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金沢八景駅

平潟湾

金沢シーサイドライン

金沢警察署
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

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

HP などでご確認ください。

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。

BRANCH横浜南部市場

レットパーク 横浜ベイサ
ト
ウ
ア
イド
三井

2nd Anniversary
2周年ありがとう

BRANCH横浜南部市場は
2021年9月20日に2周年を迎
えます。
「食のライブマーケット～地域と人が
食でつながる交流拠点～」をコンセプ
トとした施設です。これからも地域の
皆様と一緒に歩んで参りますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。営業
時間・最新イベント情報などにつきま
しては、公式ホームページにてご確認
ください。
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 管理事務所
☎045-374-5392

ブランチ横浜南部市場内のNANBU
BASEは食材を持ち込んでお客様同
士の交流を楽しめるレンタルスペー
スです。食器や調理器具のご用意が
ありますので、お気軽にご利用いた
だけます。さらに、お客様自身が主催
者となってのイベントも開催可能で
す。また、
「 食の魅力の発見・体験・発
信」をテーマに季節ならではの料理
教室やワークショップなど、様々な
催し物も開催しています。
営業時間
予約方法
問 合 せ

“NEW MARINA LIFE（ニューマリーナライフ）”をコンセプト
に、アジア最大級のマリーナを眺めながらのショッピングや食
事、広場でのアウトドア体験など海辺の環境ならではの時間が
過ごせる滞在型アウトレット。江の島や鎌倉などの地元グルメ
や人気スイーツも充実しています。
営業時間・定休日・最新情報などにつきましては、施設ウェブサ
イトにてご確認ください。

9：00～18：00
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。
ブランチ横浜南部市場 管理事務所
☎045-374-5392（受付時間9：00～18：00）

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

展示販売会
魅力あふれる、
横浜金沢生まれの逸品！
いいもの おいしいものを探しに来ませんか !!
11/６
（土）10：00～15：00

イートインもあり（予定）

横浜金沢ブランド認定商品の展示・販売やワーク
ショップ（予定）などを行います。普段は区内のそれ
ぞれの店舗で販売している商品が一同に揃います。
お気に入りの商品が見つかるかも！
横浜金沢観光PRや観光協会オリジナルグッズの
販売も行います。
横浜金沢ブランド認定商品
につきましては、観光協会
ホームページやカタログ
（区役所観光協会コーナー
などで配架）でご確認くだ
さい。
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場
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催
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金沢区幸せお届け大使
ぼたんちゃん

ブランチ横浜南部市場 NANBU BASE
金沢区鳥浜町1-1 ☎045-374-5392
シーサイドライン
「南部市場駅」下車すぐ
※公共交通機関のご利用をお願いいたします。
一般社団法人横浜金沢観光協会
金沢区役所
大和リース株式会社
（ブランチ横浜南部市場）

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回です）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
・人物が写り込まないこと
（特定が出来ない程度は可）
・応募期間は令和4年3月31日
（木）まで
詳細は観光協会HPをご覧ください。

第47回金沢まつりいきいきフェスタ

中 止 の
お知らせ

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せず、密接・密集の避けられない「金沢まつり」に
おける安全確保が困難な状況であるため、大変残念ですが、昨年度に引き続き、今年度も
中止となりました。
金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

12/11
（土）

講演会

「金沢区の歴史をたどる
―金沢八景をてがかりに―」

皆さんの住む金沢が江戸時代「金沢八景」として有名であることは
知っていても、今、話題になりつつある鎌倉幕府の執権北条氏と金沢
の関係をご存じですか。
金沢北条氏や金沢文庫など金沢の歴史を「金沢八景」を手がかりにし
て、
県立金沢文庫の学芸員にお話しを伺います。
時

間

会
場
講 演 者
対 象 者
定
員
申込方法

神奈川県立金沢文庫所蔵
雨天実施
※

観光協会後援 11/13（土）
9：30～12：00
ウォーク

申込期間
主
催
共
催
後
援
協
力
問 合 せ

NPO法人横濱金澤シティガイド協会

称名寺ご住職のお話とご本尊の拝観
～めったにない機会を逃さないで～

ご住職のご厚意で
金堂にてお話を聞
き、ご本尊や多く
の重要文化財を拝
観する機会をいた
だきました。
めったにないチャ
ンスです。ぜひご
参加ください！
募
集
参 加 費
集合場所
コ ー ス

