
朝一番・元気・おいしいパン屋さん
朝６時30分より営業

横浜市金沢区富岡西6-44-34
TEL&FAX　045-771-9008
（駅前店）
横浜市金沢区富岡西2-2-5　福井ビル１Ｆ
TEL&FAX　045-775-1577

神奈川県指定銘菓

金沢区並木 1-17-6-8  金沢センターシーサイド名店会
☎045-774-5759

金沢区六浦5-23-29　☎045-701-7735　京急六浦駅西口すぐ

御菓子司

http://www.meigetsu.org/金沢八景 瀬戸之杜 金沢八景 内川の暮雪

せとのもり うちかわのぼせつ

小学生以上700円　３歳以上の未就学児350円（３歳未満無料）
月曜休園／9:30～15:00（12:00～13:00お休み）

毎週日曜、祝日　13:30～16:00頃まで

柴漁港 直売所

みかん狩り始まります♪

東京湾を見下ろす丘に市民農園や観光農園など
農業とふれあえて、新鮮野菜が買える直売所（管理
事務所前直売は土日営業）もあります。美味しい
ミカンは10月中旬から温州、11月初旬から1月下旬頃
まで、はやかという品種のミカン狩りが楽しめます。

柴シーサイド恵みの里

柴町４６４　京急金沢文庫駅から柴町行バス、柴町バス停  徒歩5分
問合せ/JA横浜柴農園管理事務所　☎045-785-6844

シーサイドライン『海の公園柴口』下車  徒歩約６分
問合せ/☎045-785-6161（平日☎045-701-8182）

直売所営業（※売り切れ次第終了）

【予告】収穫祭　12/16(土) 8:00～12:00

土曜日７：００～1５：００　日曜日７：００～１２：００

秋 の 味 覚
※12月の開催日にご注意ください

これからの旬の魚　タチウオ、アナゴ、タコ、スミイカ、エボダイ、ヒラメ

毎回大好評♪
直営店だからできる激安セールです！

シーサイドライン『幸浦駅』下車すぐ　※車でのご来場は、極力控えてください。
問合せ/☎045-784-1501    http://www.mdc.or.jp/

9/30(第5土曜日)、10/28(土)
11/25(土)、12/16(第3土曜日)

どんぶりやは　金・土・日・祝日の11時から売切れまで　12月は24日まで

会場：(協)横浜マーチャンダイジングセンター
10:00スタート！（雨天決行）

ＭＤＣアウトレットセールＭＤＣアウトレットセール

問合せ/あおぞら谷津保育園　☎045-784-0540

第6回あおぞらふれあいまつり in 谷津

金沢八景まつり

学生(関東学院大・横浜市大)と駅前商店街の共同イベント！
ステージでのパフォーマンスや模擬店など予定しています。
イルミネーション企画「あかりの実ワークショップ」も開催。ぜひお越しください♪

10/8（日） 11:00～18:30

11/19（日）10:00～15:00 雨天決行
あおぞら谷津保育園 ・ 谷津染井公園11/3（金・祝）10:00～15:00  参加自由・雨天決行

瀬戸秋月祭
琵琶島神社（金沢八景駅より徒歩３分）

『ふれあい戦隊ポレポレンジャー』、『マジック』
『おもしろ科学たんけん工房』クイズラリー、ゲーム、模擬店など
※11/２（木）は準備のため13：00で閉館します。
※内容が変更になる場合があります。

問合せ/富岡八幡公園こどもログハウス  ☎045-769-2530

会場：金沢八景駅前　小雨決行

10/8（日） 16:00～19:30（雨天中止）

谷津町231－5   京急金沢文庫駅より徒歩８分

金沢文庫商業振興協同組合（金沢文庫ふれあい  すずらん商店街連合会）
問合せ/http://kanazawa-bunko.sakura.ne.jp/wp/

11:00～15:0011:00～  カラオケ大会
15:00～  ダンス・バンド演奏・創作
和太鼓などのパフォーマンス
＊毎月第2土曜日はフリーマーケット

金沢文庫ふれあい商店街

近隣の児童・園児が作った400個近い行灯の灯りで、琵琶島
の景色を彩ります。普段見る琵琶島とは違う幻想的な雰囲気
をぜひ体験してください。
当日は16:00から瀬戸神社宮司による祝詞奏上。
行灯の点灯は16:30～19:30 まで行われます。

