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No.45
観光たより

旧川合玉堂別邸庭園の紅葉

みかん狩りが
始まります！

柴シーサイド恵みの里

美味しいみかん狩りは10月下旬から12月下旬まで楽しめます。
※無くなり次第終了
みかんは40分間食べ放題（全員）、
みかんのお土産あり（3歳以上）
料

金

小学生以上800円 3歳以上の未就学児400円
※料金は変更になる場合あり
9：00～14：30（12：00～13：00お休み） 月曜休園

直売所営業

3歳未満無料

※売切れ次第終了

土曜日7：30～15：00 日曜日7：30～12：00
アクセス 柴町464 京急
「金沢文庫」
駅から柴町行バス、柴町バス停より徒歩5分
問 合 せ JA横浜柴農園管理事務所 ☎045-785-6844

京浜急行線

ブランチ横浜南部市場内のNANBU BASEはオープン
キッチンやラウンジを備え、
その地域、その季節ならでは
の食の魅力の発見・体験・発信をテーマに料理教室やワークショップなど、さまざ
まなイベントを開催するコミュニティスペースです。
食材を持ち込んでのホームパーティーなど、交流を楽しめるレンタルスペースと
泥亀２
してもご利用いただけます！
●
営業時間
予約方法
アクセス
問 合 せ

●

姫ノ島公園前

●
イオン

★ ●龍華寺
● 横浜金沢観光協会
金沢地区センター
瀬戸神社前
洲崎町

●琵琶島神社

金沢八景駅

平潟湾

金沢シーサイドライン

海の公園
海の公園
9
：00～18：金沢区役所
00
八景小学校
●
NANBU BASEホームページから※ご予約には無料会員登録が必要です。
金沢区鳥浜1-1 シーサイドライン
「南部市場」
駅よりすぐ
海の公園南口駅
ブランチ横浜南部市場 管理事務所
●
金沢警察署前
☎045-374-5392
（受付時間9：00～18：00）
金沢警察署

マルキュウ食堂
Produced by 武居商店

タレ屋が食堂始めました！

金沢区幸浦2-26-1 MDC会館1階
☎045-774-5331（本社）
月～金 11：00～14：00
店
休 土・日・祝日
※MDCアウトレットセール
開催日はオープン
アクセス シーサイドライン「幸浦」駅より徒歩5分

第9回横浜金沢ブランド
認定商品を次号にて発表！

中止のお知らせ

金沢区がおすすめ
する自慢の逸品と
なる、商品の募集を
行いました。
9月に行われる認
定審査会を経て、新
たな横浜金沢ブラ
ンドが誕生します。
12月発行の観光た 横浜金沢ブランド
ロゴマーク
より「よこかな」に
て発表します！

クラフトビールandグルメフェスタ2020
第46回金沢まつり いきいきフェスタ

一般社団法人 横浜金沢観光協会
金沢区洲崎町1-18 協働オフィス金沢内
☎045-780-3431 FAX：045-349-7035
● ：info@yokohama-kanazawakanko.com
E-Mail
若草病院
業務時間：9：00～17：00（平日）
アクセス： 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩10分

野島公園駅

NEW !!
OPEN

金沢区幸せお届け大使

ぼたんちゃん

横浜金沢観光協会
Google翻訳をご利用になれます

横浜金沢観光協会ウェブサイトにGoogle翻訳を導入致しました。
対応言語は英語・中国語・ポルトガル語です。
どうぞご利用ください。

幸福をもたらす七福神めぐり

疫病退散 ! ! 開運招福

秋の 横 浜 金 澤 七 福 神
七福神めぐりは七つの災いを除き、七つの幸福を与える神々をお参りし
て福運を祈る行事で、室町時代から庶民の間で信仰されています。
自然に恵まれた横浜金沢。気持ちのよい秋の空の下、開運招福と健康
ウォーキングを兼ねて七福神をめぐってみませんか？

＊ご参拝の際は十分に感染予防対策をお願いいたします。
＊通常期はご本尊の御開帳はありません。
（例年年始に御開帳予定：令和３年１月１日
（元日）
～８日
（金）
）

