
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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●
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
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観光たより

海と緑と歴史のまち横浜金沢
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イベント開催情報についてイベント開催情報について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、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。

平潟湾・琵琶島神社平潟湾・琵琶島神社



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

ファミリーで
楽しめる乗り物がさらに充実！

アトラクション
エリア「プレジャーランド」リニューアルオープン

NEWNEW 「バブルシューティング」
しゃぼん玉がモチー
フの的に水鉄砲を打
つ、シューティング
アトラクション。

NEWNEW 「バタフライダー」
ペダルを漕ぐとふわ
ふわと高さ４ｍまで
の上昇が楽しめま
す。

NEWNEW 「フライトイーグル」
高さ10ｍまで上昇
し 、ま る で ワ シ に
乗って空を飛んでい
るかのような爽快感
あふれる、回転展望
型アトラクション。

NEWNEW「WESTERN GAME HOUSE」
オールドアメリカン
の街並みが感じられ
るゲームエリアが登
場！

「あそべんちゃあ」
全天候型キッズパークが
リニューアル。

横浜・八景島
　シーパラダイス
横浜・八景島
　シーパラダイス

第21回八景島あじさい祭
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止です。

あじさい八景めぐり
県内最大級、2万株のあじさいが咲き誇ります！
八景島の色とりどりのあじさいをめぐる「あじさい八
景めぐり」をしてみませんか？
入島無料　開島時間内はいつでもご覧いただけます。

・あじさいの増やし方教室
６/21（月）22（火）　10：00～11：30　無料
場所　客船ターミナル
予約締切：開催日前日17：00まで

・あじさい剪定ボランティア
7/12（月）13（火）14（水）　9：30～11：00
募集期間：～6月末

問合せ　八景島指定管理者　☎045-788-9778

横浜金沢観光協会
オリジナルグッズ販売中！
横浜金沢観光協会
オリジナルグッズ販売中！

販売場所：金沢区役所1階売店・横浜テクノタワー
　　　　　ホテル・横浜金沢観光協会事務所
　　　　　※横浜テクノタワーホテルは魅力帳、

御朱印帳、クリアファイルのみ取扱い
　　　　　通信販売も行っています。詳しくは協

会HPからご確認ください。
問　合　せ：一般社団法人 横浜金沢観光協会
　　　　　金沢区洲崎町1-18
　　　　　☎045-780-3431

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん
LINEスタンプ
120円
購入はこちら！

横浜金澤七福神御朱印帳
1,320円（税込）

横浜金澤七福神クリアファイル
（紅白2枚セット）
550円（税込）

大人気！
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
1,320円（税込）

6月下旬発売予定
金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん
もちふわクッション（ｗ30×ｈ26）
2,420円（税込）（予定）

数量限定
500個

数量限定
500個

まるごと一冊金沢区！
横浜金沢魅力帳
街歩き持ち歩きガイド
500円

販売場所：金沢八景駅・並木中央駅・新杉田駅
　　　　　インターネット「おとどけいきゅう」

「電車市場」でも販売中！
問　合　せ：シーサイドライン営業課
　　　　　☎045-787-7004
　　　　　（平日9:00～17:20）

シーサイドライン
オリジナルグッズ
シーサイドライン
オリジナルグッズ

金沢区役所１階売店で販売しています！
こども用靴下「鉄下」、癒し効果抜群の「もちもちキラ
キラ☆シーたんクッション」が新登場！
鉄道むすめ「柴口このみ」や「キラキラ☆シーたん」の
オリジナルグッズがいっぱい！

キラキラ☆シーたん

中止

☎045-788-8888（自動案内）

柳原良平 画
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京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

歩行距離 約1km、約2.5 時間（説明・休憩・乗船時間約40分を含みます）
シーサイドライン「海の公園柴口駅」→海の公園→八景島→アメリカン・アンカレッジ記念碑→
客船ターミナル前桟橋（乗船）→金沢沖遊覧→太田屋桟橋／野島（下船、解散）
(雨天並びに諸般事情により出船できない場合は中止します)
＊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。

～船から、夕日と八景島を横にみて～
　　　ペリー艦隊の航路と碇泊地を巡る

か な ざ わ の 祭 り

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

第47回金沢まつり花火大会  中止
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
今年度も中止が決定しました。

