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観光たより

「降雪の反橋」
木村篤史

横浜金沢魅力満載日帰りツアー
－石川県の金沢じゃないよ、横浜金沢‼－

GoToトラベル
事業支援対象

海と緑と歴史のまち、横浜金沢。鎌倉時代からの歴史を感じ、漁港で美味しいど
んぶりを食べ、市場や直売所でショッピング。一日で横浜金沢の魅力をたっぷり
感じていただけるバスツアーです。乗降車は横浜駅・金沢八景駅のいずれかをお
選びいただけます。
・1月29日（金）
日
程：2021年1月22日（金）
最少催行人員：15名/定員20名
（バス代、
昼食代、
入館料、
国内旅行保険を含む）
旅行代金：お1人様あたり12,300円
→ お支払い実額8,000円 横濱金澤シティガイド協会のガイドつき
※別途、地域共通クーポンを2,000円分お渡しします。
コ ー ス：横浜駅▶金沢八景駅▶称名寺▶神奈川県立金沢文庫▶野島公園▶旧伊藤博
文金沢別邸▶野島公園▶柴漁港「小柴のどんぶりや」
（昼食）▶ブランチ横浜
南部市場▶工場直売所「文明堂・ウイッシュボン等」▶金沢八景駅▶横浜駅
募集締切：12/22（火）
旅行企画実施：㈱近畿日本ツーリスト首都圏 横浜支店
（一社）横浜金沢観光協会
企画・協力：㈱tvkコミュニケーションズ・

京浜急行線

※掲載のツアーは、この紙面でのお申し込みを受け付
けておりません。資料（パンフレット）は下記店舗ま
でご請求ください。
泥亀２
問 合 せ：㈱近畿日本ツーリスト首都圏 横浜支店 ●
●
海の公園
「横浜金沢魅力満載日帰りツアー」
係 海の公園
金沢区役所
八景小学校
●
☎045-277-0771
海の公園南口駅
金沢警察署前

●
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

横浜金澤七福神スタンプラリー

海の公園 どんど焼き

新型コロナウイルス感染症拡大防止ため、中止とさせていただきます。
横浜金澤七福神御開帳開催につきましては、各寺社での対応となります。

―正月飾り等についてのお願い―
どんど焼き中止の為、
各ご家庭において適切な方法で片づけていただくよう
お願いいたします。
各寺社ではお預かり出来ませんので、
ご了承ください。

横浜金沢
魅力写真
大募集 !

あなたの撮影した写真を「よこかな」の
表紙にしませんか？
選ばれた写真は年4回発行の観光たより「よこかな」
（掲
載は1号です）の表紙を飾ります。
海と緑と歴史のまち、横浜金沢。四季折々の横浜金沢の魅
力が伝わる風景などを収めた写真を募集します。

◇観光たより「よこかな」の表紙を飾ります
◇横浜金沢観光協会発行の冊子やHPに使用します
◇外部団体からの提供依頼にも斡旋します
応募条件
・撮影地は横浜市金沢区内であること
・応募期間は令和3年3月31日（水）まで
詳細は観光協会HPをご覧ください。

●
金沢警察署
金沢シーサイドライン

姫ノ島公園前

令和3年 開催中止のお知らせ

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

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。

称名寺

天然寺
除夜の鐘

12/31（木）は翌朝まで開門。反橋と平橋を渡って初詣。
金沢山の頂上に登れば、八景島や房総半島までの眺望も。
大晦日、正月の破魔矢、みくじ、お守り等はコロナ禍と改築工事の為、
授与はありません。

23：45～ （1人1打先着108名様）

（町屋5-1）
☎045-701-7598
京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩10分

（金沢町212）
京急「金沢文庫駅」東口より徒歩12分

薬王寺

安立寺

除夜の鐘 23：00～0：30
1/8（金） 14：00～ 初薬師護摩供養法要

108打で打ち止め）
除夜の鐘 23：00～ （２人で１打、
福守り 23：00～ 先着700名様に差し上げます。

（寺前2-23-52）
☎045-701-8646

（町屋7-4）☎045-701-7597 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩10分

手子神社

東光禅寺

三が日の間は、破魔矢、お札、お守り等を受けられます。元日は家内安
全、
商売繁盛ほか御祈願
（0：00～2：00）
も受付けています。

「ゴ～ン」ではなく「カ～ン」です）
除夜の鐘 23：30～1：00（半鐘なので、
大晦日は半鐘を打つことができます。その後は甘酒が振る舞われる「望年会」
坐ZENと写経体験 双方の都合が合う時、
いつでもできます。
要予約。
ホームページ東光禅寺で検索。www.tokozenji.or.jp