べんざいてん

弁財天

せ

と じんじゃ

瀬戸神社
金沢区瀬戸18-14

瀬戸神社と弁財天琵琶島神社
源頼朝が古代からの聖地でもあった瀬戸に三島明神をお招
きして「瀬戸神社」を造営した時、妻の政子が日頃崇敬した
弁財天を祀ったのが「琵琶島神社」。六浦の湊の中心にあっ
て、物流海運・商売繁盛の「舟寄弁天」とも、御神像のお姿か
ら「立身弁財天」とも呼ばれ、立身出世、夫婦和合、縁結び、ま
た音楽・技芸の守り神として古来崇敬されています。

だいこくてん

大黒天

りゅう げ

じ

龍華寺
金沢区洲崎町9-31

源頼朝が文治年中に六浦山中に建てた浄願寺が始まりとい
われています。明応８年、融弁上人によって、光徳寺と併合
され移築、龍華寺となりました。800年以上の歴史を有する
寺には貴重な宝物が所蔵され、牡丹などの花の寺としても
有名です。
大黒天の功徳は食物財宝ばかりではなく、招運開運のめで
たい神としても人気があります。

び しゃもんてん

でんしん じ

毘沙門天 伝心寺
金沢区町屋16-28

曹洞宗の寺で創建は宝治元年（1247年）開基は執権北条時
頼とされており、本尊は釈迦如来で、脇仏に普賢菩薩と文殊
菩薩を配します。寺は数回の火災等に遭ったが、大永元年
（1521年）北条氏繁が養拙宗牧（ようせつしゅうぼく）大和
尚を招いて開山として再興しました。毘沙門天は知恵と武
勇、戦勝の神様でスポーツの試合や、受験の守護、開運出世、
厄除けにも良いとされている神様です。

じゅろうじん

寿老人

ほうぞういん

寳蔵院
金沢区柴町214

真言宗御室派、本山を京都仁和寺いただき、ご本尊は大日如
来をお祀りしています。創建年代は火災の為、正確な資料が
残っていない為、おおよそ鎌倉時代前期の開山と思われま
す。昔から一村一ケ寺の形を残したお寺です。境内からは柴
漁港、八景島を眼下に東京湾を見渡せます。
寿老人は長い髭をたくわえられ、手に杖や宝珠、桃をもた
れ、長寿を司る神様です。

◎金沢産業振興センター店 ☎045-784-7455
◎金 沢 公 会 堂 店 ☎045-785-3433

ふくろくじゅ

福禄寿

しょうぼういん

正法院

金沢区釜利谷東3-4-24

弘法大師さまが井戸を掘られ、お加持すると赤い水に変わ
り、お不動様のお姿を描かれ、
「赤井のお不動さま」と親しま
れ、今日までご祈祷（家内安全、交通安全など）が続けられて
います。
福禄寿には【福】健康で素晴らしいご家族【禄】仕事や勉強、
お金などに恵まれる【寿】元気で長生き出来るとの願いが込
められています。

え びすそん

蛭子尊

とみおかはちまんぐう

富岡八幡宮
金沢区富岡東4-5-41

約800年前、建久２年（1191年）鎌倉幕府を開くにあたって
源頼朝が摂津の西宮よりえびすさまを勧請し、この村の守
り神としたのが始めで、現在まで八幡さまと一緒にお祀り
しています。
えびすさまは芦の舟に乗って海路を開き西宮の浜にたどり
着いたという神話から海上安全の海の守り神、また、商売繁
盛の福の神として崇敬されてきました。

ほ ていそん

布袋尊

ちょうしょう じ

長昌寺
金沢区富岡東3-23-21

天正２年（1574）鎌倉明月院の仙渓僧才禅師によって開か
れ、臨済宗建長寺派、本尊釈迦如来。毎年３月には厳修され
る芋観音の縁日は多くの参拝者でにぎわいます。また直木
賞に名を残す直木三十五の墓があり、２月には南国忌が行
われます。
布袋和尚は900年頃、中国におられた禅僧で、福を呼ぶ弥勒
菩薩の化身と尊ばれました。

七福神グッズ

横浜金澤七福神マップを
持って出かけよう！

色紙：500 円
七福神御朱印：300 円（各寺社）

御朱印帳：1,200 円
七福神御朱印：300 円（各寺社）

福笹：300 円
ミニ絵馬：300 円
（各寺社）

⇩ マップ配布場所 ⇩
各寺社・京急（京急富岡駅、金沢文庫駅、
金沢八景駅）
・シーサイドライン（金
沢八景駅、新杉田駅）
・ウイングキッ
チン金沢八景内タリーズコーヒー・金
沢区役所・横浜金沢観光協会

