩阜県池⽥田町 池⽥田町周辺 池⽥田町は、温泉もあり景⾊色も素晴らしいと思います。花⾒見見のあとに
ゆっくり温泉で体を癒すといいですよ。

岐⾩阜県荘川村 庄川桜 庄川桜は冬は雪の花、春は花びら、どちらもきれいですよ
静岡県 久能⼭山、駿府城 暖かい⼟土地。⾒見見事に咲いて撮影もでき、ハイキングしながら楽しんで

います。
静岡県 ⼤大沢川沿い ⼩小さな川だが、１km以上の両岸⼟土⼿手に桜⽼老老⽊木が川⾯面に垂れるように咲

く。⼈人通りが少なく、ゆっくり楽しめる。屋台などは出ない。
静岡県 ⽩白蔭さくら 国道1号線側道と沼川に挟まれ延⻑⾧長数km続く桜並⽊木です。根元には⻩黄

⾊色の菜の花が植えられているところもあります。⾓角度度によって⽊木花開
耶姫（富⼠士⼭山）を１枚に納めることも可能です。

静岡県静岡市 ⽇日本平 このスポットは⼟土⽇日は⼤大渋滞になるので、いつも近場で済ましちゃい
ますが、地元なので。

静岡県熱海市 ヒマラヤザクラ 静岡県熱海市のヒマラヤザクラは、有名な河津桜より数カ⽉月早く⽇日本
の桜より早咲きで、11⽉月か12⽉月に咲きます。また、熱海市には熱海桜
もあり1⽉月から2⽉月に咲き、これも河津桜より早いうえに、熱海市にし
かありません。

静岡県熱海市 熱海城 天守閣から町並み、海を桜を⼀一望できる。
静岡県伊東市 伊⾖豆⾼高原桜並⽊木 伊⾖豆⾼高原駅から別荘、保養所地区を経由して⼤大室⼭山⽅方向への道路路の桜

並⽊木（散歩）（バス有）は⾒見見事です。
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静岡県河津町 河津桜 淡いピンクであっという間に潔く散ってしまう染井吉野もいいが、ひ
ときわ濃いピンクで、より⻑⾧長くその⾊色を川⾯面に移す河津桜の華やかさ
は素晴らしい。何より有名でありながら平⽇日は都内の名所に⽐比べ混雑
度度合いが少ないのがいい。私の撮影ポイントは川⾯面と川のほうに伸び
た桜を⼊入れた構図でした。

静岡県河津町 河津七滝（ななだる） 海を⾒見見つつ 　滝をみつつ、桜も⾒見見つつ、楽しくドライブ。
静岡県南伊⾖豆町 みなみの桜 川の両岸に数kmにわたり早咲きの桜並⽊木。
静岡県富⼠士市 岩本⼭山公園 まず世界遺産富⼠士⼭山が⽬目の前にど〜～んと構えていること、ここは梅の

名所であるが、桜も素晴らしい。写真に収めるには、この上ないポイ
ントです。

静岡県富⼠士市 潤井川沿い 河津桜ですが、潤井川沿いにずらーっと咲いています。歩いてでも、
⾞車車でも横を通れます。富⼠士⼭山と重なると、たいへん⾒見見応えがありま
す。

静岡県富⼠士市 広⾒見見公園 公園内の桜並⽊木には歴式的な建造物もあり、また桜の⽊木の森のように
なってる場所もある。他の⽊木もあるけど。桜の⽊木が多い公園です。い
つもワンコの散歩コースにしていますが、幼稚園⼩小学校の⼦子供たちの
遠⾜足⽬目的地にもなってる場所です。

静岡県富⼠士宮市 ⼤大⽯石寺 お寺の境内が広⼤大で駐⾞車車場も完備。桜が境内にたくさんある。芝桜も
あり、富⼠士⼭山が⽬目の前に裾野から頂上まで⼀一望できる。

静岡県島⽥田市 家⼭山鉄橋 ⼤大井川鉄道を⾛走るSLと桜が⾮非常にきれいです。今年年はトーマスとの共
演が⾒見見られるかもしれません。

静岡県島⽥田市 ⽉月坂 お花⾒見見時期になると夜桜、また、隣隣に川が流流れているので桜の花びら
が舞ってとてもきれいです。

静岡県沼津市 光⻑⾧長寺 参道に並ぶ桜並⽊木が素晴らしい。また、境内の桜の巨⽊木が⾒見見事。平⽇日
がお勧め

静岡県浜松市 芳川河畔の桜並⽊木 仕事中に通りかかった芳川の桜並⽊木道に⾒見見とれ、いつも⾞車車に載せてい
るデジカメで、しばし時間を忘れ何枚も撮りました。枝垂れ桜ではあ
りませんが、流流れるように川⾯面に伸びる枝振りは実に⾒見見事でした。

静岡県浜松市 船明ダム公園 ダムが⾒見見える堰堤で、200ｍの桜のトンネルが⾒見見事です。特に地表にカ
メラを置いて、⿂魚眼レンズで撮影すれば、ベストショットが撮れま
す。

静岡県浜松市 ⻑⾧長坂桜堤 浜松市中区富塚町の段⼦子川沿いの緑地の桜並⽊木（ソメイヨシノ）で
す。地元住⺠民が植えたもので、河⼝口の佐鳴湖公園（枝垂れ桜など植
栽）と併せて桜の名所になっています。

静岡県浜松市 都⽥田川堤防 浜名湖北北岸にある気賀関所からはじまる「姫様道中」が都⽥田川の堤の
桜の下を⾏行行く時は桜と姫様のお籠籠がポイントとなる、毎年年写真コン
クールが⾏行行われる。

静岡県浜松市 浜松城 家康君のイメージキャラで売出し中の浜松城は桜並⽊木がたくさんあり
市⻑⾧長はじめ市⺠民で応援しています！ 　⼟土⽇日などは駐⾞車車場は⼤大混雑、タ
クシー・バスで来る⼈人たちで⼤大賑わいですよ。

愛知県名古屋市 ⼭山崎川 川沿いに桜並⽊木がかなり⻑⾧長い範囲で続いています。花⾒見見の時期には⼈人
出も多い有名な場所ではありますが、それだけ内容の濃いスポットで
す。夜は部分的ではありますがライトアップもされて幻想的な雰囲気
になります。

愛知県名古屋市 ⾼高岳（たかおか） 桜通り泉２丁⽬目交差点の北北側の桜は、とても早く咲きます。なぜか分
かりませんが  ３⽉月の中旬には咲き始め、名古屋では都市伝説のひとつ
になっています。「⽇日本で⼀一番早い桜」と評判で、地元テレビでも取
材されています。1本ではなく、この通りの桜が数本⼀一緒に咲くので、
早咲きの桜ではなく、⽇日照時間の違いではないかといわれています。

愛知県名古屋市 庄内緑地公園 桜の種類も多く、交通の便便もよい、家族連れもデートも。宴会ができ
る場所が多い

愛知県名古屋市 扇川 サクラ並⽊木が続く川沿いの並⽊木はゆっくり撮影が楽しめます。野⿃鳥が
サクラの蜜を吸いにくるのも観察できます。

愛知県名古屋市 東⼭山植物園 桜の回廊というエリアがあり、いろいろな種類の桜が楽しめます。桜
を⾒見見ながら回廊あるいたり、レジャーシートをひいてお弁当を⾷食べた
り、写真を撮影したり、おもいおもいの桜が楽しめる場所です。

