
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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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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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。

日の出　横浜ベイサイドマリーナ日の出　横浜ベイサイドマリーナ

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。
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京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

弁財天
べん ざい てん

瀬戸神社と弁財天琵琶島神社
源頼朝が瀬戸に三島明神
をお招きして「瀬戸神社」
を造営した時、妻の北条
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」とも呼ばれています。

金沢区瀬戸18-14

大黒天
だい こく てん

龍華寺
りゅう げ じ

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、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。牡丹

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。

金沢区洲崎町9-31

瀬戸神社
せ と じんじゃ

毘沙門天
び しゃ もん

伝心寺
でんしん じ

曹洞宗の寺で創建は宝治元年開基は

執権北条時頼とされ、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。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。

金沢区町屋町16-28

てん

寿老人
じゅ ろう じん

寶蔵院
ほうぞういん

真言宗御室派、本山を京都仁和寺に
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ませんが、お
およそ鎌倉時代前期の開山と思われ
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。

金沢区柴町214

福禄寿
ふく ろく じゅ

正法院
しょうぼういん

弘法大師空海が井戸を掘られ、お加

持すると赤い水に変わり、不動明王

像のお姿を描かれ、「赤井のお不動

様」と親しまれています。

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。

金沢区釜利谷東3-4-24

蛭子尊
え　び　す

富岡八幡宮
とみおかはち

約800年前、建久２年鎌倉幕府を開
くにあたって源頼朝が摂津の西宮神
社より蛭子尊の分霊を勧請し、この
村の守り神としたのが始めです。
蛭子尊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い
ます。

金沢区富岡東4-5-41

そん

まんぐう

長昌寺
ちょうしょう じ

天正２年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

尊は釈迦如来です。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。

金沢区富岡東3-23-21

布袋尊
ほ　て　い そん

柳原良平 画

令和4年のどんど焼きは、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中
止です。

どんど焼き中止の為、ご自身で適切
な方法により片づけていただくよ
うお願いいたします。
各寺社では一切お預かり出来ませ
んのでご了承ください。

歴史あるどんど焼
きのこれまでの様
子を写真パネル展
示と動画放映。横浜
金沢観光協会オリ
ジナルグッズ販売。

１/11（火）～14(金)
金沢区役所1階
※オリジナルグッズは売店で販売

しています。

1/15（土）10：00～15：00
ブランチ横浜南部市場
入口イベントスペース

問合せ　一般社団法人 横浜金沢観光協会
　　　　☎045-780-3431

海の公園 どんど焼き開催中止

正月飾り等についてのお願い

どんど焼きHISTORY開催

※14（金）は
　12：00まで

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー横浜金澤七福神御開帳

1月1日（元日）
     ～8日（土）
9：00～16：00

七福神マップを
持って出かけよう！

「七福神マップ」を片手に、開運招福
と健康ウォークを兼ねて、七福神を
めぐる小さな旅をしてみませんか？
柳原良平さんの絵本「どんぶらどん
ぶら七福神」のかわいらしい神様の
絵がキャラクターです。
七福神めぐりは御開帳期間に限ら
ず、年間を通してもお楽しみいただ
けます。
※通常期はご本尊の御開帳はありま

せん。また、寺社の状況によりご対
応いただけないこともあります。

新春を祝う“七福神みくじ付き”開
運硬券です。

“アンクルトリス”の生みの親であ
る柳原良平氏が描いた七福神のイ
ラストを台紙に使用し、幸浦駅と
福浦駅の頭文字をとった「記念硬
券」と、横浜金
澤七福神のご
利益にちなん
だ「七福神みく
じ」を同封して
います。

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
インターネット
　おとどけいきゅう・電車市場　　
問合せ　横浜シーサイドライン 営業課
　　　　045-787-7004
　　　　（平日9：00～17：20）

令和４年新春 
シーサイドライン

“七福神みくじ付き”
開運硬券 1/1（元日）販売開始

※インターネットでは1/7（金）販売開始

700円（税込） 777セット限定

幸福をもたらす七福神めぐり
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。

主　催：（一社） 横浜金沢観光協会
共　催：金沢区役所、八景島指定管理者
後　援：京浜急行電鉄（株）、
　　　　横浜・八景島シーパラダイス
協　力：NPO法人横濱金澤シティガイド協会
問合せ：（一社）横浜金沢観光協会
　　　　045-780-3431（月～金9：00～17：00）

マップ配布場所
七寺社、京急「京急富岡
駅・能見台駅・金沢文庫
駅・金 沢 八 景 駅・六 浦
駅」、シーサイドライン

「 新 杉 田 駅・金 沢 八 景
駅」、金沢区役所、横浜金
沢観光協会　他

＊ご参拝の際は十分に
感染予防対策をお願
いいたします。

横浜金澤七福神スタンプラリーは、
１日だけ行われるイベントで、どなた
でもご参加いただけます。各寺社で配
布されている「スタンプラリーシー
ト」にスタンプを押しながら、七福神
めぐりをお楽しみください。七寺社全
てのスタンプを押したら、ゴールの横
浜・八景島シーパラダイスへお持ちく
ださい。先着1,000名様に記念品を差
し上げます。（一人1点限り）

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー

参加費 無料

1月9日（日）9：00～16：00
荒天・緊急事態宣言発出時 中止

※八景島のスタン
プは1/9（日）に
ゴールで押すこ
とができます。

　1/1（元日）～31
（月）（9（日）除
く）は八景島客船
ターミナルにて
押すことができ
ます。

七寺社・金沢区役所売店・金沢区内郵便局・
横浜テクノタワーホテル・横浜金沢観光協
会でお求めになれます。スタンプラリー当
日の八景島ゴールでも販売します。
※色紙、御朱印、福笹、ミニ絵馬は七寺社の