どんぶらどんぶら七福神
みき つきみ / 文
柳原 良平 / 画
絵本：1,000 円（税別）

各寺社・横浜金沢観光協会で販売中！
＊寺社の状況により御朱印をいただけ
ないこともあります。

71

横 浜 金 沢 の 海 で 釣 り を 楽 し も う ！
東京湾に面している横浜金沢は、釣り船店の多さは市内一。釣り船での沖釣り、ボート釣り、岸壁からの釣り
など、四季を通じて楽しめます。
乗合船では一日釣り、半日釣りなどプランに合わせてご利用ができ、駅から港までの送迎のある店も。
※各店時間の設定あり。代表番号までお問合せください。
釣った魚や地魚を食べられるお店もあります！気持ちのよい秋の空の下、潮風を感じる海釣りをしてみては？

釣り船店に到着したら、まずは乗船
名簿に記入し、提出します。

ライフジャケットを付けて、乗船！

初めてでも大丈夫！
船長から釣り方を教えてもらいま
す。竿、
エサ、
氷などはお借りします。

【取材協力】

荒川屋
たくさんのアジが釣れました！！

釣れた～～～～！！
大きなアジです

※予約は２名以上
11:30～15:00（ランチタイム）
16:30～22:00 (L.O.21:30)
定休日 月・火曜日
（釣りパックは
荒川屋併設「Sand fish」にて釣った魚（6
予約次第OK）
匹迄）お任せで(天ぷら、刺身、フライ、
洲崎町6-1 ☎045-782-3492

Sand fish

塩焼き等)調理してくれます。

￥2,000(魚6匹までの調理代、ライス、みそ
汁、漬物、ソフトドリンク付き)+300円でソ
フトドリンクをアルコ－ルに変更(税別)
観光協会後援ウォーク

10/31
（土）
9：30～12：00 ※雨天実施

称名寺ご住職のお話とご本尊の拝観

小柴の
どんぶりや
柴漁港で水揚げされた江戸前
アナゴと旬の魚を使った天丼などが人気です！
金・土・日曜日のみ営業 11：00～13：00
柴町397 ☎045-701-8182（横浜市漁協柴支所）※平日9：00～17：00

美味しい魚が
◀

洲崎町 6-1
☎045-701-6672

11/21（土）
9：30～12：30 ※雨天実施

＜横浜金沢魅力帳を歩く4＞
「明治の別荘地を巡る～横浜金沢
『富岡』
～」

ご住職のご厚意で金堂にてお話を聞き、ご本尊や多くの重要 横浜金沢魅力帳をご持参ください。当日、販売もあります。
文化財を拝観する機会をいただきました。
（500円）
募集人員：15名（抽選）
募集人員：20名（抽選）
※抽選結果のお知らせは10/23（金）～24（土）
※抽選結果のお知らせは11/14（土）までに通知
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付時間：9：00～9：30）
集合場所：京急富岡駅改札口（受付：9:00～9:30）
コ ー ス：約1㎞、約2.5時間（お話、説明を含む）
コ ー ス：4㎞、3時間
申込締切：11/11（水）
金沢文庫駅西口広場▶称名寺境内▶金堂（お話40分）▶
後
援：金沢区役所
称名寺庭園散策後解散
（京急富岡駅）
▶二松庵▶伊藤博文仮寓の宅▶松方正義別荘跡
申込方法：「往復はがき」でお申込みください。
▶直木三十五邸跡▶慶珊寺▶長昌寺▶三条実美別荘跡▶
申込締切：10/20（火）
必着
シーサイドライン南部市場駅にて解散

