
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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観光たより

海と緑と歴史のまち横浜金沢

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。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。

鎌倉殿

横浜金沢

鎌倉殿

横浜金沢

特集 P4̃5



開　園　時　間　9:00～17:00
休園・休館日　第４月曜日（祝日の場合は、翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
問　　合　　せ　金沢八景権現山公園　管理事務所　（指定管理者　公益財団法人 横浜市緑の協会）
　　　　　　　金沢区瀬戸20-3　☎045-370-7535（9:00～17:00）
ア　ク　セ　ス　京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩1分

金沢八景権現山公園 4/1（金）
OPEN

江戸時代、徳川家康を祀る東照宮とその別当寺で
あった円通寺の境内だったという金沢区の歴史を今
に伝える場所です。
公園後ろの権現山・御伊勢山は、横浜市指定史跡名勝
天然記念物に指定され、秋には紅葉が見られます。東
照宮跡は展望デッキとして生まれ変わり、東照宮か
ら見ることができた当時の景色を想像するのも楽し
い場所です。管理休憩棟は、季節などに応じて、公園
内の植物や昆虫の解説・展示、金沢八景の歴史スポッ
トのご案内などを行います。休憩にご利用ください。

旧円通寺客殿
（旧木村家住宅主屋）
開館時間　9：30～16:30
　　　　※公園開園時間
　　　　　と異なります。
1802年ごろに創建されたとされる客殿。東照宮を詣でる上客の休憩所として利用されていたと思われます。幕末（1868
年）の神仏分離により円通寺が廃寺となった際、最後の僧侶木村芳臣が還俗し、客殿を屋敷として使用しました。以降、木村
家5世代が2012年まで住み継ぎ、今に残した建物です。横浜市特定景観形成歴史的建造物。

園内の
みどころ

72

京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

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

金沢区役所 1 階売店
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）
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シーサイドライン路線図
　　　　　フェイスタオル

縦34㎝×横82㎝　1,000円（税込）
縦6㎝×横4.3㎝（チェーン部含めず）

600円（税込）
縦37㎝×横34㎝（持ち手含めず）

1,200円（税込）

シーサイドライン2000型
　　　ラバーキーホルダー

表面
裏面

シーサイドライントートバッグ
　　　 （2000型・沿線風景）

2000型
沿線風景

限定
各100枚

鉄分濃いめ？シーサイドライン新グッズ発売中！
鉄道ファン待望のグッズが出来ました !!

第25回「称名寺薪能 金澤能」事前講座 
能のシテを演じる櫻間右陣師が演目の見どころや楽し
み方を解説します。 
４/16（土）①10:30 ②13:30 
会　場　県立金沢文庫大会議室 
定　員　各回50人（予定） 
料　金　各回500円（前売券・当日券問わず）※ 
申　込　左記チケット販売1.区役所１階エントランス

ホールで同時に販売
問合せ　称名寺薪能実行委員会（事務局　櫻間会）
　　　　☎03-3556-6176
　　　　（土日祝日を除く10：00～17：00）

県立金沢文庫による金澤能協力講座 
～能「葵上」「殺生石」と狂言「六地蔵」「膏薬煉」の

たのしみかた～ 
4/30（土）13：30～15：00
会　場　県立金沢文庫大会議室
定　員　50人（予定）（応募者多数の場合は抽選） 
講　師　貫井 裕恵氏（県立金沢文庫 学芸員） 
料　金　無料※ 
申　込　往復はがき（1人1枚※複数名の申込不可） に

「薪能協力講座希望」住所、氏名、電話番号を返
信面に記入し、県立金沢文庫（〒236‐0015 金
沢町142）まで郵送、または金沢文庫ホーム
ページ「講座申込フォーム」から。4/17（日）必着

