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龍華寺龍華寺

イベント開催情報について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、イベントの変更・中止になる場合があります。開催可否につきましては、各イベント、施設の HP などでご確認ください。

横浜金沢観光のグッズ横浜金沢観光のグッズ

イベント開催情報について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、イベントの変更・中止になる場合があります。開催可否につきましては、各イベント、施設の HP などでご確認ください。

街歩き持ち歩きガイド　500円
歴史や自然、文化に触れることのでき
るお勧めの散策ルートを掲載。史跡や
社寺などの歴史資産、金沢文庫や歌川
広重の金沢八景などの文化資産、伝統
行事、レジャー施設など分かりやすく
紹介。丸ごと一冊横浜金沢です！

販売場所：高致堂、区役所売店、横浜金
沢観光協会

横浜金沢魅力帳
御朱印帳　1,200円（税別）
クリアファイル
（紅白2枚セット）500円（税別）

“アンクルトリス”の生みの親であり、
船と海をこよなく愛した柳原良平氏
の描く可愛らしい七福神がデザイン
されています。

販売場所：瀬戸神
社、龍華寺、伝心寺、
正法院、宝蔵院、富
岡八幡宮、長昌寺、
区役所売店、横浜テ
クノタワーホテル、
横浜金沢観光協会

横浜金澤七福神

クリアファイル

御朱印帳魅力帳

4月以降順次発売
販売中

!

「金沢区幸せお届け大使 ぼたんちゃん」
ぬいぐるみキーホルダー　1,200円（税別）
ついに、ぼたんちゃんがキーホルダーになりました！
12㎝のしっかりサイズ。バックなどに付けて、いつも一緒
にどうぞ。

「金沢区幸せお届け大使 ぼたんちゃん」
クッション　2,200円（税別）
ぼたんちゃんに癒されます。ぜひ、ぎゅっと抱きしめて
みてください。

上記2点販売場所：区役所売店、横浜金沢観光協会

「金沢区幸せお届け大使 ぼたんちゃん」LINEスタンプ
ぼたんちゃんが普段使いしやすい、LINEスタンプになりま
す。お友達に家族に、ぼたんちゃんを送ってね。

※ぼたんちゃんグッズのデザインはイメージです。
　変更になることもあります。
販売の開始時期については、HPなどでご確認ください。

グッズの問合せ：（一社）横浜金沢観光協会
　　　　　　　  ☎045-780-3431

限定  
500個！

限定  
500個！

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
E-Mail：info@yokohama-kanazawakanko.com
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
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●龍華寺

●
若草病院

●琵琶島神社

平潟湾

野島町

洲崎町

●
金沢地区センター

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。

Google翻訳をご利用になれます

横浜金沢観光協会

令和2年3月10日発行
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◎金沢産業振興センター店　☎045-784-7455
◎金  沢  公  会  堂  店　☎045-785-3433

横浜金沢ガイドマップの
配布や、横浜金沢魅力帳を
はじめ、横浜金澤七福神
グッズの販売をします。

横浜金沢観光協会
観光PRブース出店決定 !

※雨天時出店中止

※税別です

紅白2枚セット
500円

500円

1,200円

Zoo to Wild Fes Spring
～金沢動物園春まつり～

3/20（土祝）・21（日）10：00～15：00
場所：わくわく広場
SDGsをテーマにした企画などを実施し
ます。

飼育の日特別企画
「飼育員のとっておき写真展」
4/13（火）～25（日）
4月19日は「飼育（しいく）の日」。この日
にちなみ、飼育担当のとっておきの写真
展を開催します。

Save the animal
～あなたの知らない絶滅危惧種～
4/29（木祝）～5/5（水祝）
世界の絶滅危惧種をテーマにした企画を
実施します。

横浜市立金沢動物園
☎045-783-9100

薪能

■チケット販売情報
【前売券】3/27（土）・28（日）9:00～16:00金沢区役所
　　　   1階エントランスホール
　　　   3/27（土）10：00～チケットぴあにて販売開始
　　　   前売券（指定席）S席7,000円、A席6,500円
　　　   金沢区役所での販売分は特別割引として
　　　   各席種500円を割引します。

