
１　大楠芦名口コース
大楠芦名口バス停：JR逗子駅バス停２番乗り場または、逗子・葉山駅南
口１番乗り場から横須賀市民病院、長井行きなどで約30分。

２　前田橋コース
前田橋バス停：JR逗子駅バス停２番乗り場または、逗子・葉山駅南口１
番乗り場から横須賀市民病院、長井行きなどで約30分。

３　塚山・阿部倉コース
安針塚駅、逸見駅：京急線横浜駅から約35分。
JR田浦駅：JR横浜駅から約40分。
池上住宅入口バス停、大楠登山口バス停：汐入駅バス停２番乗り場から
湘南国際村センター前行きで約25分、JR衣笠駅バス停３番乗り場から
逗子駅行きで約10分。

４　衣笠コース
JR衣笠駅：JR横浜駅から約50分。
衣笠山公園バス停：JR横須賀駅バス停２番乗り場から横須賀市民病院、
長井行きなどで約25分。

５　湘南国際村コース
湘南国際村センター前バス停：JR逗子駅バス停１番乗り場または、逗子・
葉山駅南口１番乗り場から湘南国際村センター前行きで約35分。
汐入駅バス停２番乗り場から湘南国際村センター前行きで約35分。

１　Ogusu Ashinaguchi Course
OGUSU ASHINAGUCHI Bus Stop：About 30 minutes by bus from 
ZUSHI Sta. bus stop no.2 and from the South Gate Zushi･Hayama Sta. 
bus stop no.1 bound for YOKOSUKA City Hospital, NAGAI, etc.

２　Maedabashi Course
MAEDABASHI Bus Stop：About 30 minutes by bus from ZUSHI Sta. 
bus stop no.2 and from the South Gate Zushi･Hayama Sta. bus stop 
no.1 bound for YOKOSUKA City Hospital, NAGAI, etc.

３　Tsukayama Abekura Course
Anjinzuka Sta., Hemi Sta.：About 35 minutes by train from Yokohama 
Sta. (Keikyu Line).
JR Taura Sta.：About 40 minutes by train from Yokohama Sta. (JR Line).
IKEGAMI JUTAKU-IRIGUCHI Bus Stop, OGUSU TOZANGUCHI Bus 
Stop：About 25 minutes by bus from SHIOIRI Sta. bus stop no.2 bound 
for SHONAN Village Center. About 10 minutes by bus from KINUGASA 
Sta. bus stop no.3 bound for ZUSHI Sta.

４　Kinugasa Course
JR Kinugasa Sta.：About 50 minutes by train from Yokohama Sta. (JR Line).
KINUGASAYAMA Park Bus Stop：About 25 minutes by bus from 
YOKOSUKA Sta. bus stop no.2 bound for YOKOSUKA City Hospital, 
NAGAI, etc.

５　Shonan Village Course
SHONAN Village Center Bus Stop：About 35 minutes by bus from 
ZUSHI Sta. bus stop no.1 and from the South Gate Zushi･Hayama Sta. 
bus stop no.1 bound for SHONAN Village Center. About 35 minutes by 
bus from SHIOIRI Sta. bus stop no.2 bound for SHONAN Village Center.

立石公園
Tateishi Park

　海岸に突き出た大きな奇岩「立石」
をはじめ、美しい海岸の景色で知ら
れています。
　特に、富士山を背景にした「立石」
の景色は、絶景のビューポイントで
夕日が空を染める時刻がお勧めです。

　The unusual sight of the rock 
spire, Tateishi, rising up along the 
shore is well-known and featured in 
Edo period ukiyo-e for its beautiful scenery. The view of Tateishi as Mt. 
Fuji towers in the background during sunset is especially breathtaking.

前田川遊歩道
Maeda-gawa River Trail

　前田川は、大楠山のきれいな沢の
水や湧き水などが集まってできた清
流で、自然環境の残された数少ない
河川のひとつです。まるで山奥の大
自然にいるような、非日常が味わえ
ます。

The Maeda-gawa River is a crystal 
clear stream that is formed from 
the waters and springs of Mt. 
Ogusuyama and is one of the few clear rivers remaining in nature.

浄楽寺
Jorakuji Temple

　Jorakuji Temple was one of the seven Amida Halls founded 
by Wada Yoshimori in 1189 and there are nationally designated 
important cultural assets housed at this location including works by 
Kamakura period Buddhist sculptor, Unkei. The assets are open to 
the public twice a year on March 3 and October 19.