ＮＰＯ法人
シティガ

東京湾には横浜金沢の
釣り船がいっぱい
忠彦丸

進丸

海の公園 9 番地金沢漁港内
☎045-701-3086

海の公園 9 番地金沢漁港内
☎080-8042-3303

横浜金沢の釣り船店

市内一

！たく

さんあ

るよ♪

・神奈川県釣船業協同組合
金沢支部 平潟湾（11軒）
☎045-784-3144
（荒川屋内）

・金沢漁港遊漁部（20軒）
☎045-781-8929
（金沢漁港）

・柴漁港遊漁部（２軒）
☎045-701-8182
（柴漁港）
※平日のみ

・貸ボート

シーサイドラインを見上げながら、
野島橋をくぐり抜け・・・

金沢漁港を過ぎたあたりから、船は
スピードアップ！
釣り場を目指します。

相川ボート

マリンスタイル

☎045-781-8846

☎080-1222-0316
※ご利用には入会が
必要です

みつだボート
☎045-781-8221
（090-3522-6229）
※ハゼ釣りシーズン
10～11月の日祭日
のみ営業

横浜金沢旬のさかな
マダイ アジ カレイ イチモチ
カサゴ シロギス イサキ

アイナメ

夏６～８月

シロギス

マダコ

秋９～11月

アジ

冬12～２月

マダイ

春３～５月

アジ

マゴチ

イサキ

シロギス

マダイ

オニカサゴ

アジ

カレイ

アイナメ

タチウオ

メバル

イシモチ

堤防からも釣りが楽しめます！
狙うはアジ！
さあ、釣るぞ！！

釣り場に着いたら、船長の合図で、
釣り糸を垂らします。

▶
食べられる店

シーサイド・スパ八景島
「シーサイドレストラン
あおみ」

FRYING FISH

＊釣りパック＊ 入浴も出来ます。釣った魚をプロの料理
人が丹精込めて、料理します。前日までの予約がお得！
10：00～23：00 駐車料金（最大4時間30分無料、以降30分220円）
入浴料、バスタオル、
フェイスタオル、調理代（一人前）
大人￥2,000 小人￥1,000円（税別）
柴町361 ☎045-791-3575

平日・祝日15：00～22：00（LO21:00）
土・日13：30～22：00（LO21:00）
※営業時間は変わることあり。要問合せ
木曜日定休
瀬戸23-15 ☎045-352-8588

11/29（日）9：30～12：00 ※雨天実施

横濱金澤
イド協会

魚料理
やすらぎ

釣り人から頂戴した
魚、
地魚、地物を使っ
た料理を提供するお店。

観光協会後援ウォーク

瀬戸神社宮司のお話と新社務所資料室の見学

瀬戸神社では本年３月に新社務所が完成し、あらたに整備された資料室
では瀬戸神社や地域にまつわる資料が展示されています。今回、宮司のご
厚意で、資料室の見学と宮司のお話をお聞きする機会をいただきました。
募集人員：15名（抽選）※抽選結果のお知らせは11/20（金）～21（土）
集合場所：金沢八景駅３階自由通路（受付時間：9：00～9：30）
コ ー ス：約2.5ｋｍ 約2.5時間(お話、説明を含む)
金沢八景駅▶瀬戸神社(お話・資料室見学：約６０分)▶
琵琶島神社▶泥亀公園▶金沢文庫駅西口にて解散
申込方法：「往復はがき」でお申込みください。
申込締切：11/18（水）
必着

カレイ キス アジ アイナメ カサゴ メバル タコ スズキ マゴチなど
「幸浦」
駅より徒歩13分
幸浦地先岸壁 シーサイドライン
「福浦」
駅より徒歩5分
福浦地先岸壁 シーサイドライン
※堤防からの釣りは場所を規制しているところがあります。

新鮮なお刺身や旬の料理をお手ごろ
価格で。江戸前のアナゴはとろける美味しさが自慢！
11：30～15：00
（Lo14:30）
17：00～22：00
（Lo21:30）
水曜・火曜日（第1・3）定休
平潟町23-20 ☎045-701-2268

★国や県より緊急事態宣言等が発出された場合は中止します。
（保険料、
資料代含む）
参 加 費：各コース500円
持 ち 物：飲み物・敷物・雨具など
参加者全員の郵便番号・住所・氏名
（ふり
申込方法：はがき又はファックスで、
がな）
・年齢・電話番号を明記のうえ、
コース名を明記し下記宛先ま
でお申込みください。
なお、
複数人でお申込みの場合は
「代表者」
に
〇印をお付けください。
ホームページからも申し込むことができ
ます。
※後援ウォークの申込は往復はがきのみとなります。
＊すべてのコースは、諸般の事情によりコースが変更になる場合があります。
＊雨天実施ですが、荒天（台風、暴風雨）の場合は、中止です。
＊申込開始は、各企画の2か月前ですが、
協会ホームページに掲載後となります。
＊ソーシャルディスタンスを保って実施します。必ずマスクを着用してご参加ください。
＊当日、体調の悪い方は参加をお控えください。
＊受付時に体温測定を実施します。37.2℃以上の方は参加をお断りすることがあります。
＊ウォーキング中の事故等については保険の範囲外の責任は負いません。各自で十分ご
注意ください。