6/30（水）
夏越大祓・茅の輪くぐり
大勢の方にお集まりいただいて
の大祓式はありません。
※神職のみで実施
茅の輪くぐりは、半年に一度、茅
で作った輪をくぐることで残り
の半年間の無病息災を祈るもの
です。
個別におくぐりいただくよう、
お願いします。人形納めは実施
いたします。

天王祭
出　御　祭　7/4（日）15：00
三ツ目神楽　7/6（火）17：00
巡　行　祭　7/11（日）15：00
※神前での行事は神職のみで実

施。神輿渡御なし。神楽は湯立
てを省略した略儀予定。

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　☎045-701-9992

瀬戸神社

7/10（土）　例大祭　宵宮　時間未定
※出店はありません。

7/11（日）　例大祭　本祭
式典後、神輿をトラックに乗せて、町内
をまわります。
10：00頃～15：00
アクセス　京急・シーサイドライン
　　　　　「金沢八景駅」より徒歩7分

洲崎神社

7/18（日）
例大祭 大祭式　10：00～
コロナウイルス感染
拡大防止の為、木造
奉仕船による祇園舟
神事は中止。

秋季大祭
9/25（土）宵宮祭　18：00～
9/26（日）大祭式　10：00～
　　　　　　　　  神輿渡御は未決定
※詳細は後日HPにてご確認ください。
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　☎045-776-3838

富岡八幡宮

8/16（月）
灯篭流し　18：00頃 野島運河先
安立寺の宗祖日蓮上人が着岸したといわれる野島海岸に
向かい祈念、灯篭を流す「海施餓鬼（うみせがき）」
は仏教の法会のひとつです。
問　合　せ　☎045-701-7597

安立寺

9/1（水）
汐祭（漁港の祭り）
豊漁と漁の安全を祈る祭りで
す。13：00頃から海上神事、大
漁丸を沖で流します。
※神職による神事のみ実施。汐

祭パレードは中止になる場合
があります。

問　合　せ　横浜市漁業協同組合金沢支所
　　　　　☎045-781-8929

金沢漁港

祭り中止
野島稲荷神社　町屋神社　熊野神社（柴町）
手子神社　八幡神社

祭り未定
浅間神社

場　　所　横浜ベイサイドマリーナ前
　　　　　ボードウォーク
アクセス　シーサイドライン　「鳥浜駅」徒歩約10分
問　合　せ　横浜ベイサイドマリーナ
　　　　　☎045-776-7590
※新型コロナウイルスの状況により中止となる場合があります。
※また、強風・荒天が予想される場合は中止となります。
　WEBサイト等でお知らせいたします。

集合場所：シーサイドライン「海の公園柴口駅」改札口（受付時間：16：00～16：30）
募集人員：90名（抽選）※抽選結果のお知らせは7/24（土）～26（月）になります。
参　加　費：2,000円（乗船代、資料代・保険料を含む）交通費等は自己負担
申込締切：7/20（火）必着
主　　催：NPO法人横濱金澤シティガイド協会
後　　援：（一社）横浜金沢観光協会　協　　力：太田屋
申込方法：「往復はがき」にコース名「ペリー艦隊」と参加者全員の〒、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、☎を明記のうえ、P5のシティガイド協会住所まで、お申込み下さ
い。複数人で申込の場合は「代表者」に○印を付けて下さい。

7/31（土）16：30～19：00

観光協会後援ウォーク観光協会後援ウォーク

～船から、夕日と八景島を横にみて～
　　　ペリー艦隊の航路と碇泊地を巡る

歩行距離 約1km、約2.5 時間（説明・休憩・乗船時間約40分を含みます）
シーサイドライン「海の公園柴口駅」→海の公園→八景島→アメリカン・アンカレッジ記念碑→
客船ターミナル前桟橋（乗船）→金沢沖遊覧→太田屋桟橋／野島（下船、解散）
(雨天並びに諸般事情により出船できない場合は中止します)
＊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。

コ
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7/4（日）
10：00～15：00

横浜ベイサイドマリーナで
は7/4（日）に、“海が似合
う”をテーマとしたマル
シェを初めて開催します。
横浜市や金沢区の出店者を
中心に、色とりどりの野菜
やフルーツなどの青果、素材
にこだわった調味料やワイ
ンなどの加工品ほか、さま
ざまな商品が集まります。
物販の他、キッチンカーや
ワークショップなども出店
し、お子様から大人まで楽
しめるマルシェです。マ
リーナらしい開放的なロ
ケーションなので、ぜひお
散歩がてらマルシェをお楽
しみください。

1853年7月に浦賀沖に姿を現したペリー艦隊は、安全な碇泊地として小柴
沖のアメリカン・アンカレッジと名付けられた場所に錨を下しました。翌年
2月にもこの場所に碇泊し、開国の重要な予備交渉が行われました。彼らは
夏島など美しい日本の風景に感激したそうです。
太田屋さんの船でペリー艦隊の航路を辿り金沢沖からの夕景をお楽しみく
ださい。心地よい風に吹かれながら眺める夕景は最高です!!