み取扱い、グッズは一部取扱いのないとこ
ろもあります。

●御朱印帳：1,200円（税別）
●御朱印：300～500円（各寺社）
●色紙：500円
●福笹：300円
　ミニ絵馬：
　300円（１カ所）

●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）
●横浜金澤七福神
　クリアファイル
　（紅白2枚セット）：
　500円（税別）

横浜金澤七福神オリジナルグッズ販売！

当日の開催可否（音声案内）：050-3159-6791
（当日午前7：30から。一部携帯・PHSからはかけられません）

＊スタンプラリー当日は十分に感染予防対策を施して開催しま
す。参加者のみなさまも、マスクの着用、手指の消毒、ソーシャル
ディスタンスなどの対策を行いご参加ください。



72

京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

弁財天
べん ざい てん

瀬戸神社と弁財天琵琶島神社
源頼朝が瀬戸に三島明神
をお招きして「瀬戸神社」
を造営した時、妻の北条
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」とも呼ばれています。

金沢区瀬戸18-14

大黒天
だい こく てん

龍華寺
りゅう げ じ

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、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。牡丹

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。

金沢区洲崎町9-31

瀬戸神社
せ と じんじゃ

毘沙門天
び しゃ もん

伝心寺
でんしん じ

曹洞宗の寺で創建は宝治元年開基は

執権北条時頼とされ、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。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。

金沢区町屋町16-28

てん

寿老人
じゅ ろう じん

寶蔵院
ほうぞういん

真言宗御室派、本山を京都仁和寺に
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ませんが、お
およそ鎌倉時代前期の開山と思われ
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。

金沢区柴町214

福禄寿
ふく ろく じゅ

正法院
しょうぼういん

弘法大師空海が井戸を掘られ、お加

持すると赤い水に変わり、不動明王

像のお姿を描かれ、「赤井のお不動

様」と親しまれています。

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。

金沢区釜利谷東3-4-24

蛭子尊
え　び　す

富岡八幡宮
とみおかはち

約800年前、建久２年鎌倉幕府を開
くにあたって源頼朝が摂津の西宮神
社より蛭子尊の分霊を勧請し、この
村の守り神としたのが始めです。
蛭子尊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い
ます。

金沢区富岡東4-5-41

そん

まんぐう

長昌寺
ちょうしょう じ

天正２年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

尊は釈迦如来です。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。

金沢区富岡東3-23-21

布袋尊
ほ　て　い そん

柳原良平 画

令和4年のどんど焼きは、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中
止です。

どんど焼き中止の為、ご自身で適切
な方法により片づけていただくよ
うお願いいたします。
各寺社では一切お預かり出来ませ
んのでご了承ください。

歴史あるどんど焼
きのこれまでの様
子を写真パネル展
示と動画放映。横浜
金沢観光協会オリ
ジナルグッズ販売。

１/11（火）～14(金)
金沢区役所1階
※オリジナルグッズは売店で販売

しています。

1/15（土）10：00～15：00
ブランチ横浜南部市場
入口イベントスペース

問合せ　一般社団法人 横浜金沢観光協会
　　　　☎045-780-3431

海の公園 どんど焼き開催中止

正月飾り等についてのお願い

どんど焼きHISTORY開催

※14（金）は
　12：00まで

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー横浜金澤七福神御開帳

1月1日（元日）
     ～8日（土）
9：00～16：00

七福神マップを
持って出かけよう！

「七福神マップ」を片手に、開運招福
と健康ウォークを兼ねて、七福神を
めぐる小さな旅をしてみませんか？
柳原良平さんの絵本「どんぶらどん
ぶら七福神」のかわいらしい神様の
絵がキャラクターです。
七福神めぐりは御開帳期間に限ら
ず、年間を通してもお楽しみいただ
けます。
※通常期はご本尊の御開帳はありま

せん。また、寺社の状況によりご対
応いただけないこともあります。

新春を祝う“七福神みくじ付き”開
運硬券です。

“アンクルトリス”の生みの親であ
る柳原良平氏が描いた七福神のイ
ラストを台紙に使用し、幸浦駅と
福浦駅の頭文字をとった「記念硬
券」と、横浜金
澤七福神のご
利益にちなん
だ「七福神みく
じ」を同封して
います。

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
インターネット
　おとどけいきゅう・電車市場　　
問合せ　横浜シーサイドライン 営業課
　　　　045-787-7004
　　　　（平日9：00～17：20）

令和４年新春 
シーサイドライン

“七福神みくじ付き”
開運硬券 1/1（元日）販売開始

※インターネットでは1/7（金）販売開始

700円（税込） 777セット限定

幸福をもたらす七福神めぐり
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。

主　催：（一社） 横浜金沢観光協会
共　催：金沢区役所、八景島指定管理者
後　援：京浜急行電鉄（株）、
　　　　横浜・八景島シーパラダイス
協　力：NPO法人横濱金澤シティガイド協会
問合せ：（一社）横浜金沢観光協会
　　　　045-780-3431（月～金9：00～17：00）

マップ配布場所
七寺社、京急「京急富岡
駅・能見台駅・金沢文庫
駅・金 沢 八 景 駅・六 浦
駅」、シーサイドライン

「 新 杉 田 駅・金 沢 八 景
駅」、金沢区役所、横浜金
沢観光協会　他

＊ご参拝の際は十分に
感染予防対策をお願
いいたします。

横浜金澤七福神スタンプラリーは、
１日だけ行われるイベントで、どなた
でもご参加いただけます。各寺社で配
布されている「スタンプラリーシー
ト」にスタンプを押しながら、七福神
めぐりをお楽しみください。七寺社全
てのスタンプを押したら、ゴールの横
浜・八景島シーパラダイスへお持ちく
ださい。先着1,000名様に記念品を差
し上げます。（一人1点限り）

