
日 曜日 イベント名 時間 場所 主催 連絡先
1 水
2 木

特別展　唐物　ＫＡＲＡ-ＭＯＮＯ　～1月8日 9:00～16:30 県立金沢文庫 県立金沢文庫 701-9069

三井アウトレットパーク横浜ベイサイド
スノーファンタジークリスマス　11月3日～12月25日

16:00～20:00 横浜ベイサイド
三井アウトレットパーク

横浜ベイサイド 775-4446

サイエンスステージ　in
　　　　　　横浜八景島シーパラダイス

10:00～16:00
八景島アクアミュージ

アム前広場
中央水産研究所図書資料館

レファレンス係 788-7615

朗読と箏　源氏物語の美しき女性たち
(参加費1000円（お抹茶券付）　予約制40名）

10:00～15:00 旧伊藤博文金沢別邸 旧伊藤博文金沢別邸 788-1919

横浜市大　第67回浜大祭　　～5日 10:00～20:00
（初日は18時まで）

横浜市立大学 浜大祭実行委員会 785-1330

海の公園フリーマーケット 10：00～16：00 柴口駐車場 リサイクル運動市民の会 03－3226－6800

なかよしカモメまつり 10：00～15:00 こどもログハウス 富岡八幡公園こどもログハウス 769-2530

関東学院大学　平潟祭　　～5日 10：00～17:00 関東学院大学 学生生活課 786-7012

定期開園（毎月第１土曜日）　旧川合玉堂別邸 10:00～15:00 旧川合玉堂邸
ＮＰＯ法人旧川合玉堂別邸
及び園庭緑地運営委員会

区政推進課企画調整係　788-7726
当日　080-1241-0910

金沢文庫ふれあい商店街
　　　　第3回　金沢こども未来商店

１１：００～ ふれあい広場 金沢文庫ふれあい商店街 662-0874

横浜金沢文化協会「知られざる金沢動物園の魅
力とは」　500円　定員80名　締切10月末

10:00～1１:３0 金沢地区センター 金沢文化協会 橋本　788-4082（FAX）

第３回　横浜南部市場 大感謝祭
              （荒天中止）

8:00～13：00 横浜南部市場
大感謝祭実行委員会

（横浜南部市場共栄会） 045-779-2003

6 月
7 火

8 水 金沢動物園　 ～12月24日
昼間でも楽しめる！プロジェクションマッピング

9:30～16：30 金沢動物園 金沢動物園 783-9100

9 木
10 金

柴漁港　秋のさかなフェア
　　　　　　　　※荒天時１8日に順延

９：00～14：00 柴漁港 横浜市漁業協同組合柴支所 701-8182

金沢区健康ウオーキング 9:30～14:00
スタート富岡八幡公園
ゴール海の公園南口

金沢区役所　健康づくり係 788-7840

スマートイルミネーション横浜2017
連携プログラム　   瀬戸あかり

16:00～20:00 瀬戸神社  はちのば 金沢イルミネーションプロジェクト kanazawa.marshe@gmail.com

JAMSTEC横浜研究所施設一般公開 10：00～16:30
海洋開発研究機構

横浜研究所
国立研究開発法人
海洋研究開発機構

778-5378

Yokohama Medical Festival 2017　　～12日 10:00～17:00
横浜市大医学部
福浦キャンパス

YMF2017実行委員会 787-2538

海の公園フリーマーケット 10：00～16：00 柴口駐車場 リサイクル運動市民の会 03－3226－6800

富岡八幡宮うべえじゅう（夜神楽） 19:00～1時間 富岡八幡宮 富岡八幡宮 776-3838

13 月
14 火
15 水
16 木
17 金

金沢動物園　 11月18日～1月4日(木)
干支（イヌ）の年賀状用撮影スポット設置

9:30～16：30 金沢動物園 金沢動物園 783-9100

横浜南部市場　水産土曜市 9:00～11:00 横浜南部市場 横浜南部市場水産協働組合 045-779-2401

第22回　金沢水の日 10:00～15:00
野島青少年研修セン
ター・野島公園砂浜

水の日実行委員会 野島公園　781-8146

第６回あおぞらふれあいまつりin谷津 10:00～15:00
　あおぞら谷津保育園
及び　　谷津染井公園

あおぞら谷津保育園 784-0540

20 月
21 火

22 水 旧海軍工廠の跡を訪ねて　60名　締切　11/11 9:30～15：00 金沢八景駅集合 横浜金澤シティガイド協会 787-0469（火～土）

金沢文庫ふれあい商店街
　　　　　　大日本プロレス開催

１１：００～
１５：００

ふれあい広場 金沢文庫ふれあい商店街 662-0874

富岡総合公園　感謝祭（※荒天中止） 10:00～15：00
富岡総合公園

草地広場 横浜市緑の協会 701-3450（海の公園）

海の公園フリーマーケット 10：00～16：00 柴口駐車場 リサイクル運動市民の会 03－3226－6800

海の公園　ＳＵＰ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ 9:00～16:00 海の公園　海浜
横浜海の公園　ＳＵＰ　ＦＥＳＴＩＶ

ＡＬ実行委員会
海の公園管理センター　７０１－３４５０
スピードウォール　菅野　７８５－８９８８

24 金

観光協会後援ウォーク　金沢動物園で秋の一日を！
（荒天中止）　１００名　参加費1,400円　締切11/15

10:00～15：00
金沢文庫駅

西口広場集合
横浜金澤シティガイド協会 787-0469（火～土）

ＪＡ横浜金沢支店　農業まつり
　　～26日

9:00～15：00 ＪＡ横浜金沢支店 ＪＡ横浜金沢支店 781-5440

横浜の町の変遷をみる～泥亀新田～
　50名　締切　11/15

9:30～12：30
金沢文庫駅

西口広場集合
横浜金澤シティガイド協会 787-0469（火～土）

金沢吹奏楽団　第16回クリスマスコンサート
13:00開場
13:30開演

磯子公会堂 金沢吹奏楽団 http://www.kanasui.net

ＪＡ横浜金沢支店　農業まつり 9:00～14：00 ＪＡ横浜金沢支店 ＪＡ横浜金沢支店 781-5440

関東学院大学クリスマスイルミネーション ～
12/25

16:30～22:00 金沢八景　キャンパス 大学宗教教育センター 786-7218

関東学院大学クリスマスイルミネーション ～
12/25

16:30～22:00
金沢八景（室の木）

キャンパス
大学宗教教育センター 786-7218

お正月しつらえ講座　参加費1,200円 30名 13:00～15：00 旧伊藤博文金沢別邸 旧伊藤博文金沢別邸 788-1919

28 火
29 水

30 木
関東学院大学クリスマスイルミネーション ～
12/25

16:30～22:00 金沢文庫キャンパス 大学宗教教育センター 786-7218

イベントカレンダー　１１月（霜月）
野山も錦に染まり　行く秋を惜しんでいます

3 金

4 土

5 日

11 土

12 日

18 土

19 日

23 木

25 土

26 日

27 月