富岡八幡公園こどもログハウスなかよしカモメまつり

主　催/(協)金沢八景共栄会/学生会HAKKEY+/横浜金澤シティガイド協会 
問合せ/さわさわ　☎045-787-0469

11/23（木祝）大日本プロレス 開催10/24（火）ふれあいフェア
金沢文庫ふれあい広場（笹下釜利谷道路高架下）

京急金沢文庫駅東口より徒歩2分

12日(木)1７：００～２０：００（振興センター入口付近に飲食店オープン）

横浜市金沢産業振興センター 　シーサイドライン「産業振興センター駅」下車1分
問合せ/ＰＩＡフェスタ実行委員会  ☎045-781-1131  http://www.sanrenkyo.jp

10/１３(金)、１４(土)１０：００～２１：００ ※14日は16:00まで

●富岡八幡宮によるお神楽
●音楽イベント、カラオケ大会
●小学生サッカースクール
●個人参加型フットサル
●赤十字献血活動

●紙飛行機を作って飛ばそう
●落語
●八景島のペンギン来場
●地元お囃子の披露、音楽＆ダンスイベント
●Aozora Factory
●防災フェスティバル（消防車展示と防火服体験）

１1/5（日） ８：００～１３：００（荒天中止）
横浜南部市場大感謝祭

金沢産業団地秋の祭典  PIAフェスタ2017

前夜祭

10/１３(金) 10/１４(土)

シーサイドライン南部市場駅下車すぐ

★毎月第１、３土曜日は
水産エリアで
土曜市（9:00～11:00）開催！
問合せ/水産協同組合
           ☎045-779-2401

シーサイドライン『並木北駅』下車徒歩10分

関東学院大 平潟祭
11/4(土)、5(日) 10:00～17:00
（京急『金沢八景駅』下車徒歩15分）
問合せ/学生生活課 ☎045-786-7012

横浜市大 浜大祭
11/3(金)～5(日) 10:00～20:00（初日は18:00）
（京急『金沢八景駅』下車徒歩5分）
 問合せ/浜大祭実行委員会 ☎045-785-1330
 https://www.hamadaisai67.com

横浜市大医学部
Yokohama Medical Festival 2017
11/11(土)、12(日) 10:00～17:00
（シーサイドライン『市大医学部駅』下車徒歩２分）
 問合せ/YMF2017 実行委員会 ☎045-787-2538
 http://ycumfes.jp

Autumn Festa

コ ー ス：歩行距離約5㎞　約5時間（説明・昼食・休憩時間を含みます）
               金沢文庫駅西口広場▶宮川せせらぎ緑道▶北谷▶うきうき林▶
　　　　　ののはな館（昼食）▶金沢動物園▶金沢自然公園（解散）
               ※諸般の事情によりコースの一部が変更される場合があります。
集合場所：京急金沢文庫駅西口広場（受付時間：9時30分～10時）
募集人員：100名
参 加 費：1,400円（昼食代・入園料・保険料を含みます）高校生以下は別料金
持 ち 物：飲物・雨具など　　申込締切：11/15(水)必着

横濱金澤シティガイドと行く

ウォーキング 参加費：各コース500円（保険料
、資料代含む）

●半日コース / ９：３０～１２
：３０

●１日コース / ９：３０～１５
：００

（受付時間：９:15～９:30） ※小雨
決行・荒天中止

（受付時間：９:00～９:30） ※小雨
決行・荒天中止

※当日の行事の進行状況や諸般
の事情により、

　コースの一部が変更になる場
合があります。

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会　〒236-0027 横浜市金沢区 瀬戸19－31－205　TEL・FAX 045-787-0469問合せ・申込み （※電話では申込出来ません） http://yokokanaguide.org

11/22(水)

募集50名　締切：11/ 15(水)必着
集合場所：金沢文庫駅西口広場

横浜の町の変遷を見る ・ 泥亀新田
募集60名　締切：11/ 11(土)必着
集合場所：金沢文庫駅西口広場

募集30名　締切：12/ 6(水)必着
集合場所：金沢八景駅

12/16(土)

