
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／受付9:30～14:30まで（12:00～13:00お休み）

柴シーサイド恵みの里

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

直売所営業（※売り切れ次第終了）
土曜日７：3０～1５：００　日曜日７：3０～１２：００

海の公園 かき小屋

12/16(土) 8:30～売り切れ次第終了
冬野菜販売：大根、白菜、里芋、キャベツ、長ネギなど　　花束一束100円
お餅つき（からみ餅、あんこ餅等の販売）、お菓子、漬け物など

収穫祭

シーサイドライン八景島駅より徒歩１分　海の公園柴口駐車場内
問合せ/海の公園かき小屋　☎０８０-１２１８-３９６７

冬の旬の殻付きカキを、炭火で豪快に焼いて味わ
えるかき小屋が大人気です。カキは岩手三陸から
直送、そのほかの海鮮や野菜も地元漁港や畑の
新鮮食材です。サイドメニューに小柴の穴子の
天ぷらやかき飯・生のりを使ったおっとも汁なども
召し上がれます。

１０：３０～２１：００（LO２０：3０）　３/３１（土）まで
年末年始の３日間（12/31・1/1、2）は休みます

期間限定

(柴町４６４)

潮風
いっぱいの
柴のみかん

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

1/6(土)

募集：60名　締切：12/27(水)必着
集合場所：京急金沢文庫駅西口広場

１日コース

コース：約8km、5.5時間

横濱金澤の風物詩めぐり「横浜金澤七福神巡り」

金沢文庫駅→正法院(福禄寿)→瀬戸神社(弁財天)→龍華寺(大黒天)→
伝心寺(毘沙門天)→宝蔵院(寿老人)→海の公園(昼食)→
八景島駅 ー 南部市場駅→長昌寺(布袋尊)→富岡八幡宮(蛭子尊)→
京急富岡駅　＊途中、シーサイドラインに乗車します

1/28(日)

募集：30名　締切：1/18(木)必着
集合場所：京急能見台駅

コース：約4km、3時間

半日コース

横濱金澤の風物詩めぐり
「初不動に行ってみよう」

能見台駅→ビーコンヒル→日平橋→旧不動尊跡→
不動池→谷津関ヶ谷不動尊→能見堂跡付近→
赤井不動尊・正法院

金沢冬の旬

南部市場食品関連卸売センター

南部フーズ ウイッシュボン

文明堂食品工業

江戸清

長峰製茶(金沢店)

ＭＤＣアウトレットセール
今年のお正月セット  限定250セット(3,800円税別・送料別)
注文締切、12/15(金)となります。
お電話にてご注文ください。
直売所 年末31日(日)まで、年始は1/4(木)から営業
問合せ／☎045-775-2247 (シーサイドライン「鳥浜駅」より徒歩３分)

年末のお買い物

毎週(日)、(祝)の漁船出漁日　13:30～16:00くらいまで
※当日の水揚に応じて営業時間を短縮する場合があります。
※天候等により漁のない日は営業しません。
【これからが旬の魚介類】甲イカ（スミイカ）・タチウオ・イシモチ・ヒラメなど
●年末の営業は12/24(日)まで、年始は１/１4(日)から営業します。
問合せ/☎045-785-6161(テープ案内)
（シーサイドライン「海の公園柴口駅」より徒歩５分 ※駐車場あり）

アナゴや旬の地魚の天ぷらが味わえます。
金・土・日・祝 11:00～14:00頃まで。
売り切れ次第終了します。
●年内は12/24(日)まで、
年始は1/12(金)より通常営業します。
問合せ/☎045-701-8182（平日） 柴漁港内

柴漁港名産品直売所

横濱金澤の風物詩めぐり
「芋観音への道」

3/4(日)