愛知県名古屋市 藤が丘駅周辺 藤が丘駅を降降りると駅周辺に桜並⽊木があってきれいですよ。
愛知県名古屋市 平和公園 ソメイヨシノを主とした「桜の園」とその周辺には、カンヒザクラ、

エドヒガン、シダレザクラなど数種が⾒見見ごろ時期が異異なるため、⻑⾧長い
間楽しめる
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愛知県名古屋市 名城公園 公園内にたくさんの桜があり毎年年多くの⼈人が訪れる。公共交通機関
（地下鉄）で⾏行行ける場所、名古屋城を桜の間から⾒見見ることができる。

愛知県名古屋市 ⾬雨池 名鉄「⼤大森駅」から⾬雨池までの道路路が、街路路樹として植えられた桜の
アーケードになっている。 　駐⾞車車場が極めて少ないのが難点だが、駅
から歩いた⽅方が、桜のアーケードを満喫できる。

愛知県名古屋市 東⾕谷⼭山（とうごくさん）フ
ルーツパーク

枝垂れ桜、染井吉野が本数も多くカメラポイントが多くあり、とても
美しいです。遠⽅方からも多くの⾒見見物⼈人が来られます。名古屋の名所で
す。

愛知県名古屋市 鶴舞公園 桜はもちろん、ここにある荻野茶茶屋の唐揚げと味噌⽥田楽がとても美味
しいのです。毎年年、嫁さんと愛⽝犬を連れて訪れ、荻野茶茶屋で唐揚げと
⽥田楽定⾷食を頂き、⽝犬の散歩⽅方々桜を観賞するのが通例例です。最⾼高です
よ！

愛知県⼀一宮市・江南市 ⽊木曽川堤 堤防道路路を⾞車車で⾛走っても（通⾏行行⽌止めになる期間がありますが）、堤防
下の遊歩道を歩いても⾃自転⾞車車に乗っても桜を楽しめます。広いので、
⼈人が多くても撮影できます。現地では⼊入場料料などはかかりません。駐
⾞車車場も無料料で、桜以外の花もきれいな⼤大きな公園もあります。

愛知県岡崎市 岡崎公園 川⼟土⼿手⼀一⾯面の桜並⽊木を船の上から眺める。
愛知県⼩小牧市 ⼩小牧⼭山 わずか86ｍあまりの⼭山ですが、下の桜を⾒見見て頂上に上がれば、歴史館

があり、天気が良良ければ濃尾平野を⼀一望できます。御嶽⼭山、伊吹⼭山、
⽝犬⼭山城、岐⾩阜城、名古屋城も⾒見見えます。

愛知県豊⽥田市 ⽔水源公園 ダム湖に映る桜並⽊木。
愛知県豊橋市 豊橋運動公園 背景に三河富⼠士が⼊入り、⽔水神池の⽔水⾯面に映る桜はきれいですよ。
愛知県半⽥田市 雁宿公園 千本桜です。昼もたいへん美しいですが、夜間はぼんぼりの明かりに

照らされて、とても幻想的です。
愛知県瀬⼾戸市 ⽔水無瀬川堤防 平⽇日昼間⼈人少ないのでゆっくり⾒見見物ができる。⾮非常にきれいですよ。
愛知県清須市 清洲城 城と桜がベストマッチして、ＧＯＯＤ！！！！
愛知県岩倉市 五条川 五条川両岸の桜が、川⾯面の上を左右より重なり咲く⾵風景が延々と続

く！また、桜まつりの期間中は夜ライトアップされたり、⼟土⽇日には
「のんぼり洗い」の実演が桜の下の流流れで⾏行行われます。

愛知県豊川市 佐奈奈川の桜 佐奈奈川（さながわ）堤防の内側の河川敷は菜の花が満開、堤防は桜が
満開。これが延々と続き⻩黄⾊色とピンクのコントラストは素晴らし
い・・・たぶん東三河近在の⼈人のみ知り、他県他市の⼈人はこんな場
所、知らないでしょう。

三重県津市 偕楽公園 桜もスポットライトできれいです。串串刺刺し⾁肉、トウモロコシもおいし
いです。

三重県伊勢市 宮川堤防 伊勢神宮にほど近い宮川堤防沿いの桜並⽊木は、⾵風情や情景ともに抜群
でお花⾒見見を楽しんでもよし、撮影や景観を楽しんでもよし、清流流宮川
の⾵風景写真が楽しめること間違いないです。

三重県桑名市 九華公園 桑名城址濠のボートから桜⾒見見物、濠をまたぐ深紅の橋下を寝そべって
通過するスリル満点の花⾒見見です。

三重県紀北北町 始神峠（熊野古道伊勢路路） 熊野古道始神峠の⼊入り⼝口の広場です。熊野古道を歩いたあと、海を
バックにのんびりできます。

滋賀県⼤大津市 ⽐比叡⼭山坂本 ⾃自然いっぱいの⼭山裾に、寺院と⺠民家の⻑⾧長閑な環境。枝垂れ桜が⼭山野を
背景に物静かに匂い誘う。

滋賀県⾼高島市 海津⼤大崎 桜並⽊木が続きます。船からの景⾊色も楽しめます。「⾼高島市観光課」で
検索索してください。

滋賀県⼤大牟⽥田市 延命公園 意外に注⽬目されない⽳穴場的名所。若若い⽊木も多く、花は⼒力力強い。ライト
アップもされるが、宴会組が少なく、デートにおすすめ。

滋賀県彦根市 彦根城 彦根城内いろは松から、彦根城天守の夜桜。多くの⽅方々が撮られるス
ポットで特に夜桜は美しいものです。かなり腕が要求されると思いま
す。

京都府 インクライン ＪＲ京都駅⇒東福寺⇒清⽔水寺⇒知恩院⇒インクライン（お昼の宴会）
⇒南禅寺⇒哲学の⼩小路路⇒銀閣寺⇒BUS⇒祇園（夜の宴会）のパターン
で毎年年ジム友達と⾏行行ってます。

京都府 淀川と⽊木津川の合流流地点付近 桜以外が⽬目に⼊入らない⽴立立地と景⾊色。⼈人以外が⼊入れないことから安⼼心し
てゆっくり散策できること。最寄り駅からも近いこと。休憩できる適
当な広場もあり、年年齢関係なくのんびりできる。

京都府京都市 円⼭山公園 円⼭山公園、平安神宮、知恩院、複数の美術館、観光名所が⽬目⽩白押し。
気の向くままに散歩しながら、いろいろ楽しめます。
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京都府京都市 祇園⽩白川と円⼭山公園枝垂れ桜 桜の持つ妖艶さと幻想的雰囲気がまわりの雰囲気との相乗効果。宴会
が賑やであろうが、まったく気にならないし、⼈人出が多いことで雰囲
気も上がっている。

京都府京都市 京都府⽴立立植物園そばの鴨川堤
の桜並⽊木

広々とした鴨川河川敷から⾒見見上げる堤の上の桜並⽊木が満開のときは、
構図も取りやすく、特に昼下がりの天気のいい⽇日には左岸（東側）の
並⽊木が本当にきれい。

京都府京都市 京都府⽴立立植物園に沿った賀茂
川左岸の堤防「半⽊木の道（な
からぎのみち）」

賀茂川左岸堤防の８００ｍの枝垂れ桜のトンネル。ピンクに染まった
散策路路をぶらぶら歩いてみたり、賀茂川へ降降りてみたり、府⽴立立植物園
の桜を⾒見見たり、楽しいお散歩ができますよ。