NPO法人横濱金澤
シティガイド協会
NPO法人横濱金澤
シティガイド協会
NPO法人横濱金澤
シティガイド協会

募　　集：30名
集合場所：シーサイドライン八景島駅
　　　　　改札口前
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：6/19（土）
＊横浜金沢魅力帳（500円）を購入（当日販

売あり）、または持参された方には記念
品の贈呈あり。

6/29（火）＜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：40名
集合場所：金沢町公園（県立金沢文庫前）
コ　ー　ス：3㎞
申込締切：6/25（金）
＊県立金沢文庫での講演あり。要入館料。

7/7（水）

「金澤三十四観音霊場巡り-1」

募　　集：20名
集合場所：京急富岡駅改札口
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：7/1（木）

7/11（日）＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「祇園舟神事と江戸時代の

富岡古道散策」

募　　集：30名
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口前
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：8/20（金）
＊横浜金沢魅力帳（500円）を購入（当日販

売あり）、または持参された方には記念
品の贈呈あり。

9/1（水） ＜横浜金沢魅力帳を歩く3＞

「野島の汐祭」

全てのコースは以下になります。

雨天実施　9：30～12：30
※7/7金澤三十四観音霊場巡り-1」のみ 9：00～12：30
当日受付時間：9：00～9：30
※7/7「金澤三十四観音霊場巡り-1」のみ 8：30～9：00
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
　　　　(電話での申込不可)

