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2022年８月６日（土）・７日（日）開催

主催 / 企画調整
株式会社 癒し場へ
(湯河原温泉まちづくり会社)

温泉場の旅館・店舗が特別の企画をご用意して皆さまをお待ちしています。

＊下記の各々の企画に関するご質問は、各々の問合せ先へご連絡ください。イベント全体のご質問は、癒し場へ（office@landscape-p.com）へご連絡ください。
㋑カフェレストラン宮上倶楽部
◯ビアガーデン
6(⼟)・7(⽇) 11:00〜15:00 17:00〜20:00
庭とテラスをビアガーデンとし、通常メ
ニューに加え、クラフトビール＋3 種の
ソーセージ盛合せ Set 等をご提供します。
◯⾳楽ライブ（投げ銭ライブ）
6(⼟)12:00/18:00（各回 40-60 分）
男⼦ボーカルデュオ「碧 aoi」
7(⽇) 12:00/18:00（各回 40-60 分）
ギター弾き語り BECH（ベッチ）
＊⾬天の場合、店内開催予定
＊お問合せ 0465-46-6310（10:00〜17:00）

㋺MUSEUM CAFE and garden
６(⼟)・7(⽇) 10:00〜16:30
◯通常メニューに加え、特別ソイシェイクを
ご提供します。
◯染織作品展「ニライカナイの⾵」
染織作家 岡⽥和枝・島袋領⼦
◯DJ プレイ「アロハサンデー」
６(⼟)・7(⽇)10:00〜14:00
ハワイアンレゲエ DJ ”DJMIDORI”
＊DJ と作品展は無料
＊お問合せ 0465-63-8686

㋩光陽館
7 ⽇(⽇) 10:00〜15:00
◯思い出ピアノ(誰でも⾃由に弾けるピアノ)
をご⽤意してお待ちしています。
◯我楽多市
＊お問合せ 0465-62-3341

㋥源泉 上野屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴
7(⽇) 事前予約制
時間：12:00/13:00（各回約 40 分）
定員：各回 10 名
料⾦：1,500 円（⾒学・⼊浴／貸タオルセッ
ト付き） 500 円（⾒学のみ）
＊⼊浴のみの受付なし
＊ご予約・お問合せ

前⽇ 8/5 までに下記へご連絡ください。
電話：0465-62-2155（10:00〜22:00 受付）

㋭Dining Bar Charlyʼs
6(⼟) 18:00〜23:30

◯通常メニューに加え、BLT サンド（数量限
定）をご提供します。
＊お問合せ 0465-63-3056

㋷⾷事処かとう
7(⽇)11:00〜15:00
◯通常メニューに加え、下記の特別メニュー
をご提供します。
メンチカツバーガー、コロッケバーガー
＊お問合せ 0465-62-2413
＊6(⼟)は通常営業予定

時間：12:00/13:00（各回約 40 分）
定員：各回 10 名
料⾦：1,500 円（⾒学・⼊浴／貸タオルセッ
ト付き） 500 円（⾒学のみ）
＊⼊浴のみの受付なし
＊ご予約・お問合せ
7(⽇)10 時までに下記へご連絡ください。
電話：0465-62-2004（8:00〜20:00 受付）