京都府京都市 京都府⽴立立植物園 植物園内は、ソメイヨシノなどの⼤大きいものが多数あり。外の鴨川沿
いには枝垂桜が多数あり、いずれも⾮非常にきれいです。

京都府京都市 半⽊木（なからぎ）の道 半⽊木（なからぎ） 　鴨川沿いの枝垂桜は絶品。植物園も近く1⽇日ゆっく
り楽しめます

京都府京都市 京都御苑 旧宮家の桜の古⽊木。満開時の美しさは⾒見見もの
京都府京都市 京都国際会議場 桜の開花には、さまざまな影響を受けます。周囲に家屋や舗装道路路が

あるか、寒冷冷地か、⾵風が強いかによって桜のもつ⼒力力が違います。こ
こ、宝ヶ池周辺の桜は、条件が整っているせいか、花のつき⽅方、⽊木の
⼒力力が素晴らしく、池や川に反射した春光を受けて咲く様は、感無量量で
す。

京都府京都市 ⽟玉川堤 川幅10m程度度の両岸より河原の⽅方に枝を伸ばしたソメイヨシノその真
ん中を１m⾜足らずの川が流流れ、河原の新緑の草のグリーンと相まっ
て。正に桃源郷を思わす⾵風景です。また、⼭山⼿手にある地蔵院の枝垂れ
桜も⾒見見事です。

京都府京都市 嵯峨トロッコ列列⾞車車の沿線 ⾵風光明媚な中で、撮影スポットが⽬目⽩白押しです！
京都府京都市 上賀茂神社 ２本の⼤大きな枝垂れ桜 　ピンクと⽩白い桜
京都府京都市 仁和寺の御室桜 ⼿手の届くところ、視線の位置で観察でき、撮影にも最適。あまり⻑⾧長く

⽴立立ち⽌止まると他の⼈人に迷惑がかかるのでご注意。
京都府京都市 川端通 松ヶ崎橋から加茂⼤大橋まで200本の桜が10ｍおきに「⽐比叡⼭山」「法」

「⼤大⽂文字」を背景に咲き誇っている景⾊色は圧巻 　遊歩道の散策を兼ね
て弁当でも広げながらの花⾒見見は最⾼高 　もちろん撮影にも最適

京都府京都市 善峰寺 徳川綱吉の⺟母・桂昌院が再興したお寺。約3万坪の敷地の⼭山腹に桜が咲
いている。特に、樹齢300年年以上の桂昌院桜は⾒見見事である。⼭山の⾼高台か
らは桜の景⾊色と京都市内の絶景を⾒見見ることができる。

京都府京都市 醍醐寺 豊⾂臣秀吉が、花⾒見見を盛⼤大に⾏行行ったところで、樹齢の⻑⾧長い、ボリューム
のある桜が多い。秀吉も当時この桜を⾒見見たのかと歴史を振り返りなが
ら散策するのが楽しみ。

京都府京都市 哲学の道 ⾞車車道がないため、煩わしい近代的騒⾳音から解放されて、⾵風に舞う花弁
の囁きが聞こえそうな散策が、花⾒見見気分を⾼高めてくれて最⾼高！！

京都府京都市 天神川沿い（四条から五条あ
たり）

宴会してる⼈人もいますが通り抜けて散歩コースにもってこい。五条⼿手
前にある陸陸橋からは圧巻です。

京都府京都市 東寺（とうじ） 移植された桜が五重塔と相まって絶好の撮影ポイント
京都府京都市 平安神宮 ⽇日中は⼈人も多く賑わっています。船から⾒見見上げる桜も良良いです。夜桜

はライトアップされていて幻想的です。いろんな桜の表情を、さまざ
まな時間で楽しめます。

京都府京都市 平野神社 枝垂れやヨシノ等いろいろな種類が咲きまた写真栄えする建物があり
周辺にもたくさんの桜スポットがあるから

京都府京都市 有栖川宮旧邸 ⾨門の脇から広がるように咲く桜はライトアップされて、より⼀一層雄⼤大
に⾒見見えます。

京都府京都市 嵐嵐⼭山〜～仁和寺〜～⿓龍龍安寺 ⼈人はたいへん多いのですが交通の便便が良良く 　開花時期が適度度にずれて
いてどこかが丁度度よく満開になり桜の時期は毎週出かけられる。

京都府京都市 賀茂川沿い 出町柳柳から北北の賀茂川に沿って、北北⼭山通りまで桜並⽊木が続きます。特
に植物園横の半⽊木の道がお勧めです。⾞車車の交通量量が多いのが難点です
が、東側の⾼高野川沿いもいいですよ。

京都府京都市 ⻄西陣・⾬雨宝院 ⼩小さな寺院の境内いっぱいに「紅枝垂れ」や「歓喜桜」や⻩黄桜の⼀一種
「御⾐衣⻩黄」が咲いています。

京都府京都市 嵐嵐⼭山・嵯峨野 例例年年２泊３⽇日で桜撮影旅⾏行行に⾏行行くが、狙ったポイントの開花時期が外
れても、いくらでも代替ポイントが⾒見見つかるので、無駄⾜足にならない
ことが⼀一押しの理理由。
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京都府京都市 嵐嵐⼭山“桜守”さんのしだれ桜 桜守さんは何代も続く植⽊木屋さん。⽇日本全国を回り桜の種を集めて育
てておられる。この⽅方のお庭に⽴立立派に育った桜の⽊木がある。⼊入場料料も
取らずにライトアップしたお庭が開放されている。⾞車車は駐⾞車車場がない
のでアクセスには苦労するが、とても美しい。もちろん宴会はできな
いが、椅⼦子などもありしばらくは⾒見見上げたりして時間を過ごすことが
できる。桜守さんは「桜は下から⾒見見ると花がきれいに咲いている」と
お話になっていた。

京都府美⼭山町 ⼤大野ダム公園 ダム公園⼀一帯に桜の⽊木があり、種類も多い。⼤大きな桜も多いので⾒見見応
えあり。⼈人が多くてもゆったりとお花⾒見見をすることができる。

京都府⼋八幡市 三川合流流 約1400ｍにわたる⽊木津川、宇治川の堤防の両側に咲き誇っている。ゴ
ミが少ない。⾞車車が通らない。宴会が少なくバーベキューのエリアが決
められている。

京都府⻲亀岡市 七⾕谷川（和らぎの道） 親⽔水公園になった川の両岸に1km以上⽴立立ち並ぶ桜は、古⽊木あり、若若⽊木
あり。川に降降りて⾒見見上げる岸の⾵風景は絶品の⼀一⾔言。

京都府宇治⽥田原町 宇治⽥田原町役場裏裏の川沿い ⼈人が少ない。菜の花も咲いていることがある。⾃自然が多く写真を撮る
のに向いている

京都府舞鶴市 吉⽥田の枝垂桜 曹洞洞宗⾦金金剛⼭山瑠璃寺の枝垂桜は、樹齢３００年年とも５００年年ともいわ
れ、⾼高さ８ｍもあり枝が何本にも分かれ、⾼高台の境内から滝のように
垂れ下がって美しい。特に⾒見見ごろを迎えると、ライトアップとキャン
ドルイルミネーションが⾏行行なわれ、夜の闇に浮かび上がったしだれ桜
の幻想的な美しさが、⼈人々を魅了了する。