無料

13：30
（開場13：00）～15：00
講演後館内展示を見学
神奈川県立金沢文庫 大会議室
神奈川県立金沢文庫
主任学芸員 山地 純氏
中学生以上の金沢区民
50名(応募者多数の場合は抽選)
①
「往復はがき」②「メールアドレス」
（toiawase@oﬃcekanazawa.org）
住所、
氏名(ふりがな)、☎、年齢を明記のうえお送りください。
〒236-0028 横浜市金沢区洲崎町1-18
NPO法人金沢区民協働支援協会「金沢区の歴史をたどる」講演会係あて
10/1（金）～11/17
（水）
NPO法人金沢区民協働支援協会
金沢区町内会連合会
金沢区役所・一般社団法人横浜金沢観光協会
神奈川県立金沢文庫
NPO法人金沢区民協働支援協会事務局 ☎045-788-0459 FAX045-349-7035

30名
（抽選）
500円
（資料代・保険料含む）
金沢文庫駅西口広場
（受付時間：9：00～9：30）
約2㎞、
約2.5時間
（お話、
説明を含む）
金沢文庫駅西口広場▶称名寺境内▶金堂（お話40分）▶称名寺庭園散
策後解散
申込方法 「往復はがき」でお申込み下さい。参加者全員の郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）
・年齢・☎を明記のうえ、コース名「称名寺」を添えて右記宛
先までお申込下さい。なお、複数人でお申込みの場合は「代表者」に〇
印をお付け下さい。
申込締切 11/2
（火）

12/8
（水） 9：30～13:00

「横浜金沢三十四観音霊場めぐり-１」

県立金沢文庫
（解説と展示観覧）
→称名寺
→大宝院（第三番札所）→第二番札所跡
（慈眼寺・長浜観音）
→第一番札所跡
（海岸
＜横浜金沢散歩-Ⅱ＞
＜尼＞寺）
→薬王寺
（第四番札所・永泉寺）
「室町・戦国時代の金沢」 →寺前八幡神社→天然寺（第五番札所・円
通庵、
第九番札所・室木庵）
→龍華寺
（第六
金沢町公園→称名寺→金沢八幡神社→
番札所・能見堂または福寿院、第七番札
伝心寺→町屋神社→天然寺→龍華寺→
所・花蔵院）
→第八番札所
（善応寺）
染王寺
洲崎神社→瀬戸神社→泥牛庵→金沢八
→第九番札所跡
（室木庵）
→第十番札所太
景駅
（解散）
寧寺旧跡→金沢八景駅
（解散）
募
集：30名
募
集：40名
受付時間：9：00～9：30
受付時間：8：45～9：15
集合場所：金沢町公園（県立金沢文庫裏口前） 集合場所：金沢町公園（県立金沢文庫裏口前）
コ ー ス：3㎞
コ ー ス：6㎞
申込締切：9/24（金）
申込締切：11/26（金）
11/2
（火） 9：30～12:30 ※雨天実施 県立金沢文庫での解説と展示観覧がある
場合は、入館料がかかります。展示解説が
無い場合もあります。
「幕末・明治の米倉家の史跡を歩く」 御朱印帳などの対応は致しません。

10/6
（水） 9：30～12:30 ※雨天実施

瀬戸神社会議室（ミニ講座40分）→円通
寺客殿（解体再建中）→米倉陣屋跡→泥
牛庵→金龍禅院→金沢八景駅
（解散）
募
集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口前
コ ー ス：3㎞
申込締切：10/23（土）