【当日券】残券がある場合のみ午前10時より、金沢区
　　　   役所2階多目的室前で販売
　　　   当日券（指定席）S席7,000円、A席6,500円

第24回 称名寺薪能 金澤能
　能　「土蜘」
源頼光に襲いかかった僧の血の跡をたどってき
た武者たちの前に土蜘の精魂が現れます。

狂言「口真似」
酒乱の客をあしらい追い返そうとした主人に、自
分の真似をするように命じられた太郎冠者は・・・

5/3（月祝） 13：00開場 / 14：00開演
 17：00開場 / 18：00開演
 ※各回とも能および狂言
　　　　　　の演目は同じです。

会場　金沢公会堂　

出演　能　　櫻間右陣　他

　　　狂言　野村萬斎　他

かねさわのう

つちぐも

くち　ま　ね

さくらま　う　じん

の　むらまんさい

■第24回「称名寺薪能 金澤能」事前講座
日　時：4/17（土） 10：30～
 13：30～
会　場：県立金沢文庫　定　員：各回50人先着
参加費：各500円（前売券・当日券とも）  別途県立金沢文庫の観覧券が必要です。
　　　  ※前売券は薪能チケット前売券販売（区役所販売分）と同時に販売
問合せ：「称名寺薪能」実行委員会　☎/FAX03-3556-6176

■県立金沢文庫による薪能協力講座
　『能「土蜘」と狂言「口真似」のたのしみかた』
日　時：4/25（日）13：30～15：00　
会　場：県立金沢文庫　定員：50人（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料（ただし、当日観覧券が必要です。第24回称名寺薪能チケットを
お持ちの方は団体料金が適応されます。）

講　師：県立金沢文庫学芸員　貫井　裕恵氏
問合せ：県立金沢文庫　☎045-701-9069　FAX045-788-1060

講座の内容、応募方法、チケット販売の詳細につきましては、
チラシ・HPなどでご確認ください。
主　催：「称名寺薪能」実行委員会
共　催：金沢区役所
問合せ：櫻間会　☎03-3556-6176　　　詳細は櫻間会HPへ→

ぬく　い ひろ　え

ブランド

第９回横浜金沢ブランド認定商品販売中！
～横浜金沢生まれのいいもの おいしいもの～ 

横浜金沢ブランド認定商品全41品の
詳細はＨＰにてご覧ください。

「金澤八味唐辛子」
アマンダリーナ合同会社

9つの素材のうち、柴
シーサイドファーム
のみかんの皮を使っ
た陳皮をはじめ、唐辛
子、シソ、昆布、椎茸な
ど地元横浜金沢で採
れたものを使用。

販売場所：横浜テクノ
タ ワ ー ホ テ ル 1 Ｆ  
C A F É & M A R K E T  
CORE、区役所売店、
武居商店直売所他
☎080-5696-7230
　（奥井）

「小柴レモンのハニーエール」
横濱金沢ブリュワリー（LaFusion菜na）

柴シーサイドファームのレモンと福
浦の加藤美蜂園のサクラ印のハチミ
ツを使用した、金沢区の地ビール。

販売場所：自店（能見台通8-2）
☎045-349-4771

「はま昆布ポン酢」
株式会社武居商店

里海イニシアティブの
横浜金沢産昆布とアマ
ンダリーナの神奈川県
産あおみかん果汁を
使った、刻み昆布入り
のポン酢。

販売場所：武居商店直
売所、自社自動販売機、
マルキュウ食堂、区役
所売店他
☎045-774-5331
　（本社）

「横浜金沢の花
牡丹の手作り造花髪飾り」

「横浜金沢の花
牡丹の手作り造花アレンジメント」

有限会社市原産業
日本製の生地を使
用し、ひとつひとつ
丁寧に手作業で花
に仕立てていく工
芸品。横浜金沢の
花、牡丹を表現して
いる髪飾り。
アレンジメントに
よって、ギフト、仏
花供花などにも利
用出来ます。