第18回横浜金澤
七福神スタンプラリー

参加費 無料

1月9日（日）9：00～16：00
荒天・緊急事態宣言発出時 中止

※八景島のスタン
プは1/9（日）に
ゴールで押すこ
とができます。

　1/1（元日）～31
（月）（9（日）除
く）は八景島客船
ターミナルにて
押すことができ
ます。

七寺社・金沢区役所売店・金沢区内郵便局・
横浜テクノタワーホテル・横浜金沢観光協
会でお求めになれます。スタンプラリー当
日の八景島ゴールでも販売します。
※色紙、御朱印、福笹、ミニ絵馬は七寺社の

み取扱い、グッズは一部取扱いのないとこ
ろもあります。

●御朱印帳：1,200円（税別）
●御朱印：300～500円（各寺社）
●色紙：500円
●福笹：300円
　ミニ絵馬：
　300円（１カ所）

●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）
●横浜金澤七福神
　クリアファイル
　（紅白2枚セット）：
　500円（税別）

横浜金澤七福神オリジナルグッズ販売！

当日の開催可否（音声案内）：050-3159-6791
（当日午前7：30から。一部携帯・PHSからはかけられません）

＊スタンプラリー当日は十分に感染予防対策を施して開催しま
す。参加者のみなさまも、マスクの着用、手指の消毒、ソーシャル
ディスタンスなどの対策を行いご参加ください。



初日の出初日の出
令和4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？

令和4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？

海の公園　橋本 敦子

琵琶島神社
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

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・円海山が一望できます。

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。
※現在、野島山の整備工事を令和4

年2月までの予定で行っていま
す。工事期間中、進捗状況によって
は展望台までの坂道ルートが通行
止めとなる可能性があります。そ
の場合、展望台へは津波避難場所
脇の階段をご利用ください。

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。

海の公園

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」

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

かなざわの寺社の初詣・正月
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。

瀬戸神社
12/31（金）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

称名寺
橋の塗替え工事中の
為、参拝は可能ですが
12/31（金）は橋を渡
ることができません。
1/1（元日）6：00から
1/3（月）まで渡ること
ができます。破魔矢、
御守り、みくじは12
月中旬より授与致し
ます。

（金沢町212）
京急「金沢文庫駅」東口よ
り徒歩12分

安立寺
除夜の鐘　23：00～

（お1人1打、108打で
打ち止め）
福守り　23：00～
先着700名様に差し
上げます。

（町屋町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

東光禅寺
除夜の鐘　
23：30～1：00

（半鐘なので、「ゴ～
ン」ではなく「カ～ン」
です）
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」

（社会情勢により甘酒
のおもてなしは中止
させていただく場合
があります）
ホームページ東光禅
寺で検索。
www.tokozenji.or.jp

（釜利谷南2-40-8）
☎045-781-0271
京急「金沢文庫駅」西口2番
のりばよりバス10、11、
20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
12/31（金）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。

（野島町23-1）
シーサイドライン「野島公
園駅」より徒歩10分

富岡八幡宮
12/31（金）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（金）除夜の鐘
0：00～1：30（1人1打）
1/1（元日）
元旦祈祷及び大黒天
護摩供修行
1/28（金）8:30～
初不動護摩供修行

（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

天然寺
除夜の鐘　23：45～

（1人1打先着108名様）

（町屋町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・
シーサイドライン「海の公
園南口駅」より徒歩7分

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

（寺前2-23-52）
☎045-701-8646
京急「金沢文庫駅」東口よ
り徒歩12分

手子神社
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。

（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 1 2 分・バ ス 文
6.7.10.11系統「小泉」よ
りすぐ

浅間神社
御開帳、破魔矢、接待
はありません。お札の
授与あり。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。

（谷津町432）
京急「金沢文庫駅」西口よ
り徒歩7分

正法院
1/1（元日）
元朝大護摩供奉修
1/28（金）
赤井不動尊初不動大
護摩供法要13：00～
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
京急「金沢文庫駅」西口よ
り徒歩7分



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。（注文締切
12/25（土））配送もあり。お渡しは
12/31（金）14：00以降となります。

横浜金沢ブランド「横濱レンガ
通り」はお土産品に大人気！

年 末 年 始 の

お 買 い 物

年 末 年 始 の

お 買 い 物

長峰製茶（金沢店）

営業時間　9：00～18：00(L.O　17：00)
定　休　日　なし　※夏季・冬季休暇あり
年末年始　12/30(木)～1/3(月) 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

選りすぐりのお茶と甘味・全国の菓子・食品もあります。
年末セール　12/23(木)～29(水)予定
年始セール　1/4(火)～11(火)
年始セールでは、ソフトクリーム特価100円
※抹茶・ミックス・バニラのみ

ウイッシュボン工場直売店

営業時間　10：00～16：00
定　休　日　日曜日・月曜日
年末年始　12/30（木）～1/4（火）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4分

直営店だからできる激安セール!!
12/18（土）、1/22（土）10：00～
売切れ次第（雨天決行）

MDCアウトレットセール

問　合　せ　横浜マーチャンダイジングセンター
　　　　　☎045-784-1501
シーサイドライン「幸浦駅」よりすぐ

おうちでクリスマスディナーにおすすめ
のテイクアウト（要予約）
ご家庭でホテルの味を！

横浜テクノタワーホテル1階 「カフェ＆マーケットCORE」

営業時間　平日8：00～17：00
　　　　　休日10：00～17：00
定　休　日　なし　※年始除く
年末年始　1/1(元日)～3（月）休業
問　合　せ　☎045-788-7401
シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩2分