⼤大阪府⼤大阪市 三光神社 三光神社から⼤大阪城にかけて、いくつも公園があり桜が植わってい
る。毎年年散歩がてら桜を⾒見見に⾏行行く。

⼤大阪府⼤大阪市 造幣局 全国の⼋八重桜が集まっている。引いてよしアップでよし逆光で撮る花
⼀一輪輪の透明感なおよし。美⼈人そのもの。

⼤大阪府⼤大阪市 ⼤大阪城 広い敷地にたくさんの桜。ぐる̶—っと⼀一周お散歩しながら撮影。⼤大阪
城がらみの桜もいい感じです。

⼤大阪府⼤大阪市 ⽑毛⾺馬桜ノ宮公園 桜並⽊木だけでなくそばに川があり、桜⽬目当ての観光船が⾏行行き交いこの
場所にしかない⼼心地良良い雰囲気があります。毎年年この場所で花⾒見見（宴
会）をしていると春がやってきたと実感します。

⼤大阪府⼤大阪市 城北北公園 毎朝の散歩で3⽉月下旬から城北北公園の「ソメイ吉野」の開花から4⽉月中
旬ごろまで桜華吹雪を鑑賞できます。続いて公園内池の周囲に植えて
ある「⼋八重桜」が、鑑賞の場所によっては⽔水⾯面に映りだされ、散歩が
楽しみです。

⼤大阪府⼤大阪市 信貴⼭山 ⽬目下に桜が⾒見見れます。いつも⾒見見上げて⾒見見る桜とはちがう感じ。花びら
が舞って、良良いときには桜の絨毯になります

⼤大阪府茨⽊木市 茨⽊木弁天 桜祭りが開催され、ライブイベント等も同時に⾏行行われる。
⼤大阪府茨⽊木市 桜ノ宮 桜ノ宮（⼤大川沿い）に咲く桜は⾒見見学に⾏行行くには便便利利で桜ノ宮の駅を降降

りたところが⼤大川となっていて、そこから始まる2.5km  の河川敷公園
に咲く4800本の桜は⾒見見事です。

⼤大阪府茨⽊木市 桜通り 旧茨⽊木川の後にできた⻑⾧長細い公園。両側に桜の⽊木が植えてあり桜のト
ンネルの中を散歩しているよう。

⼤大阪府茨⽊木市 さくら通り 桜並⽊木が素晴らしくきれい。桜並⽊木に沿って公園があるので、のんび
り桜を楽しむ⼈人々もいたりする魅⼒力力的な場所。

⼤大阪府吹⽥田市 関⻄西⼤大学千⾥里里⼭山キャンパス 通常、⼀一般の⽅方で花⾒見見に出かける場所ではないので、学⽣生さんにまぎ
れてのんびりと桜の花を楽しめますし、疲れたらいくらでも学内に休
めるところがあるのもいいですね。

⼤大阪府吹⽥田市 ⻘青⼭山台 桜並⽊木が⾮非常に素晴らしい。
⼤大阪府枚⽅方市 天の川遊歩道 ⾃自然豊かな天の川の両岸ぎっしりと特に枚⽅方⾼高校裏裏と枚⽅方警察横は素

敵。枚⽅方中⼼心市街地のすぐ近くに⾒見見事な桜並⽊木。⾞車車の⼼心配もなく遊歩
道をのんびりと⻘青鷺鷺・⽩白鷺鷺・鶺鴒・ケリ・翡翠の遊ぶ様を⾒見見ながらの
散歩は、浮世の憂さを忘れさせてくれます。

⼤大阪府枚⽅方市 墓地公園 亡くなった⺟母の命⽇日が桜満開の4⽉月。毎年年この時期、⽗父と墓参りをしま
した。その⽗父も亡くなりました。想い出深い墓地公園の桜です。覆い
かぶさって咲き乱れる桜の花の下を通ってお参りをします。⽗父と⺟母が
迎えてくれます。⾃自分にとって最⾼高の「さくらスポット」です。

⼤大阪府豊中市 千⾥里里中央公園 桜が広場や⼩小⾼高い丘などいろいろな場所に植えられており、それぞれ
の場所から違った景⾊色が⾒見見られる。また、ソメイヨシノだけでなく、
しだれ桜や⼋八重桜も植えられている。
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⼤大阪府豊中市 服部緑地公園 お散歩ＯＫ、サイクリング（ママチャリでもＯＫ）休憩所あり。広い
敷地内で、⾃自分の好きな桜⾵風景探しが楽しめますよ。

⼤大阪府河内⻑⾧長野市 南天苑旅館 ⾥里里⼭山の⾵風景が残りその中に⼋八重桜の遊歩道が拵えられている。その起
点に「南天苑」旅館があり庭園はもちろん、岩⾵風呂呂も楽しめます。⾠辰辰
野⾦金金吾設計の貴重な重厚華麗麗な⽇日本家屋旅館です。宿泊はもちろん、
⽇日帰りで桜と⽇日本の⾵風景を楽しめる場所です。

⼤大阪府河内⻑⾧長野市 美加の台中学校北北側スロープ 中学校から⼩小学校に下りていくスロープ。短い区間だがソメイヨシノ
がみごと。⼈人がほとんど通らない。騒がしい花⾒見見客がいない。

⼤大阪府岸和⽥田市 岸和⽥田城 城郭・濠・桜等々のバランスが⽇日本⼀一だ。
⼤大阪府⾼高槻市 摂津峡公園 家から近いこともありますが、春うららを楽しめる散策コース。⼩小⾼高

い丘陵陵地で⼩小回りがききます。家族連れなどが多く、⽇日曜⽇日など地域
の⾼高校の太⿎鼓演奏もあり⼀一⽇日ゆっくり楽しめます。

⼤大阪府交野市 源⽒氏の滝 あまりメジャーではないが、古くは「交野さくら」として有名なス
ポットだったようです。古は貴族が別荘を構えた景勝地。

⼤大阪府⼤大阪狭⼭山市 狭⼭山池公園 池のまわりを桜並⽊木が続きます。それは、森⼭山直太朗さんの『さく
ら』のCDジャケットさながらの光景なのです。知る⼈人ぞ知るお花⾒見見ス
ポットのようです。かく⾔言う私も去年年初めて訪れた場所です…。ポカ
ポカ陽気のお天気の⽇日には、ワンちゃんとお散歩がてら出掛けてみた
いですね。

⼤大阪府池⽥田市 五⽉月⼭山公園 阪急電鉄の駅から近く，あまり混雑しないと⾔言えるのではないでしょ
うか．⾮非常に⼩小さな城址公園もあり．それなりの城址もあり．⼦子供連
れには最適と思いますが。

⼤大阪府⼋八尾市 ⼭山本のさくら通り 近鉄⼭山本駅に⾏行行く川沿いに桜並⽊木がきれいです。散策できれば最⾼高で
すが、駐⾞車車場がなく毎年年、⾞車車から観賞しています。

兵庫県 ⽔水無川⼟土⼿手 １．川幅が狭いので両岸の桜で構図が作れる。２．⽔水⾯面に映る桜、
散った花びらの花筏、浅瀬に屯する鯉や錦鯉等々の多様な構図が得ら
れる。３．周囲に⾃自然さを壊す様な建物等の⼈人⼯工物が少ない。但し、
桜の⽊木が少し若若いのでうまく撮らないと貧弱な写真になります。

兵庫県 美嚢川川辺 河原で広く堰堤に⾒見見応えのある桜堤となっている。
兵庫県明⽯石市 明⽯石公園 公園としてはやや⼤大きな池（剛の池）があり、カモや⽩白⿃鳥が⾶飛来して