販売場所：電話にて
問合せください。
☎045-781-3147

横浜金沢ブランドに
新たに５品が仲間入りしました。

しょうみょう  じ  たきぎのう

かねさわのうしょうみょう  じ  たきぎのう

春まつり

無料
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京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

みよご花

長浜公園 つつじ祭り

4/29（木祝）9：00～13：30
長浜公園運動場・園路
自治会親睦グラウンドゴル
フ大会、フリーマーケットや
健康チェックコーナー他、色
とりどりのつつじを眺めな
がらお楽しみください。

京急「京急富岡駅」又はシーサ
イドライン「並木中央駅」より
徒歩14分
☎045-782-8004

平潟湾プロムナードの
ブラシノキ

5月から6月にかけて赤い花
をつけるので、青い海とのコ
ントラストがとても綺麗で
す。

京急・シーサイドライン「金沢
八景駅」より徒歩3分

八景島のバラ

5月上旬から丘の広場のバラ
園には約100種500株のバラ
が咲き乱れます。

シーサイドライン「八景島駅」
よりすぐ
☎045-788-8888（自動案内）

柴シーサイドファーム
入口のラベンダー

6月初旬から3週間くらい、香
りたかい花を咲かせます。期
間内の月曜日、木曜日以外の
10：00～16：30（雨天休園）　
要予約　
入場無料　摘み取り40本500円

京急バス「金沢文庫駅」から柴
町行き「柴町」より徒歩５分
☎045-701-5387

称名寺の黄しょうぶ

5月初旬から6月頃まで、阿
字ヶ池のまわりに咲きます。

京急「金沢文庫駅」より徒歩12
分又はシーサイドライン「海
の公園南口駅」、「海の公園柴
口駅」より徒歩10分

横浜金沢のさくら称名寺

富岡総合公園 鳥見塚バス停からケヤキ広場
につづく桜並木（ソメイヨシ
ノ等）は約60本。梅林、ボタン
園などもあり、四季折々の花
を楽しめます。

京急バス「京急富岡駅」バス停
から「鳥見塚」バス停下車又は
シーサイドライン「南部市場
駅」より徒歩約8分
☎045-774-3003（富岡総合公園）

称名寺市民の森（300本以上）
に囲まれ、朱色の反り橋、平橋
とのコラボレーションは絶景
です。

シーサイドライン「海の公園南
口駅」「海の公園柴口駅」より徒
歩10分
京急線「金沢文庫駅」より徒歩
12分　※駐車場はありません

西柴神代曙桜
16号片吹交差点から西柴へ向か
う坂道の濃いピンクの桜が、街に
彩りを添えています。

野島公園 山頂の展望台付近の桜がきれ
いです。八景島や東京湾を望
めます。

シーサイドライン「野島公園
駅」より徒歩10分
☎045-781-8146（野島公園）

海の公園 遊歩道沿いのヤマザクラや、
健康歩道側に珍しい緑色の御
衣黄桜も見られます。

シーサイドライン「八景島駅」
「海の公園柴口駅」「海の公園南
口駅」よりすぐ
☎045-701-3450（海の公園）

横浜金沢のあじさい
八景島

島内各所に県内最大級、2万株
のあじさいが咲き誇ります。

シーサイドライン「八景島駅」
よりすぐ
☎045-788-8888（自動案内）

瀬戸神社の山あじさい

5月中旬から6月初旬に境内に
約130種の山あじさいが、か
わいらしい花を咲かせます。

京急・シーサイドライン「金沢
八景駅」より徒歩2分
☎045-701-9992

15数種2000本の桜があり、園
内各所でご覧いただけます。6
月上旬には約3,000株のあじ
さいが見頃を迎え、中旬～下
旬には約500株
のヤマユリが咲
き誇ります。