問合せ・申込み
ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイト協会
〒236-0027金沢区瀬戸15-13
TEL・FAX 045-787-0469
（※電話では申込出来ません）

施設案内
神奈川県立金沢文庫

・神奈川県立金沢文庫 新型コロナウイルス感染症対策の為、予定が変更または中止になること
・旧伊藤博文金沢別邸 があります。詳細は各施設HPなどにてご確認ください。
・横浜市立金沢動物園
・海の公園・長浜ホール・NPO 法人金沢区民協働支援協会

☎045-701-9069

海の公園

☎045-701-3450

企画展 江戸刷リ物品定メ ～二代目金沢文庫長の秘策～

第４回YOKOHAMAビーチサイドマラソン

今から90年前に開館した神奈川県立金沢文庫は、初代文庫長
関靖と、神奈川県初の司書熊原政男の二人の専門職員によっ
てはじめられました。
二代目文庫長に就任した熊原は、郷土意識を盛り立て戦後復
興の原動力とする活動を積極的にして、危機を乗り切るとい
う「秘策」を繰り出し、開館以来収集してきた近世の版本類
を、絵図・地図、金沢八景、徒然草といったテーマのもとにコ
レクション化して、神奈川県近郊の催事場に出開帳し、関連
書籍を出版して、金沢文庫をおおいにアピールしたのです。
二代目金沢文庫長が品定めした江戸時代の刷り物によって
神奈川県立金沢文庫のはじまりの物語を紡ぎます。

小さなお子さまから大人まで楽しめるマラソン大会です。新型コロナウイルス
感染対策を実施した上で開催します。(万が一、自治体などよりイベント自粛要
請があった場合は、
主催団体が実施する他大会に手数料なしで振替)
潮の香りを楽しみながら、
気持ちの良い汗をかいてみませんか！

～9/27
（日）

10/10
（土）

親子ペアマラソン、
ミニマラソン、
12km、ハーフマラソン、
目 チャレンジラン、
30km、
フルマラソン
申 込 http://yokohama-beachside-run.net/
9/16
（水）
締切 事務局９/23
（水）
問合せ FUNランニング実行委員会
事務局
（Good Sports内）
☎03-5480-4100
Email info@goodsports.jp
種

（入館16：00まで)
観覧時間 9：00～16：30
（9/21除く）
、
9/23
（水）
休 館 日 月曜日
※新型コロナウイルス感染症防止のため、
展示室の混雑状況により人数制限
（最大20名）
を設ける場合があります。
20歳未満・学生 150円、
65歳以上 100円、
高校生 100円、
観 覧 料 20歳以上 250円、
中学生以下・障がい者の方は無料

大会H PのQRコードはこちら

⇩

≪予告≫
10/2
（金）～11/29
（日）

企画展 あの時の金沢文庫1964

長浜ホール
旧伊藤博文金沢別邸

☎045-788-1919

博文邸の重陽の節句飾り

～9/22
（火祝） 9：30～16：30

第59回みず色の風コンサート

～弦楽四重奏の花束を～
9/12(土) 13：30開場 14：00開演
出演
曲目

重陽の節句にあわせ、
菊のお花と「後の雛」を飾ります。
見学無料

☎045-782-7371

カルテットN
弦楽四重奏曲第1番ホ短調
「わが生涯より」
（スメタナ）弦楽四重奏曲
ヘ長調(ラヴェル）
2,000円(前売・当日共。前売で完売の場合当日券の販売は行いません。
)