伊藤博文らがこの地で明治憲法の草案
づくりをしていました。金子賢太郎に
より建てられたもので、移設ののち、現
在の場所に設置されました。

MAP④ 憲法草創の碑

干拓事業をすすめてきた永島家6代目・
段右衛門が作ったものといわれていま
す。

MAP③ 姫小島水門

平潟湾に浮かぶ、琵琶の形をした島に
ある神社。横浜金澤七福神の弁財天が
祀られています。

MAP② 琵琶島神社

源頼朝が伊豆・三島明神を勧請したの
が現在の瀬戸神社の起源といわれてい
ます。
瀬戸18-14

MAP① 瀬戸神社

源頼朝が瀬戸神社を建立した後、六浦
山中に建てた「浄願寺」が始まりといわ
れています。牡丹のお寺で有名です。
洲崎町9-31

MAP⑤ 龍華寺

潮風を感じる平潟湾プロムナード沿い
にある、カジュアルダイニング。
☎045-370-8642

MAP⑨ ARCH seaside cafe & dinner

懐石料理の伝統的な味わいを気軽に楽
しんでいただけます。
☎045-701-0900

MAP⑧ かいせき工房ききょう

街の案内（ガイド）、地域の歴史や文化
を伝える講習や講演活動を行っていま
す。
☎045-787-0469（平日10：00～13：00）

MAP⑦ NPO法人横濱金澤シティガイド協会

金沢八景駅前、「八景焼」・「晩鐘最中」な
ど横浜金沢ブランド認定商品がある和
菓子店です。
☎045-701-9922

MAP⑥ 鳳月堂

MAP⑩ Sand fish

手ぶらでもOK!東京湾で釣りが楽しめ
ます。
☎045-781-8720

MAP⑭ 金沢八景 黒川丸

釣り人から頂戴した魚、地魚、地物など
を全て手作りで提供しています。
☎045-352-8588

MAP⑬ FRING FISH

創業100余年、「夜鳴きそば」からはじ
まったそば屋です。
☎045-701-9352

MAP⑫ 越後屋

明治創業、かつては伊藤博文も食した
という鰻の老舗。
☎045-701-9129

MAP⑪ 鰻松

MAP⑮ 一般社団法人 横浜金沢観光協会

釣り船荒川屋併設で、釣った魚（6匹迄）
お任せで調理してくれます。
☎045-782-3492

観光案内、各種観光パンフレット配布、
オリジナルグッズの販売をしていま
す。
☎045-780-3431（平日9：00～17：00）

内川暮雪（うちかわのぼせつ）

雪降る切通しを過ぎ、内川が六
浦の海に流れ込む所まで辿り
着いた様子。

乙舳帰帆（おっとものきはん）

小柴の岬から乙舳海岸に向
かって、帆を掲げて船が帰って
くる様子。

野島夕照（のじまのせきしょう）

野島の漁師村に夕焼けが映え
ている様子。

小泉夜雨（こずみのやう）

手子神社付近から夜の雨の一
本道を見た様子。

平潟落雁（ひらかたのらくがん）

野島を背景に、潮干狩りをする
人達と、列になって飛び立った
雁の群れの様子。

瀬戸秋月（せとのしゅうげつ）

満月に照らされた野島と料亭
や瀬戸橋が見える様子。

称名晩鐘（しょうみょうのばんしょう）

夕暮れの称名寺から聞こえる
鐘の音と漁船の上で夕べの祈
りをする様子。

洲崎晴嵐（すさきのせいらん）

塩田を背景に、柳や竹が風に揺
れて音を立てている様子。

神奈川県立金沢文庫所蔵

金沢八景は、江戸時代の僧・心
越禅師（しんえつぜんし）が能
見堂から見た金沢八景の美し
い景観を、故郷・中国の名所「瀟
湘（しょうしょう）八景」になぞ
らえた八編の漢詩に読んだこ
とから名付けられました。風光
明媚なこの土地は江戸時代か
ら人気の高い行楽地として賑
わい、多くの著名な絵師によっ
て絵にも描かれました。なかで
も歌川広重の描いた金沢八景
の絵が有名です。
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NPO法人横濱金澤
シティガイド協会
NPO法人横濱金澤
シティガイド協会
NPO法人横濱金澤
シティガイド協会

募　　集：30名
集合場所：シーサイドライン八景島駅
　　　　　改札口前
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：6/19（土）
＊横浜金沢魅力帳（500円）を購入（当日販

売あり）、または持参された方には記念
品の贈呈あり。

6/29（火）＜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：40名
集合場所：金沢町公園（県立金沢文庫前）
コ　ー　ス：3㎞
申込締切：6/25（金）
＊県立金沢文庫での講演あり。要入館料。

7/7（水）

「金澤三十四観音霊場巡り-1」

募　　集：20名
集合場所：京急富岡駅改札口
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：7/1（木）

7/11（日）＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「祇園舟神事と江戸時代の

富岡古道散策」

募　　集：30名
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口前
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：8/20（金）
＊横浜金沢魅力帳（500円）を購入（当日販

売あり）、または持参された方には記念
品の贈呈あり。

9/1（水） ＜横浜金沢魅力帳を歩く3＞

「野島の汐祭」

全てのコースは以下になります。

雨天実施　9：30～12：30
※7/7金澤三十四観音霊場巡り-1」のみ 9：00～12：30
当日受付時間：9：00～9：30
※7/7「金澤三十四観音霊場巡り-1」のみ 8：30～9：00
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
　　　　(電話での申込不可)