（釜利谷南1-1-8）
☎045-701-9992（瀬戸神社）
京急「金沢文庫駅」
西口より徒歩12分 バス文6.7.10.11系統「小泉」よりすぐ

浅間神社

（釜利谷南2-40-8）☎045-781-0271
京急「金沢文庫駅」西口よりバス6、10、11系統「白山道」または「白山道公園」より徒歩3分

野島稲荷神社

御開扉、破魔矢、接待はありません。お札の授与はあります。裏参道は通
行止めとなります。
どんど焼き中止の為、お札、お飾り、
破魔矢などの持ち込み厳禁です。

12/31（木） 16：00～

境内にてお守りを受けられます。
（1/1（元日）
8：00頃まで）
マスク着用必須、入口にて消毒後、ソーシャルディスタンスを保ちご
参拝ください。

（谷津町432）
京急「金沢文庫駅」西口より徒歩7分

瀬戸神社

（野島町23-1）
シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩10分

12/31（木） 18：00 大祓
1/1（元日） 0：00～ 歳旦祭・初神楽奉納
（富岡東4-5-41）
☎045-776-3838
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

龍華寺
12/31（木） 除夜の鐘 鐘つきは、僧侶により行います。参拝はご自由に出来ます。
1/1（元日） 元旦 祈祷及び大黒天護摩共修行
1/28（木） 初不動護摩共修行
（洲崎町9-31）☎045-701-6705 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩7分

シーサイドラインの向こうから昇る
朝日が平潟湾に反射してとてもきれ
いです。そのまま瀬戸神社に初詣に
も向かえます。

称名寺市民の森／八角堂広場

お出掛けの際は、十分に
感染予防対策をお願いい
たします。

富岡八幡宮

琵琶島神社

京急「金沢文庫駅」東口より徒歩12分

12/31（木） 15:00～ 茅の輪神事 ※神職のみで行います。
人形（ひとがた）に年齢・氏名を記し、身体をなで息を吹きかけて納めます。
1/1（元日） 0：00～ 歳旦祭 鶏鳴神事
氏子の中からその年の干支にあたる人が、御神前で鶏の鳴き声を高ら
かに挙げて、
新しい年の平安を祈り、新年を迎える古式行事。
（瀬戸18-14）☎045-701-9992 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩2分

正法院
1/1（元日） 元朝大護摩供奉修
1/28（木） 赤井不動大護摩供法要 11：00～14：00
お大師さまが井戸を掘られ、お加持すると赤い水に変わって、この水
でご祈祷すると病が治ったと伝えられています。正法院では「大根加
持」
とよばれる厄除、家内安全など皆さまの健康を祈願しています。
（釜利谷東3-4-24）
☎045-781-2484