㋦くりはら
㋬⼩町館旧館前 ガレージセール

6(⼟)12:00〜16:00 7(⽇)10:00〜14:00
6(⼟) 12:00〜17:00 7(⽇) 9:00〜16:00
◯おもちゃのくじ引き
◯廃業した昭和旅館の残置物（レトロな⾷器
類、お盆、花瓶、⽕鉢など）を販売します。 ㋸珈琲・軽⾷ 岩本屋
＊お問合せ info@doubletallart.com
◯通常メニューに加え、下記の特別メニュー
をご提供します。
㋣つたや名産店
6(⼟)・7(⽇)11:00〜14:00 ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
6(⼟) 12:00〜20:00 7(⽇) 10:00〜15:00
湯河原⽣しらす丼、湯河原夏みかんの型
◯つたや名産わさび漬け
焼きソーセージ、湯河原みかん 100%ジ
◯空中散歩館ガラス⼯芸（グラスルーティン
ューシーかき氷
グ）、⼿作りレターセット・カード
6(⼟)18:00〜20:00 ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ
岩本屋特製ソーセージ・地ビールほろ酔
㋠TRATTORIA La Pigna
いセット、⼤⼈のカキ氷
６(⼟)・7(⽇)
＊テラス席のご予約も承ります。
◯店先 テイクアウト
＊お問合せ 0465-27-3726
9:00〜16:00
BIG ⽣ソーセージドッグ、フレッシュポ ㋾富⼠屋旅館(登録⽂化財旅館)
テトフライ、⾃家製プレミアムフォカッ
（近⽇公開予定）
チャ＆ジェラート、⾃家製ジンジャエー
㋻ゆ宿 藤⽥屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴
ルなど
9:00〜20:00
6(⼟) 事前予約制
プレミアムモルツマスターズドリームな
時間：12:00/13:00（各回約 40 分）
どのテイクアウトアルコール
定員：各回 10 名
◯店先 新鮮野菜特売（気まぐれファーム）
料⾦：1,500 円（⾒学・⼊浴／貸タオルセ
◯店内 通常メニューに加え、下記の特別メニ
ット付き） 500 円（⾒学のみ）
ューをご提供します。（通常営業時間内）
＊⼊浴のみの受付なし
ランチ：ニョッキ ピスタチオ
＊ご予約・お問合せ
ディナー：ハッピーアワー17:00〜18:00
前⽇ 8/5 までに下記へご連絡ください。
アルコール 1 杯＋パルマ産⽣
電話：0465-62-3331（9:00〜21:00 受付）
ハムセット
㋕伊藤屋（登録⽂化財旅館）⾒学・⼊浴
＊お問合せ 0465-20-4390
7(⽇) 事前予約制

㋵温泉場太⿎部 湯河原ばやし太⿎演奏
6(⼟)・7(⽇) 13:00〜16:00
◯太⿎部員による演奏とお客様の太⿎体験
＊お問合せ 090-1116-7815 (温泉場太⿎部)

㋟ゆっくりガレージ
6(⼟)・7(⽇) 10:00〜16:00
◯ゆっくり若⼥将特製テイクアウト弁当
（ビビンバ、タコライス、ハンバーグ丼、焼⾁
丼）、淹れたてコーヒー
◯ハンドメイドアクセサリー『ARANA』
＊イートインスペース有り

㋹⻲屋
6(⼟)・7(⽇) 10:00〜15:00
◯⻲屋の特別コレクションセール
⻲グッズ（タオル、T シャツ、置物等）、
モデルカー等

㋞万葉公園 湯河原惣湯 Books and Retreat
6(⼟)・7(⽇) 10:00〜17:00
◯公園内にハンモックや本を設置し、屋外で
くつろげる空間をご提供します。
＊⾬天中⽌
＊お問合せ 0465-43-7830

㋡万葉亭
6(⼟)・7(⽇)10:00〜15:00
◯抹茶（お菓⼦付き）⼀服＋湯河原温泉⼊浴
剤１包プレゼント
＊お問合せ 0465-64-1234

㋧湯河原観光ボランティアによる観光ガイド
6(⼟)・7(⽇) 事前予約制
時間：10:30〜11:30
コース：万葉公園〜藤⽊川沿い〜湯元通り
〜町⽴美術館
集合場所：湯河原惣湯の⽞関テラス ウッド
デッキ（ガイドは⾚ユニフォーム
と緑帽を着⽤）
定員：各回 10 名
料⾦：無料
＊⾬天中⽌
＊ご予約・お問合せ
前⽇ 8/5 までに下記へご連絡ください。
電話：湯河原町役場地域政策課 0465-632111(役場代表)（8:30〜17:15 受付）
当⽇のお問合せ：090-8477-9274

㋤むろさだ縁⽇
6(⼟)・7(⽇)
10:00〜21:00
◯⾦⿂すくい
◯型ぬき
◯七⾊⾹本舗（七味唐⾟⼦の実演販売）
◯⽯倉商店 10:00〜17:00
（削り節、無添加だしパック、のり各種）
＊お問合せ 0465-62-2016

0465-63-3737(9:00〜18:00 受付/当⽇ OK）

㋨Je suis un-樹翠庵◯レンタル浴⾐＋万葉⼦ぼんさい体験
6(⼟) 事前予約制
着付時間：10:30/ 11:30/ 12:30/ 13:30
定員：各回 4 名
料⾦：5,000 円（税込）
＊⾬天中⽌
＊きものすずきで着付け後、Je suis un-樹翠庵
-にて万葉⼦ぼんさい体験 1 時間程度（受付
時間 11:00〜18:00 のお好きな時間にお越し
ください。）
＊レンタル着物のご返却は 18 時まで
＊ご予約 https://www.manyokobonsai.com/
event/（万葉⼦ぼんさい HP）
◯湯探歩限定 苔ぼんさい(限定 20 個)の販売
7(⽇) 10:30〜19:00
＊お問合せ 090-7236-6477(万葉⼦ぼんさい)