＊参加費 各コース500円（保険料・資料代含む）
＊申し込みは、メールと往復ハガキのみで
対応しています。
＊申込内容・持ち物などはチラシや協会
HPにてご確認ください。
＊諸般の事情により、コースが
変更になる場合があります。
＊国や県から緊急事態宣言等が
発出された場合は中止します。
＊申込先・問い合わせ先
NPO法人横濱金澤シティガイド協会
金沢区瀬戸15-13 ☎045-787-0469
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金澤八幡神社

掲 載 の 店・施 設 の 営 業 時 間、休 業 日 な ど は
※
事 前 にＨＰな ど で ご 確 認 の う え、お 出 掛 け
ください。お酒の提供は感染症拡大防止措置
に よ り 変 更 に な る こ と が あ り ま す。現 在
休業中の店舗もあります。

横浜市金沢区役所
泥亀公園

海の公園南口駅

金沢警察署前

⑬
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金沢郵便局
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②

海の公園

金沢文庫
金沢文庫は、京急線の金沢文庫駅が
駅名としていることはご存知の通
りです。その名の由来は、金沢北条
氏の歴代が、蓄積した文書・記録・和
漢の典籍などを保管した、我が国で
現存する最古の「武家文庫」として
有名です。
明治30年に伊藤博文の斡旋によっ
て、大宝院に金沢文庫が再建されて
以来、関東大震災で被害を受けた
後、昭和５年、神奈川県と大橋新太
郎が費用を折半し、阿字ヶ池の横の
広場に「神奈川県立金沢文庫」を造
り、その後平成２年、現在の場所に
「県立金沢文庫」が建てられました。
隣接する称名寺とともに、エリアの
中心的存在として、また横浜金沢観
光の重要な歴史・文化資産としてそ
の価値を発信しています。

MAP① ジュエリー優／横浜指輪工房 MAP② ワークショップ&コミュニティ チアかな MAP③ 手羽先番長金沢文庫駅前店

オリジナルジュエリーやアクセサリー
の販売他、オーダー・リフォーム・修理を
来店や配送で受け付けています。
☎045-783-3984

使い方自由のコミュニティスペース。場
の提供で、金沢で活動する人をチアー
アップ。
☎090-1779-4453

外はパリッと中はジューシーな手羽先
は、手羽先サミットで日本一になってい
ます。
☎045-367-8111

MAP④ かわせみの庄

MAP⑤ Mr.WOOD BAR

MAP⑥ 吉田製麺店

オープンして18年。
大阪の粉ものに惚れ込 木のぬくもりと心地よいサウンドの中、 自家製麺が自慢のお店。モチモチとコシ
んだお店です。
お好み焼きや大阪から取り お食事、
お酒をお楽しみいただけます。 の あ る 麺 に と ん こ つ と 魚 介 の 濃 厚 な
寄せた麺を使用した焼きそばを自家製ソー ☎045-788-3381
スープが人気です。
スで焼き上げています。 ☎045-784-8171
☎045-786-8068

MAP⑦ KAKURENBO CRAFT BEER CAFE' MAP⑧ 御菓子処 菊月

MAP⑨ ブレーメン ユニオンセンター店 MAP⑩ 神奈川県立金沢文庫

スパイスカレーとクラフトビールの店。 横浜金沢ブランド認定商品「かねさわ一
ビールのラインナップを求めて遠方か 番ポテト」が有名です。金沢文庫の生ド
らのお客様も！※現在休業中
ラ焼も人気です。
☎045-294-9522
☎045-701-9953

柴漁港近くのブレーメンから、一日3回
焼き立てパンが届きます。お菓子も人気
です。
☎080-7229-0708

金沢文庫は現存最古の武家文庫で、現在
は中世の歴史博物館です。市内で唯一、
国宝を保管・管理しています。
☎045-701-9069

MAP⑪ 日本料理 飯鉢

MAP⑬ 伝心寺

MAP⑭ 八景写真館

MAP⑫ Oven

称名寺仁王門の側の静かなお店。本格的 素材にこだわった手作りのベーグルと 創建は宝治元年（1247年）の曹洞宗の寺。 創業まもなく100年。丁寧な作業で、きれ
な日本料理をお楽しみいただけます。
マフィンを丁寧に焼き上げています。
知恵と武勇、戦勝の神様、横浜金澤七福 いな写真を作っています。記念写真や証
※完全予約制（前日まで）
☎070-5375-0149
神の毘沙門天が祀られています。
明写真はお任せください。
☎045-788-1181
☎045-781-8820
☎045-781-8044