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。

江戸清

営業時間　10：00～14：00（変更の場合あり）
年末年始　12/29（水）30（木）営業
　　　　　※通常は月2回程度の営業
問　合　せ　☎045-791-1611
シーサイドライン「並木中央駅」より徒歩8分

横浜金沢ブランド「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。

文明堂食品工業

営業時間　9：00～17：00
定　休　日　元旦のみ
年末年始　12/31（金） 9：00～12：00
　　　　　1/2（日）3（月） 9：00～15：00
問　合　せ　☎045-784-0002
シーサイドライン

「産業振興センター駅」より徒歩3分

おせちに欠かせない煮豆に佃煮。横浜金沢ブランドの「生のり
佃煮」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！
毎月第4金・土曜日のセールも好評です。
年末セール　12/28（火）おせちの特売

南部フーズ

営業時間　9：00～16：00
定　休　日　水曜日・日曜日・祝日
年末年始　12/30（木）～1/4（火）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

美味しい中華点心の工場直売所です。
小龍包10個入り、焼餃子がおすすめです。

梅蘭福浦食品工場直売所

営業時間　10：00～17：00
定　休　日　水曜日
年末年始　12/31（金）10：00～16：30
　　　　　1/1（元日）休業
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

芯まで完全焙煎したスペシャルティコーヒーの量り売りのお
店です。横浜金沢ブランド認定商品のドリップバッグコー
ヒー町屋ブレンドや自家焙煎コーヒーゼリーが人気です。
年末セール　12/30（木）31（金）年忘
　　　　　　れお楽しみ袋の販売
年始セール　1/3（月）4（火）福袋販売

自家焙煎珈琲工房ちろりや

営業時間　10：00～19：00
定　休　日　平日不定休
年末年始　12/31（金）10：00～18：00
　　　　　1/1（元日）2（日）休業
問　合　せ　☎045-367-9371
シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩6分

日本料理　飯鉢

営業時間（予約制）　11：30～14：00
　　　　　　　　　17：30～21：00
定　休　日　なし
年末年始　1/1（元日）2（日）休業
問　合　せ　☎045-788-1181
京急「金沢文庫駅」より徒歩13分

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。



◇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

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。

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。

◇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

シーサイドライン

南部市場駅

鳥
浜
駅

首都高速湾岸線

①
ブランチ

横浜南部市場

②
横浜南部市場
食の専門店街

③
武居商店直売所

④
玉栄

花板食堂
BRANCH店

⑧

⑤
有限会社 双葉印刷所

⑥ 武居商店本社
　 自動販売機

⑨
三井アウトレットパーク

横浜ベイサイド

⑩
横浜ベイサイドマリーナ

セブンイレブン

セブンイレブン

ファミリーマート

ローソン南部市場前

工業団地入口

鳥浜町

鳥浜公園

富岡総合公園

神奈川県立金沢養護学校

神奈川県警察機動隊
第一機動隊

金沢ふたば保育園

⑧ 亜舵夢巣
　 あだむす

デニーズ

横浜南部市場
水産棟

横浜南部市場
青果棟
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鳥浜振興会館内にあり、鳥浜で働く
方を中心に賑わっている隠れ家的
なラーメン店。自家製の直麺で、透
き通ったとんこつスープのラーメ
ンは絶品です。
☎045-774-1833

MAP⑧
亜舵夢巣 あだむす

“NEW MARINA LIFE（ニューマリー
ナライフ）”をコンセプトに、日本最
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。
☎045-775-4446

MAP⑨
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

日本最大級のマリーナです。海の学校
やヨット・ボートのスクールも開催。
お子様から大人まで楽しめる海が
似合う、マルシェなどのイベントも
人気です。
☎045-776-7590

MAP⑩
横浜ベイサイドマリーナ

市場ならではの商品を取り揃えて
います。
生鮮食品、魚、肉などに限らず、調味
料、業務用梱包資材、お菓子、調理器
具など様々な商品がいっぱい。
どなたでもお買い物ができます。

歳末大売り出し　12/25(土)～30
日(木)1年間の感謝を込めて年に
１度の大売出しを開催！
三角くじ大抽選会　12/18(土)
営業時間　平日　6：00～18：00
　　　　　日曜・祝日　9：00～14：00
定　休　日　水曜日
　　　　　1/1(元日)～４(火)
※営業時間は各店舗ごとに異なり

ますので詳細につきましては各
店舗にご確認をお願い致します。

☎045-779-2870

MAP②
横浜南部市場 食の専門店街

液体調味料、ドレッシング、ソース
等の業務用商品を販売しています。
ご家庭でもお楽しみいただけるよ
う、1本から手軽にお求めいただけ
る商品も揃えています。

年末大感謝セール・新春初売り
セールを開催！
令和3年売上TOP5

・オイルソース・無限ヤミツキソー
ス・オリジナルソース・はま昆布ぽ
ん酢・塩レモンドレッシング
営業時間　9：00～16：00
定　休　日　水曜日
　　　　　（12/29（水）を除く）
　　　　　12/31（金）1/1（元日）

～4（火）

☎045-774-5331(本社)

MAP③
武居商店直売所

創業昭和32年の玉子焼専門店です。
横浜金沢ブランド認定商品「ふんわ
り玉子焼」が人気です。

今年のお正月セット（横浜金沢ブラン
ドの玉子焼き入り）は限定200セット
5,000円（税込・送料別）です。お電話にて
ご注文ください。（注文締切12/15（水））
お渡しは県漁連前、玉栄倉庫にて。
営業時間　8：30～17：00
定　休　日　日曜日
年末年始　1/1（元日）～3（月）休業
問　合　せ　045-775-2247
シーサイドライン

「南部市場駅」よりすぐ

☎045-775-2247

MAP④
玉栄

「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
セプトとした商業施設です。青果店、
鮮魚店、精肉店、スーパー等の物販店
舗の他、ベーカリーや、レストラン、和
食店等の飲食店が出店しています。

歳末大売り出し　12/25（土）
～31（金）

新鮮な食材をご用意してお待ちし
ています ! !