募集：30名　締切：2/23(金)必着
集合場所：京急杉田駅

コース：約4km、3時間

半日コース

杉田駅→東漸寺→聖天橋跡→杉田劇場跡→
杉田八幡神社→妙法寺→青砥坂→青砥産土社→
北台展望台→富岡総合公園→長昌寺（芋観世音御開帳）

柴漁港では今年もホタテ養殖に取り組んでいます。大きく育つ、
2月頃には直売所やどんぶりやにお目見えするかも…お楽しみに

小柴のどんぶりや

金沢ブランド「横濱レンガ通り」はお土産品に大人気！
工場直売ならではのお値打ち価格で販売しています。
年末最終営業日：12/29(金)15:00まで　年始は1/5(金)から営業
営業時間／10:00～16:00　定休日／日、月
問合せ／☎045-342-5355
(シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩３分）

(月)～(土)／６:00～12:00くらいまで、食堂は14:00まで営業！
毎月第２・４土曜日は、「土曜イベント」
休業日／(日)、(祝)、(水)不定休
歳末大売出し 12/26(火)～31(日) 6:00～13:00
31日(日)は売切れ終了となります。年始は1/5(金)から営業します。
問合せ／☎045-779-2870 (シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ ）

玉栄

おせちに欠かせない煮豆に佃煮。
金沢ブランドの「生のり佃煮」と「金の椎茸佃煮」も好評発売中です！！
年末特売には栗きんとんや一口昆布巻き等を販売する予定です。
特売 12/28(木) 9:00～16:00
営業時間／9:00～17:00　年始は１/６(土)より営業
問合せ／☎045-782-1001（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩４分）

金沢ブランド認定商品の窯だしカステラ・横浜金沢鈴かすてらは、火、金曜のセール日に販売。
年末・年始のセール　12/８(金)、９(土)、22(金)～24(日)、12/31(日)は12:00
まで営業。1/2(火)１/３(水)は15:00まで営業。
営業時間／9:00～17:00　定休日／元日のみ
問合せ／☎045-785-0002(売店直通)（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩２分）

選りすぐりのお茶と甘味処。全国の乾物や美味しいお菓子もあります。
年末セール  12/23(土祝)～12/29(金)
初売りセール 1/4(木)～11(木)
4、5、6日は、福袋の販売と新春特価ソフトクリーム100円！
営業時間／9:00～18:00（LO 17:00） 年末年始のお休みは12/30(金)～1/3(火)
問合せ／☎045-784-7027（シーサイドライン「幸浦駅」より徒歩３分）

各種中華まん、惣菜、精肉などお値打ち価格で！
工場直売でしか買えない個数限定 『直出しブタまん』も♪
12月は16日(土)、29日(金)30(土)10:00～開催します ！（商品がなくなり次第終了）
問合せ／☎045-791-1611（シーサイドライン「幸浦駅」より徒歩５分）

直営店だからできる激安セール！！
12/16(土),1/27(土)、２/24(土)、3/24(土)　10:00～（雨天決行）
問合せ／横浜マーチャンダイジングセンター　☎045-784-1501
(シーサイドライン「幸浦駅」よりすぐ)

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月から温州、11月初旬から12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。

2/23(金)

募集：60名　締切：2/13(火)必着
集合場所：シ－サイドライン並木中央駅

コース：約6km、5.5時間

新金沢探訪
「海辺の散歩道と工業団地」

並木中央駅→シーサイドライン車両基地→
水産研究所→海辺の散歩道→横浜ヘリポート→
シーサイドライン市大医学部駅

１日コース

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。

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

昔の方法で海苔づくりを体験♪

【宛先・問合せ先】 郵送：〒236－0021　金沢区泥亀２－９－１
  金沢区役所 地域振興課 海苔づくり教室担当  ☎045-788-7804
  Ｅメール：kz-bunka@city.yokohama.jp

申込み方法：次の必要事項をご記入のうえ「往復はがき」
または「Ｅメール」でお申込みください。
① 住所 ② 氏名 ③ 学年 ④ 電話番号 ⑤ 保護者氏名（参加の有無）