いる。桜のトンネルや池の畔の花の枝が⽔水⾯面に⽣生える⾵風景はシャッ
ターを切切るのには絶好です。また随所に芝⽣生がありゴザ（シート）を
敷くのに絶好のスペースが⾮非常に多くあります。宴会、被写体として
もってこいです。

兵庫県芦屋市 芦屋川 宴会が禁⽌止されているので、芦屋川沿いに満開の桜をゆったりと楽し
める。

兵庫県神⼾戸市 神⼾戸市⽴立立王⼦子動物園 花⾒見見と動物園が同時に楽しめます。また、期間限定の夜桜通り抜けも
開催されます。宴会禁⽌止場所なので⽐比較的静かに夜桜を観賞できま
す。

兵庫県神⼾戸市 岡本南公園（通称桜守公園） 閑静な住宅宅街にある桜⽊木のみが植わっている公園です。⽔水上勉⽒氏の⼩小
説「桜守」のモデルとなった笹部新太郎郎⽒氏の邸宅宅跡が公園になり「サ
サベザクラ」「エドヒガンザクラ」「オカモトザクラ」など30本ほど
が⾒見見事に咲く公園です。阪急岡本駅から5分ほどの距離離にあります。

兵庫県神⼾戸市 垂⽔水健康公園 桜並⽊木と桃源郷の桃の花がだいたい同時期に咲くので、両⽅方楽しめま
す。遅めに咲く⼋八重桜も⾒見見事。アップダウンのない歩きやすいウォー
キングコースがきれいなので、お年年寄りや⼦子供もお花⾒見見しやすい。⾼高
台にあるので、その公園から海も⾒見見える。

兵庫県神⼾戸市 有⾺馬温泉 温泉に⼊入って、のんびり桜を⾒見見ることができる。夜桜も暖かく⾒見見るこ
とができる。

兵庫県神⼾戸市 会下⼭山（えげやま）公園 会下⼭山公園は神⼾戸市内のほぼ中央に位置し、市内が⼀一望できる⼩小⾼高い
⼭山で、普段から市⺠民に親しまれている。また楠⽊木正成の湊川の合戦の
ゆかりの地でもある。この⼭山⼀一⾯面に咲き誇るソメイ吉野は美しく春の
到来を告げてくれる。毎年年、この桜の下で、親しい仲間と⼿手料料理理の弁
当を⾷食べながら、酒を酌み交わして花⾒見見をするのを楽しみにしてい
る。

兵庫県宝塚市 阪神競⾺馬場内のコースわきの
芝⽣生の丘

みんなで料料理理を持ち寄ってピクニックができるのと桜花賞の時には必
ず桜が咲いているので、確実に桜が⾒見見れます。

兵庫県宝塚市 清荒神清澄寺 ⼭山桜とお⼿手⼊入れ桜のどちらもきれいなので、弁当持ちで⾏行行きます
兵庫県宝塚市 宝塚市歌劇前通称「花の道」 道路路に沿って両側に林林⽴立立、遠近感抜群、いわゆる「絵」になる⾵風景
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兵庫県たつの市 ⿓龍龍野公園 播磨の⼩小京都と呼ばれる城下町⿓龍龍野の『ひと⽬目三千本』と呼ばれる桜
並⽊木が⾒見見事である。

兵庫県⻄西宮市 夙川河畔、阪神電⾞車車⾹香櫓櫓園駅
〜～阪急電⾞車車苦楽園⼝口駅

夙川の両岸は⾹香櫨園駅から苦楽園駅にかけてずらーりと桜が咲き誇
る、JRや阪急の鉄橋も趣があり、駅から駅へぶらりと歩けば撮影ポイ
ントが無数にある。

兵庫県⻄西宮市 夙川公園 川沿い両岸に桜並⽊木があり、私鉄・ＪＲの鉄道橋がまたぐので撮影ポ
イントが多い。

兵庫県姫路路市 姫路路城 花を愛で、野⿃鳥のさえずりを⿎鼓膜にひびかせながら美味なお弁当を⾷食
べ、さらに眼前に広がる世界遺産の荘厳な城郭が遠景としてそびえ⽴立立
つ景⾊色は想像するだけでワクワクしませんか？

兵庫県養⽗父市 みづめ桜 雪を頂く氷ノ⼭山を⾒見見ながら1時間弱の登⼭山道を登った末に出会えるエド
ヒガン。急斜⾯面にひっそりと⾒見見事な花を咲かせる姿がとても清らかで
美しい。

兵庫県養⽗父市 養⽗父神社 桜まつりの期間中、七五三参りもあって賑やかなこともあり、⾚赤い欄
⼲干も桜とよくマッチする。

兵庫県加古川市 ⽇日岡⼭山公園 ⾃自動⾞車車で通り抜けもでき、駐⾞車車場に⽌止めて公園をぶらぶらできるか
ら。

兵庫県三⽥田市 郷の⾳音ホール（三⽥田市総合⽂文
化センター）

川沿いに数km続く遊歩道で、桜の下で⾃自由にシートを広げられる。今
はまだ⼈人数も少なく、ゆったりしている。

奈奈良良県 佐保川 何kmも桜並⽊木が続き、佐保川の堤防が散策路路になっており、とてもき
れい。我が家からは近いので、カセットコンロを持って⾏行行き、おでん
を炊いたりして家族で宴会（？）をする。孫たちは、川の⾶飛び⽯石など
で遊んで、家族みんなが楽しめる最⾼高の場所。

奈奈良良県奈奈良良市 佐保川川路路桜・⼤大仏鉄道記念念
公園しだれ桜

桜のトンネル  。樹齢１６０年年の川路路桜と夜間のライトアップ。佐保川
北北側⼟土⼿手、南側⼟土⼿手。往復復で観賞できる。桜三昧。

奈奈良良県奈奈良良市 奈奈良良公園 奈奈良良で⼀一番早く咲く桜として知られる、氷室神社の枝垂れ桜。その
後、遅咲きの⼋八重桜まで約１カ⽉月間楽しめる。

奈奈良良県桜井市 談⼭山神社 紅葉葉で有名ですが桜の⽊木も多くあり隠れた名所です。
奈奈良良県天理理市 天理理ダム 意外に知られていない公園があって、いろいろな種類の桜が咲いてい

た。また、⼩小川が流流れていて、いろいろな撮り⽅方を楽しめる。
奈奈良良県吉野町 吉野⽔水分（みくまり）神社 吉野⼭山の中腹にあるこじんまりした古い神社です、シーズン中は花⾒見見

客結構ありますが庭にある桜の古⽊木を神社の廊下にそのまま腰掛け写
真撮影ができます

奈奈良良県吉野町 吉野⼭山 下千本（しもせんぼん）、中千本（なかせんぼん）、上千本（かみせ
んぼん）、奥千本（おくせんぼん）と呼ばれており、例例年年4⽉月初旬から
末にかけて、下→中→上→奥千本と、⼭山下から⼭山上へ順に開花してゆ
くため、⻑⾧長く⾒見見頃が楽しめます。

奈奈良良県宇陀市 ⼜又兵衛桜 宇陀市本郷のしだれ桜は⼤大坂の陣で活躍した後藤⼜又兵衛の屋敷後に豪
快に枝を広げるその姿を、⽊木⽴立立の新緑と桃の濃い紅⾊色をバックに撮
る。