営業時間　10：00～22：00　
※店舗により異なります。詳細は

施設HPよりご確認下さい。

年末年始は駐車場が大変混雑しま
す。シーサイドラインなどの公共
交通機関をご利用ください。

☎045-374-5392

MAP①
ブランチ横浜南部市場

※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。

毎日変わる新鮮なお魚の海鮮丼、こ
だわりのまぐろ丼と、さっぱりと旨
味のある鶏ガラベースのスープと
極細ちぢれ麺の支那そばが人気で
す。
☎045-771-5366

MAP⑦
花板食堂BRANCH店

東京湾を臨みながら、

　美味しい食事や

お買い物を楽しめます。

企画から制作、印刷、看板制作まで
一貫生産体制でサービス提供する
印刷会社です。創業55年目を迎えた
地域に密着した印刷会社です。
☎045-353-8531

MAP⑤
有限会社　双葉印刷所

人気商品勢揃い！横浜金沢ブラン
ド認定商品「はま昆布ポン酢」も
入っています。24時間いつでも購入
できます。
☎045-774-5331

MAP⑥
武居商店本社　自動販売機



◇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

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。

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。

◇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

シーサイドライン

南部市場駅
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首都高速湾岸線
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第一機動隊

金沢ふたば保育園
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鳥浜振興会館内にあり、鳥浜で働く
方を中心に賑わっている隠れ家的
なラーメン店。自家製の直麺で、透
き通ったとんこつスープのラーメ
ンは絶品です。
☎045-774-1833

MAP⑧
亜舵夢巣 あだむす

“NEW MARINA LIFE（ニューマリー
ナライフ）”をコンセプトに、日本最
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。
☎045-775-4446

MAP⑨
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド

日本最大級のマリーナです。海の学校
やヨット・ボートのスクールも開催。
お子様から大人まで楽しめる海が
似合う、マルシェなどのイベントも
人気です。
☎045-776-7590

MAP⑩
横浜ベイサイドマリーナ

市場ならではの商品を取り揃えて
います。
生鮮食品、魚、肉などに限らず、調味
料、業務用梱包資材、お菓子、調理器
具など様々な商品がいっぱい。
どなたでもお買い物ができます。

歳末大売り出し　12/25(土)～30
日(木)1年間の感謝を込めて年に
１度の大売出しを開催！
三角くじ大抽選会　12/18(土)
営業時間　平日　6：00～18：00
　　　　　日曜・祝日　9：00～14：00
定　休　日　水曜日
　　　　　1/1(元日)～４(火)
※営業時間は各店舗ごとに異なり

ますので詳細につきましては各
店舗にご確認をお願い致します。

☎045-779-2870

MAP②
横浜南部市場 食の専門店街

液体調味料、ドレッシング、ソース
等の業務用商品を販売しています。
ご家庭でもお楽しみいただけるよ
う、1本から手軽にお求めいただけ
る商品も揃えています。

年末大感謝セール・新春初売り
セールを開催！
令和3年売上TOP5

・オイルソース・無限ヤミツキソー
ス・オリジナルソース・はま昆布ぽ
ん酢・塩レモンドレッシング
営業時間　9：00～16：00
定　休　日　水曜日
　　　　　（12/29（水）を除く）
　　　　　12/31（金）1/1（元日）

～4（火）

☎045-774-5331(本社)

MAP③
武居商店直売所

創業昭和32年の玉子焼専門店です。
横浜金沢ブランド認定商品「ふんわ
り玉子焼」が人気です。

今年のお正月セット（横浜金沢ブラン
ドの玉子焼き入り）は限定200セット
5,000円（税込・送料別）です。お電話にて
ご注文ください。（注文締切12/15（水））
お渡しは県漁連前、玉栄倉庫にて。
営業時間　8：30～17：00
定　休　日　日曜日
年末年始　1/1（元日）～3（月）休業
問　合　せ　045-775-2247
シーサイドライン

「南部市場駅」よりすぐ

☎045-775-2247

MAP④
玉栄

「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
セプトとした商業施設です。青果店、
鮮魚店、精肉店、スーパー等の物販店
舗の他、ベーカリーや、レストラン、和
食店等の飲食店が出店しています。

歳末大売り出し　12/25（土）
～31（金）

新鮮な食材をご用意してお待ちし
ています ! !