MAP⑮ 自家焙煎珈琲工房 ちろりや MAP⑯ 藤森商店

MAP⑰ 山喜鮨

MAP⑱ スピードウォール

スペシャルティコーヒーを自家焙煎。横 昭和3年より海苔を自社工場で製品化 柴漁港、金沢漁港で水揚げされた魚介を
浜金沢ブランド認定「自家焙煎コーヒー し、
各地に出荷販売しています。
中心に提供する江戸前のお鮨屋さん。お
ゼリー」
はギフトに大人気！
☎045-781-8228
得なランチも人気です。
☎045-367-9371
☎045-701-3969

MAP⑲ 称名寺

ウインドサーフィンとサップの専門店。
ボード、セイル、パーツの販売から、ス
クールやレンタルもおこなっています。
☎045-785-8988

金沢北条氏一門の菩提寺で、鎌倉幕府の要人・北条実時が六浦荘金沢の屋敷内に建てた持仏堂が
起源とされます。
実時の孫・鎌倉幕府十五代執権 金沢貞顕の時代に、阿字ヶ池を中心に中之島・反橋・平橋を配した
「浄土庭園」が完成しました。
四季折々の表情を見せる称名寺庭園は、
散策など多くの人々が県内外から訪れています。
毎週土・日曜日の10：00～15：00には、NPO法人横濱金澤シティガイド協会による無料庭園ガイ
ドを実施しています。
（雨天中止）
住
所 金沢町212
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」
より徒歩10分
京急
「金沢文庫駅」より徒歩12分

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

定休日：日曜
14時～16時は店舗前道路は
車両通行出来ません
金沢区町屋町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」

施 設 案
shi

setsu

an

内

神奈川県立金沢文庫／旧伊藤博文金沢別邸／横浜市立金沢動物園／海の公園／長浜ホール／横浜・八景島シーパラダイス

nai

海の公園／☎045-701-3450

神奈川県立金沢文庫／☎045-701-9069
企画展
「拓本で知る武州かねさは」

開催中～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。
観覧時間：9：00～16：30
（入場は16：00まで）
休 館 日：毎週月曜日、
9/21
（火）
、
24（金）
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

QRコード

海の公園ボランティアDAY

10/10（日）
・11/14（日）
10:00～11:30
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？
受付場所は海の公園HPにてご確認く
ださい。

長浜ホール／☎045-782-7371

武蔵国金澤碑（上部） 能見堂跡

《次回展示予告》
特別展
「よみがえる中世のアーカイブズ―いまふたたび出会う古文書たち―」
10/1
（金）
～11/28
（日）
大阪青山歴史文学博物館は、多くの文書・典籍を収蔵する博物館です。
「本物に触れて学
び、感性を磨く」を教育理念の一つとする大阪青山学園が、創設者の塩川利員氏（1925
～2007）によって収集された貴重な文化財を調査・保存・展示するための施設として同
館を設立しました。本展では、同館所蔵品のうち金沢文庫（称名寺）ゆかりの文化財をお
借りし、県立金沢文庫に収蔵されている関連資料と一堂に集めることで、失われた中世
文庫
（ふみくら）
に収められたアーカイブズ（歴史資料群）の豊穣な世界を復元します。
11 /4
（木）
、24
（水）
休 館 日：毎週月曜日、
料
金：20歳以上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・障がい者の方は無料
※
（ ）
内は20 名以上の団体料金

特別展
「密教相承 ー称名寺長老の法脈ー」

12/3
（金）
～1/23
（日）
（予定）
金沢文庫本往生講私記 鎌倉時代
※原則休館のもと、
予約をいただいた方に限り入館を可能と
大阪青山歴史文学博物館
しています。
詳しくはHPをご覧下さい。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919
博文邸のお月見飾り