京急「金沢文庫駅」
 西口バス乗場から
①「野村住宅センター」行「夏
山坂上」下車 徒歩6分
② 急行「金沢動物園」行 バス
10分（土・日・祝のみ）
☎045-783-9100（金沢動物園）

横浜金沢のぼたん

金沢自然公園（金沢動物園）

龍華寺 ぼたんまつり
4/17（土）～19（月）9：00～16：00
約14種280株の色とりどりのぼたんが楽しめます。
御室流華道展開催
まつり期間外でも境内をご覧いただけます。

京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩8分
☎045-701-6705

旧伊藤博文金沢別邸 ぼたんまつり
4/10日（土）～25（日）
約50種のぼたんが次々と見ごろを迎えます。
時間：9：00～18：00　見学無料
4/17（土）コンサート「花と箏のひととき」
場所：牡丹園内　協力：梶田恵臣氏・井沢英子氏

時間：①13：00②14：00（1回20分程度）　鑑賞無料　座席なし、自由鑑賞。施設
維持のため椅子の持込不可。天候不良時18（日）に順延。開催はHPで要確認。

京急・シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩5分　☎045-788-1919



ＮＰＯ法人横濱金澤　
シティガイド協会

＜横浜金沢魅力帳を歩く2＞
「八景島のアジサイと南部市場マーケット」

募　　集：30名
集合場所：シーサイドライン八景島駅
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：6/18（金）
＊シーサイドラインに乗車します。横浜市の敬老パスがある方は持参。
　当日、魅力帳（500円）の販売あり。

＜横浜金沢魅力帳を歩く1＞
「今に残る金沢八名木と桜を辿る」

募　　集：30名
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：3/24（水）
＊当日、魅力帳（500円）の販売あり。

＜横浜金沢散歩-Ⅰ＞
「ヤマアジサイと瀬戸神社」

募　　集：20名
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口
コ　ー　ス：6㎞
申込締切：5/19（水）

4/3
（土）

5/29
（土）

6/30
（水）

全てのコースは以下になります。
9：30～12：30　雨天実施
当日受付時間：9：00～9：30
参加費：各コース500円（保険料、資料代含む）
コース概要、持ち物、申込方法などについては、
チラシ・協会HPにてご確認ください。
問合せ：NPO法人横濱金澤シティガイド協会
瀬戸15-13　TEL・FAX 045-787-0469
　　　　　　（※電話では申込出来ません）

ボランティアガイド養成講座“受講生”募集
期　間：5/16（日）～令和4年3/20（日）
資　格：健康・健脚で、ガイド活動に興味のある方
人　数：20名（応募者多数の場合、抽選）
受講料：10,000円
締　切：4/9（金）必着
申込方法などは、協会HPにてご確認ください。

金沢文庫駅前局

横濱金沢ブリュワリー（LaFusion菜na） 南横浜ビール研究所

能見台通8-2
☎045-349-4771
17：00～22：00
定休日：月曜日・不定休

京急「能見台駅」より徒歩2分

寺前1-3-17
☎045-294-9522
11：00～14：00
17：00～22：00
定休日：日曜日・第3月曜日

京急「金沢文庫駅東口」より徒歩5分

釜利谷東3-1-4
☎045-781-5055
17：00～24：00
土曜13：30～24：00
日曜13：30～22：00
定休日：なし 

京急「金沢文庫駅西口」より徒歩2分

能見台にある醸造所併設のレストラン。店内の一角で
クラフトビールを手造りしています。
お店の看板商品「春風エール」はお刺身や上品な食材の
味を引き立てる、優しい飲みくちです。
柴シーサイドファームのレモンと福浦の加藤美蜂園本
舗のサクラ印ハチミツを使用した、金沢区のテロワー
ルビール「小柴レモンのハニーエール」330ml（瓶）は横
浜金沢ブランドに認定されています。
直火で瞬間的に桜のチップで燻製にする「自家製燻製
盛り合わせ（ししゃも・チーズ・うずらの卵）」750円や生
パスタ（ボロネーゼ・アラビアータ・明太子など）1,000
円がクラフトビールにピッタリでおすすめです。