営業時間　10：00～22：00　
※店舗により異なります。詳細は

施設HPよりご確認下さい。

年末年始は駐車場が大変混雑しま
す。シーサイドラインなどの公共
交通機関をご利用ください。

☎045-374-5392

MAP①
ブランチ横浜南部市場

※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。

毎日変わる新鮮なお魚の海鮮丼、こ
だわりのまぐろ丼と、さっぱりと旨
味のある鶏ガラベースのスープと
極細ちぢれ麺の支那そばが人気で
す。
☎045-771-5366

MAP⑦
花板食堂BRANCH店

東京湾を臨みながら、

　美味しい食事や

お買い物を楽しめます。

企画から制作、印刷、看板制作まで
一貫生産体制でサービス提供する
印刷会社です。創業55年目を迎えた
地域に密着した印刷会社です。
☎045-353-8531

MAP⑤
有限会社　双葉印刷所

人気商品勢揃い！横浜金沢ブラン
ド認定商品「はま昆 布 ポ ン 酢 」も
入っています。24時間いつでも購入
できます。
☎045-774-5331

MAP⑥
武居商店本社　自動販売機



【横浜ボランティアガイド協議会
連携ガイド“横浜のまちの変遷”】

「激変！旧海岸線 “乙艫海岸・長浜・下
の浜・西浜“を巡る」

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：40名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢文庫駅西口広場
コ　ー　ス：6㎞
申込締切：12/24（金）
＊シーサイドラインに乗車します。（570円）

横浜市の敬老パスがある方は持参を

1/8（土） 9：30～13:00　※雨天実施

金沢文庫駅→正法院→伝心寺→龍華寺
→瀬戸神社→金沢八景→海の公園柴口
駅→寶蔵院→海の公園柴口駅→鳥浜駅
→長昌寺→富岡八幡宮（解散）

募　　集：40名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：シーサイドライン海の公園南口駅
コ　ー　ス：7㎞
申込締切：1/5（水）

1/15（土） 9：30～12:30　※雨天実施

海の公園南口駅→海の公園→宝蔵院→
魚鱗の碑→マサキの鼻→旧小柴貯油施
設跡→長浜野口記念公園→長浜公園→
長浜→富岡八幡宮→西浜（宮の前海水浴
場跡）→下の浜（伊藤博文仮寓跡）→京急
富岡駅（解散）

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅱ＞
「横浜金澤七福神めぐり」

金沢八景のいまむかしを歩く

3/5（土） 9：30～12：00

一般社団法人横浜金沢観光協会 後援ウォーク

募　　集　30名（抽選）⦿抽選結果のお知らせは2/25（金）～28（月）になります
参　加　費　500円（資料代・保険料を含みます）
集合場所　京急金沢八景駅3F改札口付近（受付時間：9：00～9：30）
コ　ー　ス　約4km、約2.5時間(説明、休憩時間を含みます)
　　　　　京急金沢八景駅⇒琵琶島神社⇒平潟湾プロムナード⇒夕照橋⇒染王

寺⇒野島稲荷神社⇒野島山展望台⇒旧伊藤博文金沢別邸⇒シーサイ
ドライン野島公園駅

　　　　　＊無線ガイドシステムを使用します。ご自分のイヤフォンも使用できます。

申込方法　「往復はがき」でお申込み下さい。
　　　　　往信用裏面に、コース名「金沢八景」と参加者全員の氏名(ふりがな)・

住所(〒)・電話番号・年齢を明記のうえ、右記宛先までお申込下さい。
複数人でお申込みの場合は「代表者」に○印をお付け下さい。

申込締切　2/22（火）必着

金沢八景は金沢にお
ける八つの景色とい
う意味です。金沢は
古くから美しい景色
で有名でした。江戸
時代の後期には歌川
広重が金沢八景を浮
世絵に描いて多くの
人が観光に訪れまし
た。実際に歩いて浮
世絵の世界と今を比
べてみませんか？

＊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

雨天実施 ※荒天
(交通機関に影響の
 ある場合)中止

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：能見台駅
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：1/18（火）
後　　援：金沢区役所
協　　力：（一社）横浜金沢観光協会
＊魅力帳を持参、購入した方に記念品贈呈

1/28（金） 9：30～12:30　※雨天実施

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

【『横浜金沢魅力帳』を歩く4】
「初不動に行ってみよう」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：京急富岡駅
コ　ー　ス：4㎞
申込締切：2/24（木）

3/6（日） 9：30～12:30　※雨天実施

京急富岡駅→二松庵→富岡古道→経塚
→谷戸坂地蔵尊→持明院→宝珠院→富
岡八幡公園→慶珊寺→長昌寺（解散）

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅲ＞
「芋観世音への道」

横浜市教育委員会　後援ウォーク

シーサイドライン
キラキラ☆シーたん

海まちさんぽ　おんらいんインスタグラム
シーサイドライン沿線で
撮影した写真を「＃海ま
ちさんぽ」を付けてイン
スタグラムに投稿して、
みんなでシェアしよう！
詳細につきましては、HP
をご確認ください。

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
　　　　　金沢区役所1階売店
インターネット　おとどけいきゅう・電車市場
問　合　せ　横浜シーサイドライン 営業課　045-787-7004（平日9：00～17：20）

新 発 売………… …………
2000型車両のクリアファイル
好評発売中
シーサイドラ
インの車両が
メインのクリ
アファイルが
初登場！
デザインの異
なる色鮮やか
な3編成が描
かれた華やか
なクリアファ
イルです。
300円（税込）

シーサイドライン鉄下48編成
12/12（日）販売開始
大好評のこども用ソックス「鉄下」の
シーサイドライン第3弾。
今回のデザインは、2000型の最新
車両48編成です。
400円（税込）

ボリューム満点！アナゴや旬の地魚の天ぷら
が味わえます。
金・土・日　11：00～14：00頃
　　　　　※売り切れ次第終了
年内営業　12/19（日）まで
年始営業　1/7（金）より
アクセス　シーサイドライン海の公園柴口駅より徒歩7分
問　合　せ　045-701-8182（柴漁港内）※平日のみ

小柴のどんぶりや

＜野島・夕照橋先販売所＞
忠彦丸(ただひこまる) 
☎045-785-8922
9:30～16:00
定　休　日　木曜日（11月～12月は無休）
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
アクセス　シーサイドライン野島公園駅より徒歩15分