奈奈良良県桜井市 ⼤大美和の杜展望台 三輪輪⼭山を背景に、⼤大和三⼭山から⼆二上⼭山を望むことができ、万葉葉の世界
に浸りきることができる。

奈奈良良県曽爾村 屏⾵風岩桜公苑 4⽉月末、⾼高原に咲く遅咲きの桜。樹齢50年年以上の桜が50本、村中⾃自然
豊かな景⾊色の中で春を知らせてくれます。

奈奈良良県⼤大和⾼高⽥田市 ⾼高⽥田川堤 川の両岸に植わった桜の枝が川⾯面に張りだし、満開時にはさながら桜
花のトンネルと化す。⽔水⾯面に散らばる桜吹雪もまたよし。

奈奈良良県明⽇日⾹香村 ⽢甘樫丘（あまかしのおか） ⾒見見晴らしのいい⽢甘樫丘は、とてもキレイで、⼤大和三⼭山や明⽇日⾹香の⾵風景
を眺めていると最⾼高なお花⾒見見場所です。

和歌⼭山県和歌⼭山市 河⻄西公園 我が家の裏裏⾨門を⼀一歩出たら、1周4kmの公園内の真ん中あたりに⼊入れま
す。桜並⽊木は公園の南端にあるトリムコースの東端から⻄西端のサッ
カーグランドまで2kmほど続いています。ここは⽇日ごろから散歩コー
スですが、この時期はお天気に恵まれたら、毎年年散歩しながら両側の
桜を撮り続けて動画等をブログにＵＰしています。他にも中央寄り
や、東側、北北側の植栽エリアにも桜がたくさん植えられていて、この
時期の公園内はブルーシートのお花⾒見見客で賑わっています。我が家の
リビングから庭先に⾒見見える1本は居ながらにしてお花⾒見見できます（⾬雨の
⽇日もガラス越しに・・）毎年年独占してます。

和歌⼭山県和歌⼭山市 和歌⼭山城 満開の桜と和歌⼭山城のコラボレーションが格別。雄⼤大で⽇日頃の疲れも
⼀一瞬で吹っ⾶飛んでしまいます。
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和歌⼭山県岩出市 根来寺 古⾵風なお寺とたくさんの桜が、いにしえにタイムスリップしたように
感じて、とても落落ち着きます。祝祭⽇日には⼤大阪からもたくさんの⼈人が
訪れるので、平⽇日に⾏行行ければ⼈人もやや少なくて、くつろげます。

⿃鳥取県⿃鳥取市 袋川桜⼟土⼿手 近所で⾏行行きやすいから。⿃鳥取市随⼀一の桜の名所
⿃鳥取県⿃鳥取市 ⿅鹿鹿野城跡 池の両側にある桜が池に覆いかぶさって、⽔水⾯面に桜が映り込んできれ

い。また奥にある⾚赤い橋が映える。⽅方⾓角的に午後からの撮影がおすす
め。

島根県松江市 松江城⼭山公園 天守閣・⽯石垣・堀、堀川を巡る船などと桜、平凡な⾵風景だけれど、ど
う切切り取って写真に収めるか、いつも楽しみです。

島根県松江市 松江城 周辺の景観に映える桜の美しさ（⻘青空と緑の中の淡いピンクと、⿊黒の
中にライトアップされた桜⾊色）を楽しめます。

島根県松江市 ⼤大根島・⼤大塚⼭山 ⼤大塚⼭山には⼤大きな桜の並⽊木があります。公園になっていて景⾊色も良良く
⼀一望できます。⾞車車で⾏行行けて便便利利です。近くの⼩小学校の校庭には⼤大⼈人３
⼈人で抱えるような⼤大⽊木の桜があり、とても感動します。

島根県安来市 尼⼦子の⾥里里 桜と雛祭りを同時に楽しむことができる 　町内では各年年代の雛壇飾り
武者⾏行行列列、河川敷では桜ひな流流し等イベントがあり、幼児から年年配の
⽅方まで被写体になり楽しめる。

島根県雲南市 斐伊川堤防桜並⽊木 桜の花がダイナミックな雰囲気。⼀一部ではなく並⽊木の花全体で⾒見見たほ
うが良良い。まるで真夏の⼊入道雲のようだ。並⽊木の中に⼊入っても花が美
しく⾒見見える。

島根県浜⽥田市 浜⽥田⾼高校の通学路路 登校する並⽊木道に春になるとたくさんのサクラが咲きます。そこを通
る学⽣生たちの姿はとても絵になります。

岡⼭山県岡⼭山市 曹源寺 岡⼭山では津⼭山の鶴⼭山公園、後楽園外の旭川畔が⼀一般向きですが、曹源
寺境内はこぢんまりした和⾵風の庭園にしだれ桜が⽬目を引く、いい写真
になります。

岡⼭山県岡⼭山市 岡⼭山後楽園 ⼊入場は有料料。桜の⽊木の下は芝⽣生広場。酔っ払い客を指導している。安
全で安⼼心。広々とした景勝地。

岡⼭山県倉敷市 円通寺 ⼩小⾼高い⼭山の上にお寺があり、道中・公園内に桜が咲いている。また、
眼下には瀬⼾戸内海や⼯工業地帯が望める。

岡⼭山県津⼭山市 鶴⼭山公園 お城の跡地にあり、⽯石垣を登っていくと眼下に桜の海が望めます。⾒見見
上げる桜もいいと思いますが、⾜足元に広がる桜⾊色の海もまた別世界で
いいもんです。こういった桜⾒見見物エリアは、なかなかないと思いま
す。

岡⼭山県真庭市 吉念念寺の醍醐桜 岡⼭山県の天然記念念物に指定され、「新⽇日本名⽊木百選」にも選ばれた桜
である。⽬目通り7.1m、根元周囲9.2m、樹⾼高18mの巨樹である。丘の
上に1本だけすっくと⽴立立っている姿は凛々しく神々しく⾒見見える。ぜひ⼀一
度度お越しください。

広島県広島市 安芸津正福寺 瀬⼾戸内海の海辺であり、桜のピンクと海のブルーと⽵竹林林の緑の⾵風景が
すがすがしさと清廉な気持ちを感じる。

広島県広島市 ⻩黄⾦金金⼭山（おうごんざん） 桜のトンネルを通りながら頂上まで桜並⽊木が続く広島市内の名所。
広島県広島市 江波⼭山 ⼩小⾼高い⼭山の上で、散策しながら花⾒見見ができる。また、ココでしか⾒見見ら

れない『エバヤマザクラ』の鑑賞ができる。さらに、江波⼭山気象館は
趣のある建物で、桜とのコラボレーションも楽しめる。

広島県広島市 神原のしだれ桜 ⺠民家の庭にあるしだれ桜の古⽊木、ソメイヨシノほどの派⼿手さはない
が、太い幹と細く垂れ下がった幹に咲く⼩小さな花弁。なんとも形容し
がたい美しさ。

広島県広島市 造幣局広島⽀支局 ⼋八重桜が５⽉月下旬頃満開になる。約1週間、⼀一般公開される。ソメイヨ
シノとは違ったサクラを⾒見見ることができる。夜間照明もあり幻想的で
ある。

広島県広島市 不不動院 国宝の建物と庭園がありますが、⼈人が少なく落落ち着いてお花⾒見見や撮影
が楽しめます。

広島県福⼭山市 佐波城⼭山公園 浄⽔水場跡地が公園に整備されて2年年⽬目。雰囲気の良良い、⼤大きい桜が多く
あります。

広島県庄原市 千⿃鳥別尺の桜 ⽥田んぼに⽔水を張ってあり、そこに映り込む桜がまた美しく、⼣夕⽅方から
ライトアップされる時期がまた格別！ 　１本桜ながら樹齢のわりには
まだまだ元気です。