博文邸の月見飾り

料金

十五夜にあわせ、邸内にお月見飾りをしつらえます。
見学無料

講演とシンポジウム
野口英世博士の足跡が残る明治の検疫所を
知ろう、
保存しよう！

9/24
（木）
～10/4
（日） 9：30～16：30

秋のお茶会

10/17(土) 13：00開場 14：00開演

10/11
（日） 10：00～15：00
金沢茶道会のご協力による伝統的なお茶席を体験いただけます。未経験の方、
平服の方もこの機会にぜひご参加ください。
事前に茶券をお求めください。
席
主：田宮宗初氏
茶 券 代：700円（税込）
茶券販売：9/11（金） 9：30～ 当館窓口にて販売
9月・10月の開館・開園について
（水）
・10/5
（月）
・19
（月）
【休館・休園日】 9/23
【開館・開園時間】
旧伊藤博文金沢別邸 9：30～16：30
9：00～17：00
牡丹園

横浜市立金沢動物園

☎045-783-9100

シルバーウィークスペシャル

SDGsに関連したワークショップや展示を行います。

どうぶつえんの文化祭 ～Zoo to Wildオータムフェス～
10/10
（土）
・11
（日）

動物や植物、自然環境を楽しく学べるブースや環境
について考えるワークショップなどを開催します。

11/14
（土） 10：00～16：00

よこなか観光

料金無料
「野口英世伝」 13：00開場 13：30開演
講談：宝井琴星
(事前登録制 10/11受付開始予定)
展示：◎パネル展 ①野口英世博士の足跡が残る明治の検疫所を
知ろう・保存しよう！
（ホワイエ）
②野口英世の生涯(多目的ルーム)
◎
「母から子への手紙コンテスト」
平成31年度入選作品
（1Fロビー）
◎
「野口英世博士への手紙コンテスト」
令和2年度入選作品
（1Fロビー）

NPO法人金沢区民協働支援協会

☎045-788-0459

「はやぶさ2」が成し遂げたミッションとこれからの宇宙研究
12/5
（土） 開場13：00 開演13：30
会
第
第
講
対
申

ハロウィンイベント
10/31
（土）

ハロウィンにちなんだ特別イベントを開催

干支
（丑）
の年賀状用撮影スポット
12/2(水)～1/11
（月祝）
（予定）

金沢区町屋21-7
☎045-781-8228

歴史から学び未来を見つめる。
野口英世フェア

※感染症予防等の注意事項については施設HPにてご確認ください。

～動物園で学ぶSDGs～
9/19
（土）
～22
（火祝）

創業１９２８年（昭和３年）
より金沢
文庫の地から日本全国へ 海苔
の卸売業として展開しています

料金無料
パネリスト
（予定） 林俊治
（北里大学教授）
、
吉田鋼市
（横浜国立大学名誉教授）
他
（事前登録制 9/11受付開始予定）
主催：NPO法人野口英世よこはま顕彰会 共催 横浜市 長浜ホール他

横浜金沢ブランド認定商品
「横濱金澤焼のり物語」

１
２
演
象

場 金沢公会堂
料金無料
部 横浜市消防局音楽隊による演奏
部 映像を交えてのはやぶさ2の功績に関する講演会
者 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 並木道義氏
（公募約100名）
者 金沢区民
込 9/23(水)～10/31(土)
※応募者多数の場合は抽選となります。
・
「往復はがき」
にて
〒236-0028 金沢区洲崎町1-18
NPO法人金沢区民協働支援協会
「はやぶさ２」
講演会係宛
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、
「はやぶさ２講演会希望」を記入
（介護が必要な場合は、
参加人数を記入してください。
）
・
「インターネット」
から
【金沢区民協働支援協会】
HP
柳町コミュニティハウス
「申込フォーム」
から申し込みください。
申込QRコードはこちら⇨

イベントカレンダー

9月

9/15
（火） ひなやのお料理教室
「秋のおばんざい」

～初心者でも気軽に楽しめるお料理教室～
11：00～13：30 ※10：45～開場、受付開始
秋の味覚をたっぷりと使い、
旬の食材でおばんざいを作ります。
場
所 NANBU BASE
（税込）
参 加 費 2,000円
定
員 10名※先着順
（中学生以上、中学生のみの参加不可）
申込期限 イベント実施日前日の18時まで
アクセス シーサイドライン
「南部市場」駅よりすぐ
ブランチ横浜南部市場内
問 合 せ NANBU BASE ☎045-374-5392

9/26
（土）
一心泣き相撲 横浜南場所
赤ちゃんの健康と成長を祈願する
行事です。
場
所 富岡八幡宮

9/26
（土）
27
（日） 富岡八幡宮 秋季大祭
9/26
（土）宵宮祭 18：00～※万燈神輿連合渡御中止
9/27
（日）大祭・湯立神楽10：00～
※大神輿渡御中止
アクセス 京急「京急富岡」駅より徒歩８分
シーサイドライン
「並木北」駅より徒歩10分
問 合 せ 富岡八幡宮
☎045-776-3838