9/18
（土）
～26
（日）
（9/21休館日を除く） 9：30～16：30

歴史講座
「金沢歴史散歩」金沢の内海の今昔をたどる

第63回みず色の風コンサート

～東欧への旅～
アートを通じて創造の芽を育て、次世代に何かを伝えたい」という
9/11
（土） 13
：30開場 14：・
00開演
願いのもと、
金沢区近郊の作家
アーティス トの方々を中心に、絵
出
演：鮫島明子
（ピアノ）七澤清貴
画・写真
・造形などの作品展示や、
演劇（ヴァイオリン）
・音楽演奏などのライブ、作
曲
目：ヴァイオリンソナタ第2番（プロコフィエフ）
他
品作りなどのワークショップなどで、
街中がアートで彩られ、
地域
受付開始：8/11
（水）
住民とアートを繋ぐ活気あふれる期間となるイベントです。
料
金：2,000円
※オープニングフェスティバル
（海の公園での大イベント）
は中止です。
※未就学児童の入場はお断りします。
会
場 金沢区近郊のギャラリー・カフェ・店舗・商店街・劇場・
ホール未来を見つめる
・施設など・オンライン
歴史から学び、
※詳しくは、
ホームページよりご確認ください。
野口英世フェア
参 加 料 無料 ※各開催イベントにより異なります。
11/13
10:00～16：00
せ 金沢文庫芸術祭実行委員会
問 合（土）
☎090-2522-0493（浅葉弾）
「野口英世伝」
ホ ー ル：13:30～15:00落語・桂幸丸
※事前登録制
（10/13
（水）
受付開始）
ホワイエ：パネル展 野口英世の活躍で横浜の感染症（ペス
ト）
禍を防いだ長浜検疫所
（野口英世よこはま顕
彰会共催）
目的ルーム：パネル展 野口英世の生涯（野口英世記念館所蔵）
会 議 室：「母から子への手紙コンテスト」令和2年度
入選作品・
「野口英世博士への手紙コンテスト」
令和3年度入選作品展示

９：30～12：30
昔の「揚げ浜式」で海水から塩を
作ります。
金沢区では、鎌倉時代から塩づ
くりが盛んに行われていまし
た。そんな金沢区の文化と歴史
あつまれ どうぶつの森×横浜・八景島シーパラダイス
を体験し、
小中学のみなさんに
はっけい島
海の生きもの ふれあい展
もっと金沢区を好きになっても
らうため、塩づくり体験と講座
を開催します。
場
所 海の公園砂浜（バーベキュー場側）
持 ち 物 飲み物・タオル・帽子・マスク
アクセス シーサイドライン「海の公園南口」駅下車

横浜・八景島シーパラダイス／☎045-788-8888（自動音声） QRコード

10/23
（土）10：00～12：00 ※雨天実施、荒天中止
旧伊藤博文金沢別邸
（集合）
→明治憲法草創の碑→東屋跡→
琵琶島神社→姫小島水門跡→龍華寺→称名寺（解散）
募集人数：25名
（電話にて事前申込制・先着順）※小学生以下は保護者同伴
参 加 費：500円
申
込：9/24
（金）
9：30～上記
（電話）へ
※ガイド用無線を使用するため、有線イヤホンを持参してください。
希望者には別途200円で販売します。
※当日は、
体調に関する申告書への記入と検温、手指の消毒をお願いします。
※体調が優れない方、
マスクがない方は参加できません。
９：00～11：00
協
力：NPO法人横濱金澤シティガイド協会
金沢から鎌倉へ朝夷奈の切通しを通って盛んに塩が運ばれ、この道筋が塩の道と呼ばれ
ていました。その歴史を講師から学びます。
場
所 金沢区役所 5階1号会議室
対
象 金沢区内在住・在学の小・中学生/各回25名（人数は変更になる場合がありま
す。密集を防ぐため、保護者の付き添いは1家族1名まででお願いします。
）
参 加 費 無料
申
込 両開催ともに９/21（火）９：00まで、下記二次元コードでホームページにア
シルバーウィークスペシャル
クセスし電子申請にて申込、またはEメールに住所・氏名（ふりがな）
・電話番
9/18
（土）
～20
（月祝）
号・学年・保護者氏名（保護者同伴必須）を記入して下記Eメールアドレスへ。
金沢動物園で飼育中、
または過去に飼育していたご長寿動物の
応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
写真展を行います。
問 合 せ 地域振興課区民活動支援担当
☎045-788-7805
10月は休園日なしで毎日開園！
FAX 788-1937
Mail kz-bunka@city.yokohama.jp