＜金沢漁港内販売所＞
川俊丸(かわとしまる) ☎045-786-1771
不　定　休
アクセス　シーサイドライン野島公園駅より徒歩5分

乾海苔問屋 のりの藤森 ☎045-781-8228　
9:30～19:00
定　休　日　日曜日（12月は無休）
アクセス　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
新海苔の季節になりました。
おいしい新海苔をご用意してます。

冬は海苔の旬！美味しい海苔はここで買えます！

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4年も中止となります。

横 浜 金 沢 冬 の 旬



2
名様永島農園

干しきくらげ25g・おひさ
ま椎茸とつた金海苔のおい
しいパスタセット

10
名様武居商店

ギフトセットB横浜
引換券（直売所にて）

5
名様市原産業

カメリアコサージュ
※カラーはえらべません

5
名様ウイッシュボン

横濱レンガ通り12個入

10
名様横浜紅谷

お買物券（500円券×2枚）

3
名様シーサイド

ライン
シーサイドライン新グッズ
セット

1　
名様自家焙煎珈琲工房

ちろりや
ドリップコーヒー6銘柄飲み
比べセット・自家焙煎コー
ヒーゼリー2個セット引換券

1
組2名様横浜・八景島

シーパラダイス
アクアリゾーツパス

3
名様シーサイド・

スパ八景島
スパ入館券（ペア）

2
名様アマンダリーナ

金澤八味唐辛子

応募方法　官製ハガキ・Eメールでご応募ください。
希望商品名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、
よこかなの入手先、ご意見・ご感想を添えて、下記までお送りください。
・「官製ハガキ」　〒236-0028　金沢区洲崎町1-18　
　　　　　　　　（一社）横浜金沢観光協会 記念号プレゼント企画係 
・「Eメール」　info@yokohama-kanazawakanko.com
　　　　　　タイトルに記念号プレゼント企画と記入

申込締切　令和4年1/7（金）当日消印有効
　　　　　※当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
　　　　　　希望商品以外の商品が当選する場合もございます。
　　　　　　個人情報の取り扱いは目的以外には使用しません。
問　合　せ　一般社団法人 横浜金沢観光協会　☎045-780-3431
　　　　　※抽選当落につきましてはお答えしかねます。

第50号 記念号プレゼント企画！
よこかな

第50号 記念号プレゼント企画！
よこかな

観光たより「よこかな」第50号の発行を
記念して、横浜金沢の

いいもの・おいしいもの
をプレゼントいたします！

観光たより「よこかな」第50号の発行を
記念して、横浜金沢の

いいもの・おいしいもの
をプレゼントいたします！



◎金沢産業振興センター店　☎045-784-7455
◎金  沢  公  会  堂  店　☎045-785-3433
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神奈川県立金沢文庫／旧伊藤博文金沢別邸／海の公園／横浜市立金沢動物園／長浜ホール／横浜・八景島シーパラダイス

神奈川県立金沢文庫／☎045-701-9069 横浜市立金沢動物園／☎045-783-9100

12月中旬にかけて、園内では木々の葉が色づく色鮮やかな季節と
なります。紅葉散策と動物観察が同時に楽しめるのはこの時期だ
け。感染症対策と寒さ対策を万全に、お越しください。
クリスマス装飾
開催中～12/25（土）

干支にちなんだ撮影スポット 
開催中～1/10（月祝）

集めてうれしい！3園オリジナルカレンダープレゼント
12/11（土）・12（日）・18（土）・19（日）・25（土）・26（日）、1/2（日）・3（月）
各日入園先着100名様
よこはまのどうぶつえん（金沢動物園、よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園）
オリジナルのポスターカレンダーをプレゼント。

動物園でお正月
1/2（日）～10（月祝）
お正月にちなんだ装飾を施し、園内各所に動物たちからの年賀状を掲示します。

3園シールラリー
1/8（土）～2/27（日）
よこはまのどうぶつえん（金沢動物園、よこはま動物園ズーラシア、野毛山動物園）を
めぐるシールラリーを開催します。

かなざわバレンタイン
2/1（火）～27（日）
動物たちのスキなものやこだわりを紹介するパネルを掲示します。

※1/1（元日）は休園です。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

長浜ホール／☎045-782-7371

第64回みず色の風コンサート～カルテットNのクリスマス
日　　時：12/19(日) 13:30開場　14：00開演
出　　演：カルテットN：七澤清貴・七澤裕子(ヴァイオリン)、
　　　　　七澤達哉(ヴィオラ)、大澤哲弥(チェロ）
曲　　目：弦楽四重奏曲第11番“セリオーソ”（ベートーベン）他
料　　金：2,000円（前売、当日共。前売で完売の場合当日券の販売はありません）
前売開始：販売中
※未就学児童の来場はお断りします。

第3回TABUNOKIミュージックテラス～ハートフルコンサート～
1/22(土) 13:30開場　14：00開演
出　　演：都留理恵子(ソプラノ) 伊藤優晶(ユーフォニアム) 出口ユミ(ピアノ)
曲　　目：アメイジンググレイス、オンブラマイフ、この道、ふるさとの四季他
料　　金：1,000円（前売、当日共。前売で完売の場合当日券の販売はありません）
前売開始：12/11（土）
※未就学児童の来場はお断りします。