KAKURENBO CRAFT BEER CAFE

,

造りたてのクラフトビールをその場で楽しめるブルーパブです。１階部分
がビール工房、２階が店舗となっていて醸造責任者自身がタップを握りま
す。カウンター席以外にも畳にちゃぶ台のお席があり、どこか懐かしい感
じで落ち着いてビールがいただけます。
まず最初はお店自慢の「ペールエール」がおすすめ。華やかでキレがあり飲
みやすい１杯です。ホップが多めで香り、苦みが強い「IPA」、苦みが弱く香り
を楽しめる「ビターレスIPA」、インターナショナルビアカップで受賞した「ト
ラピスト」はベルギースタイルで濃厚、香り高い複雑な風味のビールです。
横須賀野菜のピクルス390円やブルストのソーセージ990円、永島農園の
しいたけ天ぷら490円もビールを引き立てます。
店名のとおり、計算し尽くし、おいしさの研究を徹底して重ねたクラフト
ビールが今日もグラスに注がれます。

君ヶ崎交差点から一本裏路地に入ると、古民
家をリノベーションした隠れ家的なビアカ
フェがあります。金沢区内でここでしか味わ
えないクラフトビールをはじめ、常時変わる
６タップをつなぎ、飲む方のコンディショ
ン、シチュエーションによって色々選べるの
がKAKURENBOの特徴です。色々なクラフト
ビールを知っていただくアンテナとなり、発
信を続けています。ラインナップを求め、遠
く県外からいらっしゃる方も。お気に入りを
ぜひ、見つけてください。

横浜金沢ブランド認定商品
「小柴レモンのハニーエール」
680円

※その日の仕入れに
　よって、メニュー
　が変わることがあ
　ります。

クラフトビールとの相性抜群な
「スパイスカレー」1,000円～

色々なフレーバーを楽しめる！
「飲みくらべセット」 
120ml 4種　1,500円
120ml 6種　1,800円

南横浜ビール研究所ヤフー店
インターネット販売もご利用ください

醸造室
ここでクラフトビールが造られます

グラス250ml　490円～
※画像はペールエール

横濱金沢ブリュワリー（LaFusion菜na）

横浜中学

横浜高校

ローソン

イトーヨーカドー

神奈川県立
循環器呼吸器病センター
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金沢中学

釜利谷東小学校釜利谷東小学校

南横浜ビール研究所

オーケーオーケー

※全て税抜価格です。
　新型コロナウイルス感染症対策の為、営業時間等が変更になっている場合もあります。詳細は店舗にご確認ください。



ＮＰＯ法人横濱金澤　
シティガイド協会
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金沢文庫駅前局
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17：00～22：00
定休日：日曜日・第3月曜日

京急「金沢文庫駅東口」より徒歩5分

釜利谷東3-1-4
☎045-781-5055
17：00～24：00
土曜13：30～24：00
日曜13：30～22：00
定休日：なし 

京急「金沢文庫駅西口」より徒歩2分

能見台にある醸造所併設のレストラン。店内の一角で
クラフトビールを手造りしています。
お店の看板商品「春風エール」はお刺身や上品な食材の
味を引き立てる、優しい飲みくちです。
柴シーサイドファームのレモンと福浦の加藤美蜂園本
舗のサクラ印ハチミツを使用した、金沢区のテロワー
ルビール「小柴レモンのハニーエール」330ml（瓶）は横
浜金沢ブランドに認定されています。
直火で瞬間的に桜のチップで燻製にする「自家製燻製
盛り合わせ（ししゃも・チーズ・うずらの卵）」750円や生
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ビールが今日もグラスに注がれます。