11月

11/8
（日）
富岡八幡宮 うべえじゅう
（夜神楽）

19：00～
卯陪従（うべえじゅう）とは、富岡八幡宮に鎌倉時代から伝わる伝統神
２月・11月の初卯の日に夜神楽として湯立神楽を奉納します。こ
光だより事で、
W200
× H70
の日お参りをすると１年間お参りしたのと同じだけご利益があると
伝えられています。
アクセス 京急「京急富岡」駅より徒歩８分
シーサイドライン
「並木北」駅より徒歩10分
問 合 せ 富岡八幡宮 ☎045-776-3838

11/14
（土）
長浜公園感謝DAY

※荒天時15（日）に順延

10：00～15：00
自然環境について学ぶことをテーマに、地域の市民団体と協働して
ブース出展やガイドウォーク、体験教室、プレイパーク等を行います。
また、野鳥観察園やトンボ池の自然環境の魅力を紹介します。
場
所 長浜公園中央広場
費
用 無料 ※一部有料あり
アクセス 京急「京急富岡」駅・
シーサイドライン
「並木中央」駅より徒歩14分
問 合 せ 長浜公園 ☎045-782-8004

※予定は変更または中止になる場合があります。
ご確認のうえ、お出かけください

10月

10/3
（土）
旧川合玉堂別邸 定期開園

開園時間

10：00～15：00
※最終入園14：30
【定期開園】 11/7
（土）、
12/5
（土）
12月は紅葉が見頃を迎えます
【特別開園】 12/12
（土）
※荒天時中止の場合あり
「京急富岡」
駅東口より徒歩2分
ア ク セ ス 富岡東5-19-22 京急
当日連絡先 旧川合玉堂別邸 ☎080-1241-0910
問 合 せ 金沢区区政推進課企画調整係 ☎045-788-7729

10/4
（日） 金沢の砂浜で塩づくり体験
※雨天の場合10/11
（日）に延期

９：00～12：00
昔、皆さんが住んでいる、ここ金沢区の海で塩づくりが盛んに行われ
ていたことを知っていましたか？
そんな過去がある金沢区の歴史・文化を学び、楽しんでもらうため、塩
づくり体験を開催します！海を臨みながらみんなで楽しく海水から
塩を作ってみませんか!?
場
所 海の公園砂浜
（バーベキュー場側）
アクセス シーサイドライン
「海の公園南口」
駅下車
対
象 区内在住・在学の小・中学生25人
（先着順）
密集を防ぐため、
保護者の方の付き添いは１家族１名様で
お願いします。
参 加 費 無料
持 ち 物 飲み物・タオル・帽子・マスク
申
込 9/11(金)９：00～24
（木）
９：00まで申込受付
※定員になり次第締切
下記QRコードより電子申請にて申込、またはＥメールに、
住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・学年・保護者氏名（保護者
同伴必須）
を記入して担当へ
※新型コロナウィルス感染症等の状況により、開催の延期または中止
となる可能性があります。
延期または中止の場合は所定のメールアドレスにご連絡いたします。
主
催 金沢区役所
企画・運営 塩田による塩づくり実行委員会
問 合 せ 区民活動支援担当
『塩づくり担当』
☎045-788-7805
Ｅメール：kz-bunka@city.yokohama.jp

12月

12/8
（火）
瀬戸神社 歳の市

12：00～19：30頃
アクセス 京急・シーサイドライン
「金沢八景」駅より徒歩2分
問 合 せ 瀬戸神社
☎045-701-9992

地区センターをご利用ください

金沢地区センター

釜利谷地区センター

能見台地区センター

体育室、会議室、料理室、和室などいろいろな
お部屋があります。
特定非営利活動法人
ホームページ

金沢区民協働支援協会

https://officekanazawa.org/

満 3 歳児クラスも開設！

よこはまかなざわの歴史文化の継承と経済の発展に向けて
観光事業を推進しております。
ご賛同・ご支援いただける方、
皆様のご加入お待ちしております。

次号「観光たよりよこかな46号」は、12/10発行予定