初日の出
2021年元日の日の出時刻は、6時50分。
一年の始まりを感じながら、厳かな気持
ちで初日の出を拝んでみてはいかがで
しょうか？

京急「金沢文庫駅」西口より徒歩7分

野島公園
展望台からの眺めは、東京湾から房
総半島、八景島、富士や丹沢の山並
みと 360 度の展望。ただし人気スポッ
トなので人が多めです。

横浜・八景島シーパラダイス

金沢山のてっぺんの八角堂広場からは四方が見渡
せ、海の公園・野島・房総半島・円海山が一望出
来ます。

12/31
（木）
のオールナイト営業はありません。
1/1（元日）の開島時間は9：00（予定）です。最新情報
は、
公式ホームページにてご確認下さい。

海の公園

金沢動物園しいの木山展望台

昇 る 朝 日 の 中、シ ー パ ラ ダ イ ス の
ジェットコースターのシルエットが
美しい、フォトジェニックなスポッ
トです。

１/1（元日）は休園の為、入園いただけません。

海の公園

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

年末年始の
お買い物

■長峰製茶（金沢店）

選りすぐりのお茶と甘味処・全国の菓子・食品もあります。

（火）
年末セール：12/23（水）̃29
（月）̃11（月祝）
年始セール：1/4
4（月）、5（火）
、6（水）は、福袋の販売（予定）と
新春特価ソフトクリーム100円♪
※福袋についてはコロナ禍の影響で中止と
なる場合があります。
営業時間：9:00̃18:00（L.O17:00）
定 休 日：なし ※夏季・冬季休暇あり
年末年始：12/30（水）̃1/3（日）休業
問 合 せ：045-784-7027
（シーサイドライン幸浦駅より徒歩3分）

■ウイッシュボン工場直売店

横浜金沢ブランド「横濱レンガ通り」はお土産品に大人気!
ミニノエルなど、クリスマス向けのかわいい商品販売中!
ご予約も承ります。

営業時間：10:00̃16:00
定 休 日：月曜日・日曜日
年末年始：12/30（水）̃1/4（月）休業
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5分）

■横浜南部市場 食の専門店街

野菜、お肉、お魚からこだわりの食材まで、どなたでもお買い物ができます!

歳末大売出し：12/26（土）̃30日（水）9:00̃14:00 ※31（木）は自由営業日
営業時間：平日6:00̃18:00 日・祝9:00̃14:00 ※営業時間は店舗により異なります
南部亭（食堂）平日8:00̃14:00 日・祝9:00̃14:00
横濱屋本舗食堂 10:00̃15:00（物販は17:00）
定 休 日：水曜日
（元日）̃4（月）休業
年末年始：1/1
問 合 せ：045-779-2870
（シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ）

■MDCアウトレットセール

直営店だからできる激安セール!!
12/19
（土）
1/23（土）2/27（土）3/27
（土）10:00̃売切れ次第（雨天決行）

問 合 せ：横浜マーチャンダイジングセンター
（シーサイドライン「幸浦駅」よりすぐ）

☎045-784-1501

■文明堂食品工業

釜出しカステラ648円
（税込）
サイズがひとまわり大きくなってリニュー
アル!可愛らしいデザインが入ったボックスタイプになりました。

営業時間：9:00̃17:00
定 休 日：元日のみ
年末年始：12/31（木）9:00̃12:00
1/2（土）3（日）9:00̃15:00
問 合 せ：045-785-0002
（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩3分）

■梅蘭福浦食品工場直売所

美味しい中華点心の工場直売所です。
小龍包10個入り400円、エビニラ餃子10個入り500円、
お菓子お買い得パック5個入り450円

営業時間：10:00̃17:00
定 休 日：水曜日
年末年始：要問合せ
問 合 せ：045-353-7215
（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩4分）

2020～2021

■江戸清

各種中華まん、惣菜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。
年末の工場直売あり。
詳しくはお問合せください。

問 合 せ：045-791-1611
（シーサイドライン「幸浦駅」より徒歩5分）

■南部フーズ

横浜金沢ブランドの「生のりつくだ煮」と「金の
椎茸佃煮」やくるみ小女子、釜あげ大正金時豆
などを大好評発売中です!12/28（月）は、おせち
商品の販売をします。

営業時間：9:00̃16:00
定 休 日：水曜日・日曜日・祝日
年末年始：12/29（火）̃1/4（月）休業
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）

■玉栄

お正月セット（横浜金沢ブランド玉子焼
き入り）は限定500セット4,300円（税込・
送料別）です。注文締切12/15（火）となり
ます。お電話にてご注文ください。お渡し
は県漁連前、
玉栄倉庫にて。

営業時間：8:30̃17:30
定 休 日：日曜日
（元日）̃3（日）
年末年始：1/1
問 合 せ：045-775-2247
（シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ）

■日本料理 飯鉢

正月に欠かせない和の食材を厳選し、落ち着いた色合いと美しい盛り
付けにこだわった、伝統的なおせちです。23,000円（税込）お電話にてご
予約ください。
締切12/20
（日）
配送もあり。