横浜市立金沢動物園／☎045-783-9100

ハロウィン装飾

10/1
（金）
～31
（日）
園内にハロウィンの装飾を行います。

Zoo to Wild Fes Autumn ～身近な自然に触れてみよう～
10/9
（土）
・10
（日）
動物や植物、自然環境に関する掲示や環境保全活動を
テーマにしたクイズなど実施します。

期間延長

開催中～9/30（木）
博物館を見学・サカナ釣り・海の生きものに触れる・潮干狩り・はっけ
い島スタンプラリー・お買い物など、
“あつまれどうぶつの森”ゲーム
内で楽しめるアクティビティを八景島で体験できます。

クリスマス装飾

11/24
（水）～12/25
（土）
園内にクリスマスの装飾を行います。
※イベント詳細は決まり次第、
動物園公式HPでお知らせします。

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

※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
event calendar

9月 ─ september
9/25（土）26
（日） 富岡八幡宮 秋季大祭
9/25
（土）
宵宮祭 18：00～ ※万燈神輿連合渡御中止
9/26
（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 ─ november
11/3（水祝） 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
ら伝わる伝統神事で、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

11/20（土） 長浜公園感謝DAY

10月 ─ october
10/2（土） 旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園 秋のイベント「琴のしらべ」※荒天時中止の場合あり
開園時間
出演時間
出

演

アクセス
当日連絡先
問 合 せ

10：00～15：00 入場無料・予約不要
庭園にて琴の演奏をお聴きいただけます。
第1回 11：00～11：30、
第2回 13：30～14：00
宮城社直門大師範 佐野史瑞子、
佐野純子
【定期開園】
11/6(土)、
12/４(土)
10：00～15：00
【特別開園】
12/11(土) 10：00～15：00
※最終入園時間は開園時間終了の
30分前まで
12月は紅葉が見頃です！
富岡東5-19-22 京急富岡駅東口徒歩2分
旧川合玉堂別邸 ☎080-1241-0910
金沢区区政推進課企画調整係 ☎045-788-7729 FAX045-786-4887

10/23（土） 瀬戸秋月祭
祝詞

※荒天時21
（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

11/27（土） 富岡総合公園感謝DAY

※荒天時28
（日）に順延

10：00～15：00
近隣施設や市民団体との協働により、
地域の方々とのふれあいを目的として
感謝DAYを開催いたします。
アクセス シーサイドライン
「南部市場駅」
より徒歩5分
問 合 せ 富岡総合公園管理センター
☎045-774-3003

※雨天翌日順延

16：00

点灯17：00～19：30
（変更の場合あり）
区内の子どもたちが作った沢山の行灯を琵琶島に
飾ります。
アクセス 琵琶島神社 京急・シーサイドライン
「金沢八景駅」
より徒歩3分
主
催 （協）
金沢八景共栄会・学生会HAKKEY+
金沢八景共栄会
問 合 せ （協）
（水・木以外留守電）
☎045-350-4840

柴シーサイド恵みの里 みかん狩り
9：00～14：00
（12：00～13：00お休み） 月曜休園
美味しいみかん狩りは10月中旬から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900円 3歳以上の未就学児500円
3歳未満無料 ※料金は変更になる場合あり
直売所営業 土曜日7：30～15：00 日曜日7：30～12：00
※売切れ次第終了
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

12月 ─ december
12/8（水） 瀬戸神社 歳の市
12：00～19：30頃
神社の熊手は朝から授与所に並びます。
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/

高齢者住宅

満 3 歳児クラスも開設！