広島県東広島市 憩いの森公園 坂を上っていくと３６０度度⾒見見渡す限り桜で、その下でのご飯は最⾼高に
美味しいです。
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広島県安芸太⽥田町 与⼀一野のしだれ桜 しだれ桜⼀一本だけど、その前に丸い⽔水⽥田があり、⽥田植え前に⽔水を張っ
た時が桜満開。花弁が⽔水⾯面に浮かび桜全体も写り最⾼高のスポットで
す。桜名は与⼀一桜と命名されている。

広島県安芸⾼高⽥田市 ⼟土師（はじ）ダム ダム湖に沿って咲いている桜を⾒見見ながら散歩したり⾞車車をゆっくり⾛走ら
せているときに、⾵風に舞う花びらを⾒見見ていると最⾼高です。

広島県呉市 野呂呂⼭山さざなみスカイライン スカイラインの両サイドに⾒見見事な桜並⽊木があります。素晴らしい光景
です。

広島県廿⽇日市市 宮島 紅葉葉とは異異なる淡い⾊色の宮島が美しい。桜に囲まれる五重塔、海の⾒見見
える桜並⽊木、桜の下で⿅鹿鹿が戯れる公園など⾒見見どころが多い。

⼭山⼝口県⼭山⼝口市 維新百年年記念念公園 あらゆるシチュエーションの撮影が可能な桜の数と咲き⽅方が楽しめ
る。

⼭山⼝口県⽥田布施町 桜橋 川⼟土⼿手の両サイドに植樹後55年年ぐらいの桜並⽊木が地元の⼈人達に守られ
ながら毎年年桜祭りが盛⼤大に開催され続けている。⽡瓦の散策できる⼩小道
も⾵風情があるし 　毎年年のマラソン⼤大会も定着し町⺠民のイベントになっ
ている。

⼭山⼝口県萩市 川島堤 川べりを彩る桜の花が圧巻だから。
⼭山⼝口県防府市 防府市向島の寒桜 蕾は紅紫⾊色、開くと淡紅紫⾊色で後にやや濃くなり、３⽉月初旬から中旬

に開花します。樹⾼高約９．０ｍ、⽬目通り幹囲２．５５ｍ、根回り約
４．４ｍ。

徳島県徳島市 徳島中央公園助任川沿い 蜂須賀桜が植えられており、その鮮やかな花とまわりのコントラスト
を楽しめます。

徳島県徳島市 諏訪神社 桜の名所で、神社へと続く⽯石段を囲んで⼤大きく枝を広げた桜が咲いて
いる。下から⾒見見上げても、上から⾒見見下ろしても素晴らしい景観を楽し
める。

徳島県勝浦町 ⽣生名川 地元ボランティアが施設設営から運営までしてくれ、桜の植え付けも
その⽅方たちで。近くには数万体のひな⼈人形展⽰示館もあり、また近くに
はお雛街道もある。

徳島県神⼭山町 鮎喰川（あくいがわ）上流流 ⼭山、川、吊り橋を⼊入れること。
⾹香川県⾼高松市 栗栗林林（りつりん）公園 ミシュランガイド３つ星で、⽇日本有数の名庭園である栗栗林林公園は、四

季折々美しいが、満開の桜の時期は⼀一段と美しい。ぜひ⼀一度度⾜足を運ん
でください。

⾹香川県三豊市 朝⽇日⼭山森林林公園 午前中花⾒見見をしてから、午後には、マテ⾙貝を採りに⾏行行く。お昼は、う
どんを⾷食べ、１⽇日を有効に過ごせます。

⾹香川県三好市・観⾳音寺市雲辺寺⼭山（うんぺんじさん） 粟井ダムから雲辺寺ロープウェイ駅までの⼭山道にそって咲く⼭山桜や、
⼭山肌に咲く⼭山桜が⾒見見える。

⾹香川県琴平町 ⾦金金⼑刀⽐比羅羅宮 急な階段を上り、南⼤大⾨門を過ぎた辺りの平坦な道の両側に咲いたさく
らが、ひらひらと⾵風に舞い疲れを癒してくれる。

愛媛県今治市 ⽟玉川湖畔 湖畔⼀一帯は桜の名所として地元では知られている。桜を満喫できる公
園で湖畔にはボートがある。私⽴立立⼤大学のボート部の練習⾵風景も⾒見見え
る。

愛媛県松⼭山市 松⼭山総合公園 通路路の両側にある桜の列列が空の⾊色と相まってきれいです。
⾼高知県⾹香美市 鏡野公園 歴史ある桜の名所であり、地続きの⾼高知⼯工科⼤大学構内にも桜が多数植

樹されておりシーズンには開放されている。駐⾞車車場完備。
⾼高知県仁淀川町 ひょうたん桜 毎年年⼀一本桜を追っかけ四国の中を1700km⾛走っていますが、樹齢約500

年年といわれる「ひょうたん桜(ウバヒガン)」は樹形も素晴らしく堂々
として元気をもらえるイチオシの桜。地元の⼈人達に守られまわりの多
くの桜に囲まれながらも⼭山間にひときわ⽬目⽴立立つ⼤大⽊木は、私の年年度度の始
まりです。

福岡県福岡市 室⾒見見川 川沿いに桜が咲き、ウォーキング、ランニング、散歩コースとして整
備され、ベンチや芝に座って桜と⽔水辺の野⿃鳥を⾒見見ながらお花⾒見見。カワ
セミも⾒見見られます。橋の上から遠くまで続く桜を撮影するも良良し。

福岡県福岡市 東⻑⾧長寺 福岡市のど真ん中のお寺「東⻑⾧長寺」、博多駅から地下鉄で⼀一駅、歩い
ても１０分のお寺の境内に、⼤大きな⼆二本のソメイヨシノがまるで⼀一本
になったような姿で、⼤大きく枝を広げています。町の中でこんない⾒見見
事なサクラはそうはありません。⽇日本⼀一の⽊木造の⼤大仏様もありますの
で、ぜひ⼀一度度⾏行行ってみてはいかがですか。

福岡県北北九州市 畑ダム 家より散歩コースで⾏行行ける場所、ダムの⽔水辺１周4kmまわりに桜の⽊木
があり、眺めのいいスポットになっています。

福岡県北北九州市 ⾜足⽴立立⼭山妙⾒見見宮 濃いいピンク⾊色の花をつける枝垂桜。本数は多くはないが年年々きれい
になってきた。
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福岡県北北九州市 ⼩小倉城 城内に、植えられているため、宴会する⼈人がいないので、ゆっくりと
⾒見見物できる。

福岡県朝倉市 秋⽉月城趾 道沿いに桜が咲いていて、桜のトンネルを抜けているような感覚がよ
い。

福岡県久留留⽶米市 浅井の⼀一本桜 沼のそばに咲く⼀一本桜で幽⽞玄な存在感がたまりません。⽔水⾯面に写る逆
さ桜も、散った桜の花が⽔水⾯面を彷徨う様も撮りどころです

福岡県太宰府市 だざいふ遊園地 幼児向けの⼩小さなゆうえんちですが、アトラクションの通り道にちょ
うど桜並⽊木があり、乗り物に乗ったまま移動しながら頭上で鑑賞でき
る隠れスポットです。ついでに太宰府天満宮や国⽴立立博物館に⽴立立ち寄れ
ます。