営業時間：11:30̃14:00
（予約制）
17:30̃21:00
定 休 日：なし
（元日）休業
年末年始：1/1
問 合 せ：045-788-1181

■シーサイドライン

新グッズ
・キラキラ☆シーたんもちもちクッション
もちもちした触り心地のクッションぬいぐるみです。
2,500円
（税込）
・鉄下
（第2弾・2000型第46編成）
2000型第46編成をデザインしています。
（16̃20㎝ こども用）
400円
（税込）
販売場所：シーサイドライン新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅の窓口
全駅の柴口このみ自販機（鉄下のみ）
インターネット販売も開始
問 合 せ：シーサイドライン 営業課 045-787-7004（9:00̃17:20）
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京急富岡駅前本店
能 見 台 店

1

海苔

金沢漁港では、
毎年９月になると海苔事業
が本格化します。
安定的な生産、高品質化のため、陸上採苗（さい
びょう）
を行っています。
このカキ殻の中で海苔の種が育っています。カキ
殻から海水中に種を放出させて、収穫するための
海苔網につけていきます。

横

金

海苔網は150枚位を
水車に巻き付けて、
回しながら種付けをしていき
ます。顕微鏡で種が出ている
ことを確認すると、水車から
６枚ずつ網を外して、プール
の中へ入れていきます。
海苔

浜

2

3
海苔

この後は、マイナス２５℃の冷凍庫の中
で凍らせ、海水温が21℃位に下がる９月
末頃まで待ちます。

沢

海

水温が下がると、冷凍されていた網を野
島海岸の前に海苔ひびを立てて、育てて
いきます。
種付けした網を張り、天気を見ながら網を海中か
ら上げて干すという作業を繰り返します。
海苔

の

4

5
海苔

種が育つ頃、今度は八景島沖へ網を移動
させます。
「いなよし」と呼ばれる、水中に
浮いているしかけに網を張り、さらに育てていき
ます。ここでは網が黒く見えるようになり、海苔
の成長がわかるようになります。

苔

観光協会後援ウォーク

2/6
（土）
9：30～12：30 ※雨天中止

称名寺を囲む金沢三山ウォークと能見堂跡の梅

1/6（水）9：30～13：00 ※雨天実施

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「横浜金澤七福神めぐり」
募集人員：40名

冴えた空気の中をウォーキングしませんか？ 称名寺境
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付時間：9：00～9：30）
内をとりまく金沢三山（日向山、稲荷山、
金沢山）を歩いた
コ ー ス：7㎞、3.5時間
のち能見堂跡の梅を見に行きます。東京湾と富士山の冬
金沢文庫駅▶正法院（福禄寿）▶伝心寺（毘沙門天）▶龍華
の姿もお楽しみください。
寺（大黒天）▶瀬戸神社（弁財天）▶シーサイドライン金沢
募集人員：20名（抽選）
八景駅▶シーサイドライン海の公園柴口駅▶宝蔵院
（寿老
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付時間：9：00～9：30）
コ ー ス：約5㎞、3時間（見学、説明、休憩時間を含む）起伏のあるコースです。 人）▶シーサイドライン海の公園柴口駅▶シーサイドライ
金沢文庫駅西口▶称名寺赤門▶称名寺市民の森・金沢三山(日向山、稲荷山、
金沢山)▶谷津二の橋▶能見堂跡▶赤井▶金沢文庫駅西口(解散)

申込締切：1/27（水）
申込方法：「往復はがき」のみ 記載事項は□内参照。コース名「金沢三山」

ン鳥浜駅▶長昌寺
（布袋尊）
▶富岡八幡宮
（蛭子尊）
（解散）

＊時間短縮の為、シーサイドラインに乗車します。
（270円+300円=570円）
＊横浜市の敬老パスを持っている方は、
用意してください。
申込締切：12/25（金）

ＮＰＯ法人横濱金澤
シティガイド協会

6

海苔

1 1 月 に 入 る と 、海
苔の収穫がいよい
よ始まります。潜り船と呼
ばれる船で、海苔網の下に
船を潜り込ませて、網につ
いている海苔を収穫してい
きます。