伊藤博文らがこの地で明治憲法の草案
づくりをしていました。金子賢太郎に
より建てられたもので、移設ののち、現
在の場所に設置されました。

MAP④ 憲法草創の碑

干拓事業をすすめてきた永島家6代目・
段右衛門が作ったものといわれていま
す。

MAP③ 姫小島水門

平潟湾に浮かぶ、琵琶の形をした島に
ある神社。横浜金澤七福神の弁財天が
祀られています。

MAP② 琵琶島神社

源頼朝が伊豆・三島明神を勧請したの
が現在の瀬戸神社の起源といわれてい
ます。
瀬戸18-14

MAP① 瀬戸神社

源頼朝が瀬戸神社を建立した後、六浦
山中に建てた「浄願寺」が始まりといわ
れています。牡丹のお寺で有名です。
洲崎町9-31

MAP⑤ 龍華寺

潮風を感じる平潟湾プロムナード沿い
にある、カジュアルダイニング。
☎045-370-8642

MAP⑨ ARCH seaside cafe & dinner

懐石料理の伝統的な味わいを気軽に楽
しんでいただけます。
☎045-701-0900

MAP⑧ かいせき工房ききょう

街の案内（ガイド）、地域の歴史や文化
を伝える講習や講演活動を行っていま
す。
☎045-787-0469（平日10：00～13：00）

MAP⑦ NPO法人横濱金澤シティガイド協会

金沢八景駅前、「八景焼」・「晩鐘最中」な
ど横浜金沢ブランド認定商品がある和
菓子店です。
☎045-701-9922

MAP⑥ 鳳月堂

MAP⑩ Sand fish

手ぶらでもOK!東京湾で釣りが楽しめ
ます。
☎045-781-8720

MAP⑭ 金沢八景 黒川丸

釣り人から頂戴した魚、地魚、地物など
を全て手作りで提供しています。
☎045-352-8588

MAP⑬ FRING FISH

創業100余年、「夜鳴きそば」からはじ
まったそば屋です。
☎045-701-9352

MAP⑫ 越後屋

明治創業、かつては伊藤博文も食した
という鰻の老舗。
☎045-701-9129

MAP⑪ 鰻松

MAP⑮ 一般社団法人 横浜金沢観光協会

釣り船荒川屋併設で、釣った魚（6匹迄）
お任せで調理してくれます。
☎045-782-3492

観光案内、各種観光パンフレット配布、
オリジナルグッズの販売をしていま
す。
☎045-780-3431（平日9：00～17：00）

内川暮雪（うちかわのぼせつ）

雪降る切通しを過ぎ、内川が六
浦の海に流れ込む所まで辿り
着いた様子。

乙舳帰帆（おっとものきはん）

小柴の岬から乙舳海岸に向
かって、帆を掲げて船が帰って
くる様子。

野島夕照（のじまのせきしょう）

野島の漁師村に夕焼けが映え
ている様子。

小泉夜雨（こずみのやう）

手子神社付近から夜の雨の一
本道を見た様子。

平潟落雁（ひらかたのらくがん）

野島を背景に、潮干狩りをする
人達と、列になって飛び立った
雁の群れの様子。

瀬戸秋月（せとのしゅうげつ）

満月に照らされた野島と料亭
や瀬戸橋が見える様子。

称名晩鐘（しょうみょうのばんしょう）

夕暮れの称名寺から聞こえる
鐘の音と漁船の上で夕べの祈
りをする様子。

洲崎晴嵐（すさきのせいらん）

塩田を背景に、柳や竹が風に揺
れて音を立てている様子。

神奈川県立金沢文庫所蔵

金沢八景は、江戸時代の僧・心
越禅師（しんえつぜんし）が能
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い景観を、故郷・中国の名所「瀟
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らえた八編の漢詩に読んだこ
とから名付けられました。風光
明媚なこの土地は江戸時代か
ら人気の高い行楽地として賑
わい、多くの著名な絵師によっ
て絵にも描かれました。なかで
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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49号」は、9/10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

施
shi

設
setsu

案
an

内
nai

神奈川県立金沢文庫／横浜市立金沢動物園／旧伊藤博文金沢別邸／長浜ホール／海の公園

神奈川県立金沢文庫／☎045-701-9069

企画展　江戸時代の称名寺
5/28（金）～7/25（日）
これまであまり注目されてこなかった江戸時代の資
料を読み解きながら、称名寺の組織、経済基盤や他寺
院との交流、信仰と修学など、江戸時代の称名寺の姿
を復元していきます。また、中世の禅籍、古文書や彫
刻・絵画などの称名寺に伝来した名宝が、江戸時代に
どのように認識され、扱われていたのかを通して、中
世に生まれた文化財が江戸時代にはどのような意味
を持っていたのかを考えます。
観覧時間：9：00～16：30（入場は16：00まで）
休　館　日：毎週月曜日
料　　金：一般250円(150円)
　　　　　20歳未満・学生150円(100円)
　　　　　65歳以上・高校生100円
　　　　　中学生以下・障がい者の方は無料※(　)内は20名以上の団体料金

《次回展示予告》企画展　拓本で知る武州かねさは
7/30（金）～9/26（日）
武州かねさはは近世「金沢八景」
として江戸庶民はじめ多くの
人々が訪れた景勝地です。人々は
ここで歌を詠い、かねさはは「名
所」になりました。そして名所に
は、多くの石碑が建てられまし
た。金沢八景への道しるべである
道標も点在しています。また、地
元民の祈った石仏には関連した
社寺名や人物名がともに刻まれ
ています。武州かねさはに点在す
る石碑・石仏、道標などの拓本で、
近世から近代にかけての金沢地
域の歴史をたどります。
休　館　日：毎週月曜日（8/9、9/20は開館）、8/10（火）、9/21（火）、24（金）