君ヶ崎交差点から一本裏路地に入ると、古民
家をリノベーションした隠れ家的なビアカ
フェがあります。金沢区内でここでしか味わ
えないクラフトビールをはじめ、常時変わる
６タップをつなぎ、飲む方のコンディショ
ン、シチュエーションによって色々選べるの
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ビールを知っていただくアンテナとなり、発
信を続けています。ラインナップを求め、遠
く県外からいらっしゃる方も。お気に入りを
ぜひ、見つけてください。
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680円

※その日の仕入れに
　よって、メニュー
　が変わることがあ
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「スパイスカレー」1,000円～

色々なフレーバーを楽しめる！
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120ml 4種　1,500円
120ml 6種　1,800円
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インターネット販売もご利用ください

醸造室
ここでクラフトビールが造られます
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　新型コロナウイルス感染症対策の為、営業時間等が変更になっている場合もあります。詳細は店舗にご確認ください。



よこなか観光だより　W200 × H70

神奈川県立金沢文庫  ☎045-701-9069

・神奈川県立金沢文庫
・旧伊藤博文金沢別邸
・海の公園
・長浜ホール

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。
詳細は各施設HPなどにてご確認ください。

旧伊藤博文金沢別邸  ☎045-788-1919

花と博文邸
3/23（火）～28（日）　9：30～16：30
邸内を花で彩ります。

協力：一葉式いけ花

　　  家元 粕谷尚弘氏

見学無料

庭園ヨガ
5/8（土）　10：30～11：30
博文邸前の芝庭で海を眺めながら

ヨガをお楽しみいただけます。

参加費：1,500円

定　員：20名　※事前申込制　定員になり次第受付終了

事前申込受付開始：4/12（月）　9：30～　電話のみで受付

　　　　　　　　※窓口ではお申込みいただけません

歴史講座　野島歴史散歩
6/5（土）　10：00～12：00
参　加　費：500円

募集人数：25名　※事前申込先着順　電話のみで受付

事前申込受付開始：5/11（火）　9時30分～

協　　力：ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会

当日ガイド用無線を使用します。有線イヤホンをご持参ください。ご希望の方

には別途200円で販売いたしますので事前にお知らせください。

小学生以下の方は保護者の方が同伴してご参加ください。

※　4・5月は、開館・開園時間を1時間延長予定。HPにてご確認ください。

海の公園  ☎045-701-3450

海の公園BBQ場
3/13（土）より営業開始します。八景島を見渡せるロケーションで

お楽しみいただけます。

予約はHPをご覧ください。

BBQ HP

海の公園の潮干狩り
3月～9月頃まで楽しめます。休日等駐車場が混雑しま

すので公共交通機関をご利用ください。

※昨年は新型コロナウイルス感染症拡大を受け一部期

間で禁止となりました。お出かけの際は海の公園

ホームページをご確認ください。

長浜ホール  ☎045-782-7371

施設案内施設案内施設案内

重要文化財　武蔵国鶴見寺尾郷絵図
（神奈川県立金沢文庫所蔵）

法華寺所蔵大般若波羅蜜多経
横浜市文化財指定記念特別公開
特別展「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」
3/26（金）～5/23（日）
横浜市港北区に所在する法華寺伝