冬は海苔の旬！
美味しい海苔は
ここで買えます！
＜野島・夕照橋先販売所＞

7

・忠彦丸(ただひこまる)
☎045-785-8922
営業時間：9:30～16:00
定 休 日：毎週木曜日
（11月～12月は無休）

海苔

収穫された海苔は
そのまま加工場へ
運ばれ、直ちに加工成型に
入ります。収穫した海苔を、
綺麗に洗浄したのち、不純
物を取り除き、混ぜていき
ます。

8

海苔

機械に運ばれ、脱水
と乾燥を行い、成型
されます。

・番敏丸(ばんとしまる)
☎045-781-8786
不定休
・番只丸(ばんただまる)
☎045-786-8997
不定休
シーサイドライン野島公園駅より
徒歩15分

9

海苔

こうした自
然との戦い、
そして大変な収穫作
業を経て、黒々と艶
のある美味しい海苔
が食卓に届けられて
います。

＜金沢漁港内販売所＞

忠彦丸 漁師

・川俊丸(かわとしまる)
☎045-786-1771
不定休
シーサイドライン野島公園駅より
徒歩5分

緑川 和希さん
寒さの厳しくなる冬の
間、伝統ある横浜金沢
の海苔を大切に育てる
ため、自然としっかり
向き合いながら取り組
んでいます。

祖父の代から家業は漁師。現在三代
目である黒川さん。若い頃から親の
船に乗り多くの事を学んできまし
黒川 和彦さん
た。昭和40年代の埋め立て事業によ
り、海の環境が埋立て前とは変わっ
てしまった。海苔の事業者が減りゆく中、安定した種付けが出来る陸上採
苗を取り入れ、現在４事業者で横浜金沢の海苔養殖に取り組んでいます。
後継者が少ない中、横浜金沢の財産である海苔を後世に伝えていかなけ
ればならないとの思いで、自然環境に左右される海苔を大切に育て、丁寧
に製品にし、美味しい海苔を提供し続けています。

＜乾海苔問屋 のりの藤森＞
☎045-781-8228
営業時間：9:30～19:00
（12月は無休）
定 休 日：日曜日
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

横浜市漁業協同組合 組合長
忠彦丸 代表取締役社長

取材協力：横浜市漁業協同組合金沢支所
忠彦丸

1/28（木）9:30～12:30 ※雨天実施

2/13（土）9：30～12：30 ※雨天中止 3/7（日）9：30～12：30 ※雨天実施

募集人員：20名
集合場所：能見台駅
（受付時間：9：00～9：30）
コ ー ス：4㎞、
3時間

募集人員：20名
集合場所：金沢文庫駅西口広場
（受付時間：9：00～9：30）
コ ー ス：6㎞、3時間

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅱ＞ ＜横浜金沢魅力帳を歩く5＞
「初不動に行ってみよう」
「金沢の梅の見どころ」

能見台駅▶ビーコンヒル▶日平橋▶旧不
動尊跡▶不動池▶谷津関ケ谷不動尊▶能
見堂跡付近▶赤井不動尊・正法院（解散）
▶金沢文庫駅

金沢文庫駅▶庚申塔群・金沢道道標▶六
国峠ハイキングコース▶能見堂跡▶御仲
井▶宮川せせらぎ緑道▶北谷▶金沢動物
園植物区・梅林▶ののはな館
（解散）

※山道、急な階段などがあります。歩きやす ※山道、急な階段などがあります。歩きやす
い靴・服装で参加してください。
い靴・服装で参加してください。
申込締切：1/18
（月）
申込締切：2/3（水）

金沢漁港海産物
フェスタ中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止
の為、令和３年は中止となります。

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅲ＞
「芋観世音への道」
募集人員：20名
集合場所：京急富岡駅
（受付時間：9：00～9：30）
コ ー ス：6㎞、3時間