国宝　当山霊宝記
（称名寺所蔵・神奈川県立金沢文庫管理）

谷津道標「右能見堂　保土ヶ谷」
谷津染井公園

金沢札所第二番（福聚海寺)
称名寺境内

横浜市立金沢動物園／☎045-783-9100

環境月間イベント「ズーレンジャークイズラリー」
開催中～6/30（水）
園内に掲示された希少動物に関するクイズパネルを読み進めるクイズラリーを実施し
ます。

七夕装飾 
6/30（水）～7/7（水）
動物園の入り口や「ののはな館」に七夕の装飾を行
います。

クールビZOO
7/1（木）～9/30（木）
真夏の動物園を涼しく過ごせるよう、「なかよしト
ンネル」動物園側出口付近にドライミストを設置
します。

夏休み企画「身近ないきものを知ろう！」
7/20（火）～8/29（日）

「身近ないきもの館」での日本産のカブトムシやクワガ
タなどの展示とあわせて、園内各所で身近ないきものや
その生息環境について紹介するパネルを掲示します。

ナイト金沢ZOO
8月の毎週土日、8/9（月祝）
9:30～20:00（最終入園は
　　　　　　　19:00まで）
夜ならではの動物展示を実
施します。

「ひかるどうぶつえん」
8月の毎週土日、8/9（月祝） 日没から
なかよしトンネル動物園側出口でプロジェクションマッピ
ングを実施します。

ブログ・SNS・YouTube随時配信中
園内や動物たちの様子を随時配信しています。アカウントフォロー、チャンネル登録
をお願いします。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

別邸の七夕飾り
7/1（木）～7（水）　※休館日（7/5）を除く
10:00～16:00　無料
短冊に願いを書いて、笹に飾りましょう。

旧伊藤博文金沢別邸を“もっと知ろう”クイズ
7/17（土）～8/22（日）　※休館日（7/19・8/2・16）を除く
10:00～16:00　無料
クイズは子ども用と大人用があります。別邸受付でお申込み
ください。参加賞として、博文邸オリジナルグッズをプレゼント！

長浜ホール／☎045-782-7371

第62回みず色の風コンサート
～トリオ・バイオレット  フランスの旅～
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：詩曲(ショーソン)他
前売予約受付中
料金：2,000円
※未就学児童の入場はお断りします。

第2回TABUNOKIミュージックテラス
～村田望と出口ユミが奏でる空と海の讃歌～
7/10(土) 　13：30開場　14：00開演
出演：村田望(ソプラノ)  出口ユミ(ピアノ)
曲目：ラ・メール(トレネ)  月の光(フォーレ)  他
6/11前売予約受付開始
料金：1,000円
※未就学児童の入場はお断りします。

夏休みファミリーコンサート
～おおたか静流・おいしいおもいで～
8/1(日)　 13：30開場　14：00開演
出演：おおたか静流
内容：絵本「おもいでをたべるオバケ トペラトト」のお話のコンサート
受付開始：6/11（金）
料金：1,000円※小学生以下の同伴者無料
※上記3つのコンサートにつきましては、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。

夏休みこども体験教室（募集）
～手作り顕微鏡と本物の顕微鏡でミクロの世界を探検しよう!～
8/7(土)　①10：00～12：00　②13：00～15：00
内容：A.ペットボトルで顕微鏡作り体験　B.手作り顕微鏡と本物の顕微鏡で見比べ体験
　　　C.旧細菌検査室見学体験
料金：無料
講師：NPO法人野口英世よこはま顕彰会
対象：小学生(各回定員先着20名)
申込方法：希望時間・参加者名・学校名・学年・住所・電話番号・同伴者の有無をご記入の

上faxまたはメールで申込み。
受付開始：7/11（日）

ゴスペルコーラスワークショップ(後期)
8/4・18，9/1・15・29，10/6
各回10：00～11：30
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）
受付開始：6/23（水）