来の『大般若経』調査の成果を公開

するとともに、中世東国における

大般若経信仰の広がりを関連史料

から考えます。また、法華寺にほど

近い鶴見寺尾地域の中世の景観を

描いた武蔵国鶴見寺尾郷絵図をあ

わせて公開し、鶴見地域の歴史と

文化を約100点の文化財からご覧

頂きます。

観覧時間　9：00～16：30

　　　　　（入館は16：00まで）

休　館　日　毎週月曜日（5/3は開館）、

　　　　　4/30（金）、5/6（木）

料　　金　一般500円（400円）、20歳未満・

　　　　　学生400円（300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

第61回みず色の風コンサート
～辛島輝治、大公を弾く
3/14(日)  13:30開場　14:00開演
出演：辛島輝治(ピアノ)  茂木新緑(チェロ) 七澤清貴(ヴァイオリン)

曲目：ピアノ三重奏曲第7番「大公」(ベートーヴェン) 他

料金：2,000円（前売、当日共　前売で完売の場合当日券の発売はありません)

　　 前売予約受付中

※未就学児童の入場はお断りしています。

ゴスペルコーラスワークショップ(前期)
4/28、5/12・26、6/9・23、7/14　すべて水曜日
各回10：00～11：30
講　師：愛ミチコ

受講料：9,000円(全6回分一括　受講初日にお支払いください)

第62回みず色の風コンサート
～辛島安妃子・歌の世界(仮称）
6/13(日)  13:30開場　14：00開演
出演：辛島安妃子(ソプラノ)  案野弘子(ピアノ) 七澤清貴(ヴァイオリン)

曲目：未定

料金：2,000円（前売、当日共　前売で完売の場合当日券の発売はありません)

　　 前売予約受付開始予定：5/11(火)

※未就学児童の入場はお断りしています。



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 横浜金沢ブランド認定商品

「横濱金澤焼のり物語」

金沢区町屋21-7
☎045-781-8228 次号「観光たよりよこかな48号」は、6/10発行予定

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。

（一社）横浜金沢観光協会では会員を募集しています

※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、お出かけくださいイベントカレンダーイベントカレンダーイベントカレンダー

3月 4月

5月 6月
5/22（土）　MDCアウトレットセール
10：00～売切れ次第終了
組合員企業による直営店のセー
ル。洋菓子、中華点心、コーヒー豆、
液体調味料など約15社が自社敷
地内（一部は組合会館）で販売をし
ます。駐車場はスカイパーキング
をご利用ください。(MDC会館にて
駐車無料券と交換します)
アクセス　シーサイドライン
　　　　　「幸浦」駅より徒歩5分
問　合　せ　横浜マーチャン
　　　　　ダイジングセンター
　　　　　☎045-784-1501

6/12（土）　第５回YOKOHAMAシーサイドマラソン
小さなお子さまから大人まで楽しめるマラソンです。潮の香りを楽しみ
ながら、気持ちのよい汗をかいてみませんか？
場　　所　海の公園
申　　込　http://yokohama-seaside-run.net/
　　　　　　　　　　　　　5/23（日）締切
　　　　　事務局　5/26（水）締切
問　合　せ　FUNランニング実行委員会
　　　　　（事務局Good Sports内）
　　　　　☎03-5480-4100
　　　　　(平日10:00～18:00)
　　　　　Mail  info@goodsports.jp

4/3（土）　旧川合玉堂別邸定期開園
開園時間10：00～16：00（入園15：30まで）
※次回開園予定：5/1（土）、6/5（土）

アクセス　京急富岡駅東口より徒歩２分
問　合　せ　金沢区区政推進課企画調整係　☎045-788-7729
　　　　　当日連絡先　080-1241-0910

4/17（土）　禅林寺 徳川家康公供養 御神影公開
11：00～16：00頃まで
禅林寺を再興した伊丹氏一族が、江戸浅草寺・
江戸城内紅葉山東照宮と関係があって、坂本
村が紅葉山東照宮領となり、禅林寺に東照大
権現（徳川家康）の御神影が下賜されました。
毎年家康公の命日に一般公開されます。
※緊急事態宣言発令中は、一般公開は中止。
アクセス　京急「金沢文庫駅」西口より
　　　　　バス「坂本」下車徒歩10分
問　合　せ　禅林寺　☎045-781-9814