京急富岡駅▶富岡の古道▶経塚▶谷戸坂
地蔵尊▶富岡八幡宮▶旧海岸線▶長昌寺
（解散）
申込締切：2/25（木）

参 加 費：各コース500円（保険料、資料代含む）
持 ち 物：飲み物・雨具など
参加者全員の郵便番号・住所・
申込方法：はがき又はファックスで、
氏名
（ふりがな）
・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。
当日参加は出来ません。
事前申込された方に受付
確認
（抽選結果）
のハガキを出します。
＊新型コロナウイルス感染拡大などの社会情勢により、
急遽企
画が中止になる場合があります。
＊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
（大雨、
暴風雨、
大雪）
の場合は、
中止です。
＊2/13は山道を歩くので雨天中止
（NHK朝の天気予報で降水確
率50％以上も中止です）
＊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。
＊必ずマスクを着用してください。
マスクを着用されない方の
参加はお断りします。
＊受付時に検温します。
37.5℃以上の方、
体調不良の方の参加は
お断りいたします。
＊ガイドはマスクを着用しています。
フェイスシールド、
手袋な
どを着用する場合もあります。

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）

・神奈川県立金沢文庫 新型コロナウイルス感染症の状況により、変更または中止になることがあります。
・旧伊藤博文金沢別邸 詳細は各施設HPなどにてご確認ください。
・海の公園
・横浜市立金沢動物園・横浜・八景島シーパラダイス・長浜ホール

施設案内
神奈川県立金沢文庫

☎045-701-9069

横浜市立金沢動物園

☎045-783-9100

特別展
「東アジア仏教への扉」

クリスマスQRコードガイド

神奈川県立金沢文庫開館90周年を記念して、仏教が東ア
ジアで展開していった様子を一望できる称名寺の文物
を中心とした収蔵文化財を展示します。金沢文庫の持
つ、世界に誇れる魅力をお伝えします。

QRコードを使ってクリスマスにちなんだガイドを行います。

～1/31
（日）

～12/25
（金）

クリスマス装飾
～12/25
（金）

（入館16：00まで)
観覧時間 9：00～16：30
（1/11開館）
、12/28
（月）
～1/4
（月）、
休 館 日 毎週月曜日
1/12
（火）
（300円）
、
20歳未満・学生250円
（200円）、
料
金 一般400円
65歳以上200円
（100円）
、高校生100円、
中学生以下・
障がい者は無料 ※
（ ）
内は20名以上の団体料金
重要文化財 称名寺絵図
（称名寺所蔵、神奈川県立金沢文庫保管）

企画展
「拓本で知る武州かねさは―山田善一コレクション―」
2/5
（金）
～3/21
（日）

拓本は、重くて展示室に運べない石碑などの内容や、
読みにくい文字を鮮やかに我々に見せてくれる重要
な資料です。本展覧会では、郷土史家・山田善一氏が
採取した武州金沢地域に点在する石碑の拓本を展示
し、近世から近代にかけての金沢地域の歴史をたど
ります。同時開催
「かねさはの彫刻」

なかよしトンネルとブロンズ像にクリスマス装飾を行います。

干支
（丑）
の撮影スポット
～1/11
（月祝）

ウシ科の動物にちなんだ撮影スポットを設けます。

ZOOレンジャー カードラリー
～12/27
（日）
の毎週土日

動物たちのガイドを行うカードラリーを行います。
※12/4
（金）正午時点で
「神奈川警戒アラート」
が発令されている場合は、
中止

集めてうれしい！3園オリジナルカレンダープレゼント
～12/27(日)までの土日、
1/2(土)･3(日)

動物園入口にて各日先着100名様によこはま3動物園オリジナル「ポスターカレ
ンダー」
をプレゼント。

（入館16：00まで）
観覧時間 9：00～16：30
2/12
（金）
、2/24
（水）
休 館 日 毎週月曜日、
（150円）
、
20歳未満・学生150円
（100
料
金 一般250円
円）
、
65歳以上・高校生100円、中学生以下・障が
い者は無料 ※
（ ）
内は20名以上の団体料金
谷津道標拓本
主
催 神奈川県立金沢文庫
協
力 金沢区役所・NPO法人横濱金澤シティガイド協会・ 「右能見堂保土ヶ谷道」山田善一氏採拓
一般社団法人 横浜金沢観光協会