１日コース 半日コース

コース：約3ｋｍ、3時間

コース：約5ｋｍ、3時間コース：約9ｋｍ、5.5時間

旧海軍工廠の跡をたずねて

金沢八景駅▶権現山・お伊勢山▶金沢八景駅（解散）

横浜金沢散歩　金沢の紅葉を巡る

※昼食を各自用意してください。

11/26(日)

半日コース

金沢動物園は、今年で35周年を迎えました。他の動物園では見られない世界
でも希少な草食動物が中心です。今回は特別にバックヤードも見学できます。
解説、軽食付きです。緑豊かな園内でゆったりと一日過ごしてみませんか。

１１/２５(土) １０時～１５時 (荒天中止)
金沢動物園で秋の一日を！

１日コース

第3回　金沢こども未来商店
11/5（日） 11：00～

南部市場の全部門（水産物部・青果部・花き部・関連部）による市場価格・市場
品質の「フレッシュバザー」、様々な「食」を堪能できる水産物部のフードコー
トやキッチンカー・屋台村など、ご家族で楽しめるイベントがてんこ盛り。
マグロの解体ショーや宇宙戦隊キュウレンジャーショーなどのステージイベント
も盛り沢山なお祭りです。

問合せ/横浜南部市場大感謝祭実行委員会（横浜南部市場共栄会）☎045-779-2870

京急金沢文庫駅▶第一海軍技術廠支廠碑▶旧日本製鋼所跡▶
明治憲法草創の碑▶旧伊藤博文金沢別邸▶野島山展望台▶夕照橋
▶貝山緑地・予科練誕生の地碑・鎮魂之碑・貝山緑地展望台（解散）
＜昼食を準備、昼食場所は野島青少年センターの予定＞

金沢文庫駅▶大川人道橋▶走川プロムナード▶
龍華寺▶永島亀巣翁の碑▶姫小島▶
金沢八景駅（解散）

※山道を歩きますので軍手などを準備してください。

※雨天決行

※雨天中止

※雨天決行

学園祭の
お知らせ

観光協会
後援ウォ

ーク

“金沢産業団地”の秋まつり「ＰＩＡフェスタ」を開催します。
日頃の安全操業への感謝と事業の繁栄を祈願する産業振興祭を
中心に、楽しみながら“金沢産業団地”を知っていただける企画を
　　　　　　盛りだくさんご用意しています。 5月に市民ギャラリーで入賞作品展を行い、たくさんの方にご覧いただきま

した『合同公募展」。今回は横浜シーサイドラインのご協力により、『シー
サイドライン新杉田駅』で入選作品（148点）を３回にわけて展示いたします。
見逃したかた、もう一度ご覧になりたいかたも、ぜひお越しください。

◆ご案内　会場は、シーサイドライン新杉田駅改札内入場は無料です。
　　　　　写真展をご覧になる際は駅係員にお声かけください。
               ※最終日は15:00までです。

写真展 ｉｎ シーサイドライン新杉田

9/1（金）～9/29（金）

問合せ/横浜金沢観光協会　詳しくはHPで。

合同公募作品展2017
会場：横浜市金沢産業振興センター

今年も目玉イベントとして、昨年、横浜市立大学の
学生さんと金沢産業団地企業等とで協力して開催
した「Aozora Factory」を企画中！
その他イベントについては下記をご覧ください。
お子様からお年寄りまで楽しめるイベントです。
是非、みなさんでおこしください。

営業予定　◎9/10・18・24
　　　　　◎10/1・9・15・22・29
　　　　　◎11/3・5・12・19・23・26
　　　　　◎12/3・10・17・24 の予定

はがき又はファックスで、ご希望のコース・参加者全員の郵便番号・住所・氏名
(ふりがな)・年齢・電話番号を明記の上、NPO法人横濱金澤シティガイド協会
までお申込ください。ホームページからも申し込むことができます。

各ウォーキングの申込方法

「子育て支援と地域交流」をテーマにステージ・出展・
  模擬店・フリーマーケットなどみなさんが楽しめる
  イベントです。「地域の窯」で焼いたピザや、朝どれ
  野菜の販売、復興支援の炭火焼きサンマも行います。

 『知られざる金沢動物園の魅力とは』
講師 / 園長　原 久美子氏
日時/11/5(日) 10:00～11:30　金沢地区センター
参加費/500円　定員/80名　締切/10月末
申込は　橋本  788-4082 (FAX)

関連講演（横浜金沢文化協会）