海の公園／☎045-701-3450

マラソン大会
12/25（土） 第４回UP RUN 横浜シーサイド海の公園マラソン大会
2/20（日） 第５回UP RUN 横浜シーサイド海の公園マラソン大会

海の公園ボランティアDAY　
12/12（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。

第13期 海の環境を考える親子講座
1/9（日）13：00～15：30　

「海の食育講座」アジの開きづくり体験、園内採取の海藻で押し葉づくり
2/6（日）13：00～15：30

「金沢の漁港」横浜の漁業の話、漁港見学
海の公園管理事務所まで、お電話にてお申込みください。

横浜・八景島シーパラダイス／☎045-788-8888（自動音声）

茅葺屋根燻蒸見学会
12/13（月）10：30～11：30
歴史文化財を保全するための燻蒸作業
を邸外から自由に見学いただけます。

博文邸のお正月飾り
1/5（水）～10（月祝）9：30～15：30
明治期の日本家屋に合わせた、日本の伝統的なお正月
飾りをご覧いただけます。

雛飾り
2/5（土）～3/6（日）9：30～16：30
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。

シーパラダイスクリスマス
開催中～12/25（土）
海の動物たちのショーやアニマル
パ フ ォ ー マ ン ス な ど 人 気 の パ
フォーマンスをクリスマス演出で
開催します。

オタリアの書初め
1/1（元日）～10（月祝）
オタリアが2022年の干支「寅」を
豪快に書きあげます。

シロイルカの豆まき
1/22（土）～2/6（日）
毎年恒例の豆まきイベント。シ
ロイルカが升をくわえ、客席へ
豆を飛ばします。

※12/31（金）大晦日はオールナイト営業はいたしません。
1/1（元日）は通常営業です。

特別展「密教相承―称名寺長老の法脈―」
称名寺は、中世東国の一大仏教文献群を伝える古刹です。現在、
国宝に指定されているこの文献群の約７割は、開創以来伝承し
てきた密教典籍で、同寺が密教寺院として法脈を相承してきた
ことを如実に示しています。折しも今年は、称名寺の最盛期に
在世した、二世長老・明忍房釼阿（1261～1338）の生誕760
年、三世長老・本如房湛睿（1271～1346）の生誕750年にあた
り、同寺を回顧するのにふさわしい年です。本展示では、国宝 称
名寺聖教・金沢文庫文書、約2万点のうち、称名寺の僧侶達が伝
授した密教典籍をもとに、同寺が執行してきた密教修法の様子
を仏像、仏画、仏具を交えて再現し、密教寺院・称名寺の中世の
姿をご紹介します。
開催中～1/23（日）
観覧時間：9：00～16：30（入場は16：00まで）
休　館　日：毎週月曜日（1/10（祝）は開館）、12/27（月）～1/4（火）、11（火）
料　　金：一般400円(300円)、20歳未満・学生250円(200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「春日神霊の旅―杉本博司 常陸から大和へ―」
鎌倉時代以降、東国仏教の拠点となった称名寺・金沢文庫には、膨大な仏教
書である国宝　称名寺聖教・金沢文庫古文書が伝来しますが、その中には奈
良ゆかり、とりわけ春日大社・興福寺に関するものが多数含まれており、両
社寺の信仰を考えるうえで見逃せない史料群であることが知られていま
す。このたび神奈川県立金沢文庫では、小田原市に「江之浦測候所」を平成
29年に開館した、公益財団法人小田原文化財団と共催し、東国所縁ともい
える春日信仰を紹介する展覧会を開催します。本展覧会では、春日大社や
ゆかりの社寺の宝物に加え、称名寺・金沢文庫、小田原文化財団の史料や作
品も紹介することにより、実は東国所縁でもある春日大社への信仰を広く
ご紹介します。
1/29（土）～3/21（月祝）
休　館　日：毎週月曜日（3/21（月祝）は開館）、2/24（木）
料　　金：一般800円（700円）、20歳未満・学生600円（500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

不動明王并二童子像
鎌倉時代（称名寺）

春日鹿曼荼羅
鎌倉時代（個人蔵）

令和３年の様子



イベントカレンダー
event calendar

※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。

12月 ─ december

極度の貧困の中で、人生の困難と希望を見出せる必見の映画です。
開　場　12：15
開　演　12：30（映画上映57分+シェアタイム）
定　員　15名
参加費　800円（ペア1,300円）
場　所　ブランチ横浜南部市場 NANBU BASE
問合せ　ブランチ横浜南部市場　☎045-374-5392

12/12（日） 市場deシネマ　「1日1ドルで生活～LIVING ON ONE DOLLAR」

1月 ─ january
1/8（土） 旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園　1月定期開園

開園時間　10：00～15：00（最終入園14：30）
　　　　　※荒天時中止の場合あり

【次回開園】2/5（土）、3/5（土）
アクセス　富岡東5-19-22　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
　　　　　☎045-788-7729　FAX045-786-4887

2/7（月） 富岡八幡宮　うべえじゅう（夜神楽）19：00～

2月 ─ february

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

3/1（火）　2（水）　3（木） 雛のつるし飾り＆お細工物展

3月 ─ march

龍華寺地蔵堂　10：00～16：00
男の子の飾り（兜や鯉のぼりな
ど）もつるします。古布の美しい
色や見事な細工をお楽しみくだ
さい。
問合せ　大谷　美那子
　　　　☎045-782-7066

クリスマスに楽しいひと時をご一緒に！
第　１　部　13：00
第　２　部　15：00
参加無料
場　　所　ブランチ横浜南部市場 海辺広場
問　合　せ　ブランチ横浜南部市場
　　　　　☎045-374-5392

12/25（土） スマイルステージ クリスマスゴスペル

1/8（土） 朝比奈　どんど焼き

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いて、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

1/28（金） 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　

3/6（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

玉堂邸表門



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

!

高齢者住宅