　浄楽寺は和田義盛の建立（文治５
年）になる七阿弥陀堂のひとつとさ
れ、後に鎌倉時代後期に活躍した浄
土宗の僧寂恵が中興した寺とされて
います。この寺の本尊である阿弥陀
如来像、脇侍の観音菩薩像、勢至菩
薩像、不動明王像、毘沙門天像は鎌
倉時代の仏師運慶が30代の頃、作っ
たものと推定されます。一般公開は、
３月３日と10月19日の年２回行われています。

しょうぶ園
Yokosuka Iris Garden

　しょうぶ園は、５月下旬から６月下
旬になると、14万株のハナショウブが
咲き誇ります。フジやシャクナゲ、ア
ジサイなどが四季を通じて楽しめます。

　From late May to late June, 140,000 iris bloom at this garden. Wisteria, rhododendron, 
and hydrangea can also be enjoyed throughout their respective seasons.

046-853-3688　
May to August 9:00～19:00 / September to April 9:00～17:00
Open 7 days a week from April to June. From July to March, closed 
every Monday (or the following day in the event of a public holiday), every 
day following a public holiday, and over the New Year holiday period.
Paid parking from Apr. to Jun. / Free parking from Jul. to Mar.

046-853-3688　
9:00～19:00（９月～４月は9:00～17:00）
  ４月～６月は無休、毎週月曜日（月曜日が祝日の場
合は、その翌日）、祝日の翌日（翌日が土・日・月
にあたる場合は開園し火曜日が休園）、年末年始
有料（４月～６月）、無料（７月～３月）

衣笠城址
Ruins of Kinugasa Castle

　平安時代から鎌倉時代にかけて三浦半島に
勢力を張った「三浦一族」の本城がありました。
城といっても石垣もなければ堀もない中世の
山城で、自然を上手に利用し、深山川・大谷戸
川が堀の役目をしていたと考えられています。

　During the Heian period to the Kamakura 
period, the Miura clan established their main 
castle and exerted their influence in the Miura 
Peninsula. Although it is labeled as a castle, no 
stone walls or moats were used; instead this 
medieval period mountain castle used the natural 
environment to its advantage. It is believed that 
the Fukayama River and the Oyado River served as the castle moats.

三浦按針夫妻墓碑
Grave Monument of Miura Anjin

　三浦按針は、本名ウイリアム・ア
ダムスという英国人です。オランダ
の商社（後のオランダ東印度会社）が
東洋に派遣した艦隊の水先案内とな
り、太平洋を横断し、九州に流れ着
きました。
　のち徳川家康の信任を得、外交顧
問となりました。また、航海術、天
文学、造船術にもすぐれ、伊豆伊東
で西洋帆船を造りました。三浦郡逸見村に250石を与えられ、三浦按針
とよばれました。この墓は按針と妻女をとむらうもので、遺言によって
この地に建てたと伝えられています。

　William Adams is an Englishman widely known in Japan as Miura 
Anjin. He was a navigator for the Dutch East India Company who 
crossed the Pacifi c Ocean and drifted to Kyushu, Japan.
　He gained Tokugawa Ieyasu’s trust and served as a diplomatic 
advisor. In addition, Adams was well-versed in navigation, astronomy, 
and shipbuilding, and built the fi rst western-style ship in Ito of the Izu 
Peninsula. He was bestowed with the name “Miura Anjin” and the 
fi efdom of Hemi.
　This grave honors Adams and his wife and was said to be built in 
adherence to his last will.

周辺観光施設
Surrounding Tourist Spots
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衣笠山公園
Kinugasayama Park

　衣笠山公園は桜の名所として日本さくら名
所100選に選ばれています。約2,000本の桜
が咲き誇ります。
　春の「衣笠さくら祭」は大勢の人でにぎわいます。

　Kinugasayama Park was selected among 
the top 100 picks for cherry blossoms in 
Japan. Around 2,000 trees bloom across 
the park during the spring and a great 
number of people visit to celebrate the 
Kinugasa Cherry Blossom Festival.

046-853-8523　 Free （except cherry blossom season）

046-853-8523　 無料（桜のシーズンを除く）
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塚山公園
Tsukayama Park

　桜の名所として知られ、日本に
数々の西洋文明を伝えた三浦按針と
その妻をまつった「按針塚」を中心に
広がります。３月下旬～４月上旬に
は「桜まつり」が開催され、多くの花
見客で賑わいます。

　This famous cherry blossom site 
surrounds Anjinzuka, a location 
dedicated to Miura Anjin and his 
wife. He is most famous for his contributions in spreading western 
civilization across Japan. Late March to early April becomes very 
lively as many people come out to celebrate and watch the cherry 
blossoms bloom.
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