モーモーガイド
1/2
（土）
、
3
（日）

丑年にちなんで、
ウシ科の動物に関するガイドを行います。

ウシウシウッシッシ展
1/2
（土）
～31
（日）

ウシに関する解説パネルや写真展。

動物たちのなかよし写真展
2/2
（火）
～28
（日）

旧伊藤博文金沢別邸

☎045-788-1919

茅葺屋根燻蒸見学会

12/14
（月） 10:30～11:30
茅葺屋根の燻蒸作業を邸外からご見学いただけます。
※当日は、休館日のため建物内はご見学いただけません。
見学無料

旧伊藤博文金沢別邸のお正月飾り

バレンタインにちなんで仲睦まじい動物たちの写真展。

横浜・八景島シーパラダイス ☎045-788-8888（自動案内）
シーパラダイスクリスマス
～12/25
（金）

サンタからマンボウにクリスマスプレゼント

12/26
（土）
～1/11
（月祝） 9：30～15：30
日本の伝統的なお正月飾りと、
お正月膳をご覧い
ただけます。
見学無料

サンタダイバーによる水中での
フィーディングイベント！

旧伊藤博文金沢別邸の雛飾り

～クリスマスｖｅｒ.～

スーパーイワシイリュージョン

2/2
（火）
～3/21
（日） 9：30～16：30

イワシの群泳による幻想的なパフォーマンス！

明治後期から大正時代にかけて作られた優雅な雛飾りをご覧いただけます。
見学無料

アニマルパフォーマンス

花と博文邸

3/23
（火）
～28
（日） 9：30～16：30
協力：一葉式いけ花
見学無料

家元

クリスマスペンギンパレード

粕谷尚弘氏

開館・開園について
1月
休館日 毎週月曜日
博文邸開館時間 9：30～15：30
牡丹園開園時間 9：00～16：00

コツメカワウソやプレーリードッグ、
ペンギン、
オタリアの魅力を間近で体感！
サンタクロースの衣装を身にまとった飼育員と
7羽以上のペンギンたちがぺたぺたパレード！

2月・3月
3/22
（月）
休館日 毎月第1・第3月曜日、
博文邸開館時間 9：30～16：30
牡丹園開園時間 9：00～17：00

ホッキョクグマのエンリッチメントタイム
ホッキョクグマに飼育員お手製おもちゃをプレゼント！

レッサーパンダのクリスマス
フォレストリウムにミニクリスマスツリー登場！

カピバラ・マーラのごはんクリスマスver.

海の公園

お客さまから動物たちにクリスマスプレゼント！

☎045-701-3450

※12/31
（木）
オールナイト営業はありません。

海の環境を考える親子講座

海の公園周辺の魚
「どんな魚がいるのかな？」
1/10
（日）
13：00～16：30
海の公園の海そう・板海苔を作ってみよう！
2/7
（日）
13：00～16：30
海の公園の貝・いろんな貝をみつけよう！
3/14
（日）
9：00～12：30

長浜ホール

海の公園海とのふれあいセンター貸会議室
小学生の子と保護者７組
（各回）
１回につき1人300円
（保護者も有料）
講座名、
参加者名、
年齢
（学年）、
性別、
住所、
電話番号を添えて下記まで。
電話(045-701-3450)・FAX(045-701-3334)・uminokouen@hama-midorinokyokai.or.jpまで
※申込は各開講日の5日前迄
（先着順）
場 所
対 象
受講料
申 込

☎045-782-7371

第60回みず色の風コンサート

～クリスマスにフランクのソナタを～
12/20(日) 13:30開場 14:00開演
出演
曲目
料金

鮫島明子(ピアノ) 七澤清貴(ヴァイオリン)
ヴァイオリンソナタ イ長調FWV8
（フランク) 他
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。
）

第1回TABUNOKIミュージックテラス
1/23(土)
出演
曲目
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

～サクソフォーンの温もりをあなたに。
～
13:30開場 14:00開演

出川ユミ(ピアノ) 渡辺美輪子(サクソフォーン)
日本民謡による狂詩曲、
パリの空の下、
枯葉、
A列車で行こう、
“タンゴの
歴史”
より他
1,000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。
）

第61回みず色の風コンサート
金沢区町屋21-7
☎045-781-8228

横浜金沢ブランド認定商品
「横濱金澤焼のり物語」

3/14(日) 開催予定

イベントカレンダー

12月

12/12
（土） 旧川合玉堂別邸 特別開園

紅葉が見頃を迎えます
開園時間10：00～15：00
※最終入園14：30
【定期開園】 1/9（土）、2/6（土）、
3/6（土）
※荒天時中止の
場合あり
ア ク セ ス 富岡東5-19-22
京急
「京急富岡」駅
東口より徒歩2分
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