㋔⿂判
7(⽇)11:00〜16:00
◯⽞関駐⾞場にて下記をご提供します。
焼⿃各種、⽣ビール
＊お問合せ 0465-63-3737

㋶かどや(2 階)おちあい座「かどやマルシェ」 ㋗きものすずき
6(⼟)・7(⽇) 11:00〜17:00
◯洋菓⼦ランブル（湯河原）
◯カモメ珈琲⾖店（熱海）
◯パン秋⽇和（真鶴）
◯アクセサリーciel（湯河原）
◯マッサージ・タイ雑貨販売⽇和堂(湯河原)
◯熊農園（⼩⽥原）
◯投げ銭ライブ 恩⽥愛
＊1 階かどや（クラフトビール）は 22 時まで
営業

㋰Café & Bar Bon
7(⽇)11:00〜15:00
◯通常メニューに加え、ハンバーグサンド（40
個限定）をご提供します。
＊お問合せ 0465-63-1839

㋒杏（...&N）
事前予約制
6(⼟) 11:30〜13:00
◯⿂判特製ランチとして海鮮丼定⾷（20 ⾷限
定）をご提供します。
＊ご予約・お問合せ anna@uohan.net ⼜は

◯レンタル浴⾐＋万葉⼦ぼんさい体験
6(⼟) 事前予約制
上記㋨Je suis un-樹翠庵-をご覧ください。
◯湯探歩限定和雑貨（限定 20 個）の販売
7(⽇) 11:00〜16:00
＊お問合せ 0465-62-3559

㋳⽯渡⻘果店
6(⼟)・7(⽇)10:00〜17:00
◯通常商品に加え、湯探歩限定の季節の果物
の特売をします。
＊お問合せ 0465-62-3539

㋮ゑふや本店
6(⼟)・7(⽇) 8:00〜17:00
◯通常商品に加え、下記の特別商品をご提供
します。
湯河原名物きび餅、特製温泉まんじゅう、
新茶⼀服分の⼊ったワンコインセット（⼀
⽇限定 50 袋）
⽊製の可愛い「温泉まんじゅうストラップ」
＊お問合せ 0465-63-3301

湯河原温泉場の ゆたんぽ
明治30年頃の湯河原温泉場。
湯治客が自宅での湯治に用いるため一升瓶や酒樽
に温泉を詰めて持ち帰るのを見た岩本権太郎氏
（後に岩本旅館創設）が「温泉懐中湯たんぽ」を
考案しました。直径10cm、厚さ2.5cmの金属製
の円筒状容器に温泉を詰めて「はんだ」で密閉し
たもので、使用するときは、容器を熱湯に入れて
温めてから木綿布袋に入れて暖をとる仕組みで
す。
一度温めるとなかなか冷めないと評判になり、容器が小さいため今日のカイロ
のように外出や作業するときも重宝し、一人で10個、20個と買って帰るお客様
もいたとか。懐中湯たんぽは飛ぶように売れ、昭和15年頃まで製造・販売され
ました。
歴史と伝統を誇る湯河原温泉ですが、実は、湯治客の「土産物」という視点か
らみると、明治半ばになってもこれといったものはなく、この懐中湯たんぽが
「湯河原温泉の土産物」として大量に売れた初めての商品となりました。（そ
の後、きび餅、棒羊羹、楠細工などの土産物が次々生まれました。）
古くから「傷の湯」と称えられた湯河原温泉水を入れた懐中湯たんぽ。当時
「温めれば何回でも使えます。たとえ湯たんぽで火傷をしても、中身の温泉で
治療できます。」が宣伝文句だったとか笑。
懐中湯たんぽが生まれてから125年。コロナ禍の陰鬱から抜け出し、歩いて楽
しい温泉場にしたいと願う地域有志の連携により生み出された新しい「湯探歩
（ゆたんぽ）」は、温泉場の散歩を楽しみながら旅館や店舗ならではのおもて
なしを味わうことができる時間となりました。
湯探歩を通して、明治の懐中湯たんぽに負けない湯河原人の温かさを感じてい
ただけたら幸いです。
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