10:00～15:00
※雨天の時は、3/5(日)順延

大好評の「海産物フェスタ」、今年も開催です！

＊八景島周辺遊覧船
＊おさかな、わかめ、あさり販売
＊生わかめつかみどり！
＊生海苔むしり体験！

金沢漁港海産物フェスタ 海苔づくり教室 参加者募集2/25
（日）

2/25
（日）

場　　所：野島青少年研修センター、野島公園
対 象 者：金沢区内に在住・在学の小中学生及び保護者
募集人数：５０名（先着順です）
参 加 費：無料
持 ち 物：昼食、飲み物、タオル、スリッパ（内履き）、筆記具

　シーサイドライン「野島公園駅」「海の公園南口駅」から徒歩5分
【問合せ】横浜市漁業協同組合 金沢支所
　　　　　金沢区海の公園９番　☎045-781-8929

9:00～14:00  雨天決行

※有料駐車場500円（先着200台に限り生わかめプレゼント）
　混み合いますので海の公園駐車場(有料)もご利用ください。

＜野島・夕照橋先販売所＞シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩15分
・忠彦丸(ただひこまる) ☎045-701-3086
・番敏丸(ばんとしまる) ☎045-781-8786
・番只丸(ばんただまる) ☎045-786-8997

乾海苔問屋   のりの藤森
京急金沢八景駅より徒歩15分またはシーサイドライン海の公園南口より徒歩8分
☎045-781-8228　営業時間／9:30～19:00
定休日／日曜日（12月は無休）

海苔

冬は海苔の旬！  美味しい海苔はここで買えます

＜金沢漁港内販売所＞シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩5分
・川俊丸(かわとしまる) ☎045-786-1771

横濱金澤シティガイドと行く

ウォーキング

初冬の紅葉の美しさが見事な権現山・お伊勢山
一帯は<横浜市天然記念物> <横浜市特別緑地
保全区域>に指定され、自然豊かな樹叢林です。
幕末まで東照宮があり、円通寺客殿(現在解体)
が残されています。横浜市は円通寺客殿を再
建築し、その周辺を金沢八景西公園(仮称)として
整備を進めています。

権現山･三分山･お伊勢山を巡る 紅葉狩り散策

コース：瀬戸神社～金沢八景駅前～権現山･三分山･お伊勢山一帯の散策と
           紅葉狩り～金沢八景駅西側（解散)　(都合により一部変更あり)
募集人員：先着60名程度  参加費：500円(資料代･保険料など)　受付締切：12/12(火)
申込方法：①〒住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 を明記の上「ハガキ」又はFAX
にてお申込みください。
宛先：〒236-0023　金沢区平潟町31-1-402　丸茂方　｢紅葉狩り散策 係 宛て｣
FAX：045-783-8057《電話での申込みはできません》
集合場所：瀬戸神社、9:15までに集合   持ち物：健康保険証・筆記用具･飲物など《昼食なし》
山はアップダウンの坂道です。スニーカーなど滑らない靴を履いてください。主催：金沢八景の自然と史跡を守る会

１２/２１（木）９：３０～１３：００頃（※）

ボランティアガイド養成講座　4/17(火)開講　申込締切3/2(金)ボランティアガイド養成講座
受講生募集中

歳末セール　12/26(火)～12/31(日)
今年最後のお買い物に相応しい冬物アイテムがおトクに！
新春サプライズ　1/1(元日)～1/8(月・祝)
およそ50店舗で恒例の数量限定「ブランド福袋」を販売♪
1/1(元日)は通常より1時間早い9：00にOPENいたしますので､
お気に入り店舗の福袋をゲットしにお越しください！
※福袋等の詳細は12/15(金)公開予定の施設ウェブサイトを
ご確認ください。
営業時間／10:00～20:00
※12/31(日)10:00～18:00　 1/1(元日)9:00～20:00
問合せ／☎045-775-4446 (シーサイドライン「鳥浜駅」より徒歩5分)

三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

（※）雨天中止：当日、朝の天気予報で降雨率が40％以上の場合は中止