※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

1月

1/9
（土） 朝比奈 どんど焼き

※小雨決行 荒天翌日順延

地域の伝統行事で、
竹や枯れ木・お正月飾りや書初めなどがまとめられ
て、
高さ5mにもなる
「どんど」
で焚き上げます。
※規模を縮小して開催
場所 朝比奈町570 内割地区クローバーハイツ下

1/19
（火） ひなやのお料理教室
「冬のおばんざい」

☎045-788-7729

2月

2/12
（金）
富岡八幡宮 うべえじゅう
（夜神楽）
19：00～
800年以上の伝統神事で、2月
の初卯の日に夜神楽として湯
立神楽を奉納します。このお
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。うべ
えじゅうとは、卯の日に行う
陪従（べいじゅう）の神楽とい
う意味です。
問 合 せ 富岡八幡宮
☎045-776-3838

2/14
（日） 海苔づくり教室 参加者募集！

10：00～15：00（9：45集合）
（予定）※荒天順延（2/21（日））
～海苔ってこんな風に出来るんだ!?～
皆さんがよく口にしている
“海苔”。
ここ金沢区では40年ほど前までさかんに作られていました。
だよりその海苔が、
W200
× H70
埋め立てにより、海苔の養殖はほとんど行われなくなってしまいまし
たが、20年ほど前から、再び野島で海苔づくりが行われるようになり、
金沢区産の海苔が食べられるようになりました！
今回はそんな金沢区産の海苔を使って昔ながらの「乾し海苔」作りに
挑戦します！
詳細は、１月以降に金沢区役所及び横浜金沢観光協会のＨＰをご覧く
ださい。
問 合 せ 金沢区役所地域振興課区民活動支援担当
☎045-788-7805
海苔づくり教室の運営
Ｅメール kz-bunka@city.yokohama.jp
をお手伝いしていただ
けるボランティアの方
を募集中です！
詳しくは左記、問合せ
先へご連絡ください！

11：00～13：30 ※10：45～開場、
受付開始
鱈のかぶら蒸しや、
九条ねぎのてっぱい、
ちりめん
山椒、
粕汁といったメニューの作り方を学びます。
参 加 費 2,000円
（税込）
定
員 10名 ※先着順
場
所 NANBU BASE
申込期限 イベント実施日前日の18時まで
※中学生以下のみの参加不可
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

1/24
（日）
みん食倶楽部
「お餅をアレンジして楽しく食べよう」
11：00～13：30 ※10：45～開場、
受付開始
あまりがちなお餅をつかって、フルーツ大福、揚げおかき、明太もち
チーズ春巻きといったアレンジレシピを一緒に楽しく作って食べま
す。
お子さまでも楽しめる内容です。
参 加 費 1,000円
（税込）
小学生500円
（税込）
未就学児 無料
定
員 15名 ※先着順
（小学生、
未就学児含む）
所 NANBU BASE
場
申込期限、
アクセス、
問合せ は上記参照
【予

告】 2/ 9
（火）料理教室
（立春に食べたいおばんざい）
2/14
（日）みん食
（立春大吉豆腐を作ろう）
3/ 9
（火）料理教室
（春のお弁当作り）
3/14（日）
みん食
（春色パフェを作ろう）

1/28
（木） 正法院 初不動
12：00～
初不動とはその年最初の不動尊の縁日で、毎年1/28に行
われる行事です。正法院では「大根加持」と呼ばれる厄除
けを行います。
問 合 せ 正法院 ☎045-781-2484

3月

3/7
（日） 長昌寺 芋観音御開帳日
11：00～
境内の観音堂にまつられている揚柳観音は通
称「芋観音・芋神様」と呼ばれ、疱瘡（天然痘）の
守り仏として、古くから熱い信仰を集めていま
した。この通称は、冬でも枯れることのない霊
芋の生えた池があり、その池の中から現れた観
音様という言い伝えから由来しています。
問 合 せ 長昌寺 ☎045-771-6970

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！