福岡県嘉⿇麻市 碓井琴平公園 嘉⿇麻市碓井庁舎裏裏⼿手の織⽥田広喜美術館がある琴平公園の南東エリア、
２００mほどだが歩道両側の桜が満開時にはトンネルとなる。

福岡県古賀市 興⼭山園 ⼭山桜の咲く斜⾯面が美しい、撮影スポットとしてお勧めです。
福岡県飯塚市 笠笠城ダム公園 ダムの周辺に桜の⽊木があり、ダムの湖⾯面と桜の⽊木のバランスが良良い。

また、桜を⾒見見るだけでなく、アスレチック遊具もあり⼦子供から⼤大⼈人ま
で楽しめると思う。

佐賀県佐賀市 神野公園と多布施川沿い 公園はピンスポットでそのまわりの多布施川沿いは数kmにわたり桜を
楽しめます。また、ソメイヨシノだけでなく、⼭山桜や⼋八重桜も⾒見見る事
ができます。

佐賀県武雄市 ⾺馬場の⼭山桜 ⼭山桜と菜の花のコントラストが素晴らしい。
⻑⾧長崎県佐世保市 佐世保公園 ⽶米軍基地と隣隣接した公園で、ロケーションがいいです。お花⾒見見に来て

いる⼈人も多いので、写真撮影には適していると思います。
⻑⾧長崎県佐世保市 ⻄西海橋 毎年年九州各地を巡るが、意外とカメラマンの訪れが少ない場所のよう

な気がする。いい画になるさくらスポットと思いますが……。
⻑⾧長崎県雲仙市 千々⽯石町の橘神社 ⾵風光明媚な⼟土地柄と⽯石橋から眺める懸崖の桜や参道から本殿へと延び

る丘陵陵の桜並⽊木が⾒見見事です。
熊本県 ⽔水上村の市房ダム湖、熊本城 ダム湖周囲にある1万本の桜。ここは昼間が圧巻。⼀一本道で、週末や休

⽇日は渋滞が激しい。平⽇日がお薦め。熊本城：昼間も⾒見見事だが、天守閣
と桜の照明が何とも⾔言えず素晴らしい。花⾒見見客多い。

熊本県熊本市 ⽥田原坂（たばるざか） 狭い坂道沿いに桜並⽊木があり、さくらの散り始めの時に⾞車車で通ると⾞車車
にさくらが舞い落落ちてくる。

熊本県熊本市 熊本城 場所が広く、昼間のピクニックから夜の宴会まで幅広く楽しめる。
熊本県南阿蘇村 観⾳音桜 この桜は私有地の⽜牛の放牧地にあり、普段は⼊入ることができない場所

にあるのですが、開花に合わせて桜⾒見見物の⼈人たちのために、放牧地を
解放しています。牧場の斜⾯面に凛と⽴立立つ孤⾼高さと、背景に阿蘇五岳が
⼀一望でき、抜群のロケーション！！

熊本県合志市 九州沖縄農業研究センター 400mほどの直線道路路の両脇に植えられた桜のトンネル。
熊本県⼭山⿅鹿鹿市 やまが桜園 ⼤大阪の造幣局に刺刺激を受けた社⻑⾧長が、会社敷地内に120品種、200本以

上の桜を植え、3⽉月下旬から約1カ⽉月間、園内の通り抜けができます。
早咲の桜から遅咲き⼋八重の桜まで⽇日本中の桜をタップリと楽しめま
す。

⼤大分県⼤大分市 ⾼高尾⼭山⾃自然公園 広⼤大な公園で、きれいな桜並⽊木があるのに、圧倒的に⼈人が少ない。写
真撮り放題！

⼤大分県⽵竹⽥田市 岡城阯 史跡ということもあり雰囲気がよく、桜の本数も多い。背景に邪魔に
なるものもなく取りやすい。

⼤大分県別府市 志⾼高湖 温泉の町別府市の郊外で市街地から⾞車車で15分という近場で、⾃自然環境
の中で咲き誇る「⼭山桜」と「湖・⼭山・空」のバランスが素晴らしい。
絶景です。湯布院からも20分程度度です。

⼤大分県⽵竹⽥田市 墓守桜 丘の上にあり眺め良良し。
⼤大分県津久⾒見見市 四浦半島 四浦半島の津久⾒見見寄り⼀一帯に河津桜が植えられ、ドライブしながらお

気に⼊入りの場所で弁当を広げたり、豊後⽔水道を遠望したり、⼊入り組ん
だリアス海岸を眺めたりと、桜だけでなくまわりの雄⼤大な景⾊色を堪能
できることです。

⼤大分県津久⾒見見市 ⻘青江ダム ⼭山桜とダム湖とのコントラストが素晴らしい！ 　ときにはソメイヨシ
ノ桜と同時に開花することもある。

⼤大分県佐伯市 東光庵 国⽊木⽥田独歩も訪れたという⼭山桜の⼤大⽊木。⼭山の中のこんなところにとい
うひなびた庵のふるびた古い庭に⼤大きなヤマザクラ。その庵にたどり
着くまでの道も実にひなびていていいのです。鶯が良良く鳴いていま
す。⼈人が少ないので静かに花⾒見見ができます。
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⼤大分県国東市・杵築市 国東広域農道（オレンジロー
ド）

道路路と桜、ため池と桜、遠景の海と桜、新緑と桜、神社と桜、お寺と
桜、地元富⼠士と桜、なんでもありですよ。

宮崎県五ヶ瀬町 浄専寺 樹齢数百年年の垂れ桜  県内でも有名な桜です。たくさんの⼈人が訪れま
す。

宮崎県都城市 持尾 古い桜並⽊木と新しくエリアを増やした部分があります。私はあまり花
⾒見見客が多くない新しいエリアでゆっくりと花⾒見見をします。

⿅鹿鹿児島県⿅鹿鹿児島市 甲突川畔 背景をいろいろ変えて撮影できる。⾃自宅宅からバスで楽に⾏行行くことがで
きるから何回でも撮影できる。朝⽅方、⼣夕⽅方、夜など時間を選んで⾃自由
に撮影できるところが魅⼒力力。⾬雨の⽇日もなかなかいいと思う、

⿅鹿鹿児島県伊佐市 忠元公園 桜の並⽊木道が⻑⾧長くてきれい。ライトアップされ夜桜もまたいい！
⿅鹿鹿児島県出⽔水市 東光⼭山 展望台から⾒見見下ろせる、⼭山の⼭山頂部分でパノラマが楽しめる。
沖縄県 本部⼋八重岳 林林道沿いに咲く緋寒桜の花のトンネル、近くには、タンカンの庭園も

あり、タンカン狩り（花よりダンゴ、の⾷食べ放題）も楽しめる。
沖縄県名護市 名護さくら祭り 沖縄は桜の開花が１⽉月です。他府県の卒業シーズンには桜は散ってし

まうので、沖縄では３〜～４⽉月は桃の花の季節になります。⼩小学校の通
学路路にも桃並⽊木がありました。「桃の花咲いて別れの春だ」の卒業の
⾔言葉葉が懐かしい。

沖縄県⼤大宜味村 ⼤大宜味村⽥田港 　展望台付近 眼下の塩屋湾を背景にして満開の緋寒桜並⽊木、吸蜜に訪れるメジロや
ジャコウアゲハの乱舞。沖縄らしい春の訪れを感じるスポット。

沖縄県今帰仁村 今帰仁城跡 ⽇日本で⼀一番早いお花⾒見見、ライトアップ。昼でも⾚赤い緋寒桜と真っ⻘青な
沖縄の空のコントラストが最⾼高です。