QRコード海の公園／☎045-701-3450

海の公園 BBQ場
海辺で潮風を感じながらBBQができます。
手ぶらでも楽しめます！予約はHPをご覧ください。

海の公園ボランティアDAY
6/13(日)・7/11（日）
10：00～11：30　申込不要
海の公園の花壇や広場のお花をスタッ
フと一緒に育ててみませんか？どなた
でもお気軽に参加いただけます。
受付場所は海の公園HPにてご確認く
ださい。



よこなか観光だより　W200 × H70

イベントカレンダー
event calendar

6月 ─ june

6/15（火）  ひなやのお料理教室「カツオのヅケフライ」

カツオのサク1本をダイナミックに揚げるレシ
ピです。普段のメニューのほか、パーティメ
ニューにも最適！豆腐のタルタルソースでヘル
シーに召し上がっていただきます。
11：00～13：30 ※10：45～開場、受付開始
講　　師　ひな（出張料理人）
参　加　費　2,000円（税込）
定　　員　先着10名　
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

6/20（日）  みん食倶楽部「ローストビーフを作ろう」

11：00～13：30※10：45～開場、受付開始
父の日に合わせて、お父さん大好きなロースト
ビーフをみんなで作ります。お子さまでも楽し
める内容です。
講　　師　ひな（出張料理人）
参　加　費　1,000円（税込）、小学生：500円（税込）、
　　　　　未就学児：無料
定　　員　先着15名※小学生、未就学児含む 
場　　所　NANBU BASE
申込期限、アクセス、問合せは上記参照

スマイルステージinブランチ横浜南部市場 参加者募集！
ブランチ横浜南部市場は地域で活動する皆さまを応援しています。金沢
区を中心としたダンススクール、学校、芸能保存協会などが月替わりで
出演するステージイベントの参加者を募集しています。

申込はコチラ

6/22（火）  畠山重保公顕彰墓参会

10：00～11：00　畠山重保公廟所
鎌倉時代、源頼朝の重臣だった畠山六郎重保
公は、釜利谷の禅林寺の境外墓地（白山道トン
ネル北側）の廟所に祀られています。重保公の
命日に、重保公ゆかりの東光禅寺・禅林寺両住
職の読経による法要が営まれ、続いて墓参が行
われます。
アクセス　京急「金沢文庫駅」西口よりバス
　　　　　「白山道」または「白山道公園」下車
　　　　　徒歩3分
問　合　せ　NPO法人横浜金沢文化協会
　　　　　☎080-3170-8523（内園）

7月 ─ july

7/3（土）  旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園定期開園

開園時間10：00～16：00（入園15：30まで）
日本画家川合玉堂が大正6年（1917年）10
月に建てた別荘（二松庵）に作られた庭園で、
地元富岡の庭師、植周二代目・大胡隆治を起
用して作庭されました。二松庵の庭は、雑木
を好み、雑木の中に建物がある風情を求めた
玉堂の意向によって自然の趣を取り入れ、野
趣豊かな庭園となっています。
※次回開園予定：8/7（土）、9/4（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

7/10（土）  富岡八幡公園プール開き

営業時間　9：00～18：00（子ども用プール16：00まで）※9/5（日）まで
完全入替制　①9：00～11：00　②11：20～13：20
　　　　　　③13：40～15：40（幼児はここまで）　④16：00～18：00
1時間毎25mプール100円・子ども用プール60円
問　合　せ　富岡八幡公園プール　☎045-774-2379

7/31（土） 8/1（日）  YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2021

9月 ─ september

9/26（日）  第4回金沢八景シーカヤックレース

開会式 8：45　レーススタート 10：00　海の公園
海の公園-野島海岸-野島水路-夕照橋-平潟湾-琵琶島（回航）
申込開始　8/2（月）HPにて
　　　　　ご確認ください
問　合　せ　NPO法人横浜金沢
　　　　　カヌークラブ事務局
　　　　　☎045-322-6766

※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。

31（土）8：00～16：00　1（日）8：30～16：00　
会　　場　海の公園・ビーチ
競技大会　ビーチバレー、ビーチハンド、ビーチサッカー、ビーチテニス　
　　　　　※事前申込　有料

今年度は感染症対策のため、例年開催している当日イベントはありません。
アクセス　シーサイドライン「海の公園南口駅」、または「海の公園柴口駅」下車すぐ
問　合　せ　（公財）横浜市スポーツ協会　スポーツ事業課　
　　　　　☎045-640-0018（平日9:00～17:00）



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

!