4/25（日）
スマイルステージinブランチ横浜南部市場
5/23(日)・6/27(日)
各日①13：00②15：00

「ブランチ横浜南部市場は地域で活躍する皆さまを応援しています。」
金沢区の中心としたダンスチーム、音楽スクール、学校、芸能保存協会な
どが月替わりにて出演するステージイベントです。
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ
問　合　せ　ブランチ横浜南部市場　☎045-374-5392

～4/23（金）　横浜金沢魅力再発見スタンプラリー
金沢区内の対象店舗で１回500円（税込）以上のお買い物をして、スタ
ンプを集めよう！スタンプの数に応じて、素敵な賞品が
当たります。詳細は、金沢区役所HP・横浜金沢観光協会HP、
スタンプラリーシートなどでご確認ください。
問　合　せ　金沢区役所地域振興課
　　　　　　☎045-788-7802
　　　　　　（一社）横浜金沢観光協会
　　　　　　☎045-780-3431

3/13（土）　金沢区体育協会スポーツフェスティバル
10：00～14：30　参加費無料
場所：長浜公園・金沢スポーツセンター
①ボウリング②バドミントン③ゲートボール④さわやかスポーツ
⑤親子・大人テニス⑥ターゲットバードゴルフ
②⑤の種目▶事前申込受付中（先着順）電話かFAX（申込種目・参加者
氏名（ふりがな）・電話番号）または直接窓口でお申し込みください。そ
の他の体験は当日直接お越しください。
ア　ク　セ　ス　京急「京急富岡駅」より徒歩17分、
　　　　　　シーサイドライン「並木中央駅」より徒歩7分
問　合　せ　金沢区体育協会事務所（平日10：00～12：00）
　　　　　　☎045-782-9234

3/15（月）～4月26（月）　金沢区Run&Walkラリー
ランニングやウォーキングで金沢区内の対象施設へ行き、キー
ナンバーを集めて、賞品が当たる抽選に参加しよう！期間中に
集め、施設に設置されている申込ボックスに投函してください。
とっておきの１枚を投稿しよう！
金沢区内を走ったり、歩いたりして撮影して写真を
SNSで＃金沢風景（ハッシュタグ）を付けて投稿しよう。
抽選で横浜金沢ブランドなど素敵な賞品が当たります。
詳細は、金沢区役所HP・横浜金沢観光協会HP、チラシなどでご確認ください。
問　合　せ　金沢区役所地域振興課
　　　　　　☎045-788-7805
　　　　　　（一社）横浜金沢観光協会
　　　　　　☎045-780-3431

3/19(金)～4/4(日)
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド　Bayside OUTDOOR FES!
アウトドアをテーマとし、関連ショップでのイベントや、館内でのア
イテム特集などを開催します。
また4/3（土）・4（日）は、アウトドアファッ
ション雑誌「GO OUT」プロデュースによる
アウトドアイベントが登場！ GO OUTプ
ロデューサー竹下 充 氏とキャンプ芸人に
よるトークショーや、アウトドアファン注
目の最新テントがずらりと並ぶテント展
示コーナー、作って遊べる体験型ワーク
ショップ、GO OUT CAMPでお馴染みのモ
ニュメントが設置されたフォトスポット
が出現するなど、アウトドア好き必見のコンテンツが満載の2日間です！
※詳細は3月中旬以降公開予定の施設ウェブサイトをご確認ください。
ア　ク　セ　ス　シーサイドライン「鳥浜駅」より徒歩5分
問　合　せ　三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド
　　　　　　☎045-775-4446

金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん金沢区役所HP

金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん



満3歳児クラスも開設！満3歳児クラスも開設！

地区センターをご利用ください

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。

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

 https://officekanazawa.org/

特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会

ホームページ

1-4-2　☎045-773-9657

!