問合せ　県立金沢文庫　☎045-701-9069
※関連講座は別途、金沢文庫の当日観覧券が必要です。

第25回称名寺薪能金澤能のチケットをお持ちの方は
団体料金を適用します。

料　　金　（前売券・当日券共通）
全席指定　S席7,000円　A席6,500円
　　　　　※金沢区役所での3/19（土）・20（日）の販売分は各500円引き
　　　　　　（通し券を除く）
通　し　券　S席12,000円　A席11,000円
　　　　　※通し券は金沢区役所での販売のみ（枚数限定）

チケット販売情報
1. 金沢区役所1階エントランスホール
 3/19（土）・20（日）9：00～16：00（8：00より整理券配布開始）
2. チケットぴあ　3/19（土）10：00より販売　Pコード510-448
3. カンフェティ　3/19（土）10：00より販売
4. 3/22（火）以降　03-3556-6176（称名寺薪能実行委員会（事務局　櫻間會））
 【土日祝日を除く10：00～17：00】

5/3（火祝）

第25回称名寺薪能　金澤能
かねさわのう

会場　金沢公会堂

第1部 14：00開演（13：00開場）

　能　　「葵　上」櫻間右陣

　狂言　「六地蔵」野村萬斎

 　　　　　　　
　　　第2部 18：00開演（17：00開場）

　　　　能　　「殺生石」櫻間右陣

　　　　狂言　「膏薬煉」野村萬斎

あおい の うえ

ろく　じ　ぞう

せっしょうせき

こうやくねり

「撮影：三上　文規」

関 連 講 座
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花 ご よ み
横浜金沢のさくら

称名寺市民の森に（300本以上）囲
まれ、朱色の反橋、平橋とのコラボ

レーションは絶景です。

アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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
　　　　　※駐車場はありません

称名寺

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。

☎045-774-3003
（富岡総合公園）

富岡総合公園

アクセス：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

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。

西柴神代曙桜

アクセス：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

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。

☎045-701-3450
（海の公園）

海の公園

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。

☎045-781-8146（野島公園）
アクセス：シーサイドライン「野島公園駅」より
　　　　　徒歩10分

野島公園

花 ご よ み

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。

アクセス：
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

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：
00（雨天休園）　要予約

横浜金沢のぼたん

入場無料：摘み取り40本500円
☎045-701-5387
アクセス：京急バス「金沢文庫駅」から柴町行き「柴

町」より徒歩５分

長浜公園つつじ祭り 4/29（金祝）9：00
～13：30

会場　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。

☎045-782-8004（長浜公園）
アクセス：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

4/10（日）～12（火）9：00～16：00
約14種200株の色とりどりのぼたん
が楽しめます。まつり期間外でも境内
をご覧いただけます。

☎045-701-6705（龍華寺）
アクセス：京急・シーサイド
　　　　　ライン
　　　　　「金沢八景駅」より
　　　　　徒歩8分

4/2（土）～4/17（日）9：00～18：00
約50種のぼたんが次々と見ごろを迎えます。
見学無料

龍華寺　ぼたんまつり

旧伊藤博文金沢別邸ぼたんまつり

4/9（土）13：30～14：00
演奏場所　博文邸芝庭　
協力　NPO法人 横浜都筑太鼓
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4/10（日）に順延。
開催はHPで要確認

☎045-788-1919
　(旧伊藤博文金沢別邸)
アクセス：シーサイドライン
　　　　　「野島公園駅」より徒歩5分

和太鼓演奏

八景島のバラ 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。

5/14（土）、15日（日）
10：00～15：00
会場　八景島丘の広場バラ園
ステージ、手作りグッズ販売、
ワークショップなどを行います。

☎045-788-9778
アクセス：シーサイドライン
　　　「八景島駅」より徒歩10分

第7回　八景島バラフェスタ

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。

6/4（土）～6/26（日）
会場　八景島各所
スタンプラリー、あじ
さい茶会（6/11（土）、
12（日）10：00～15：
00）、あじさいイベント
デーなどを行います。

☎045-788-9778
アクセス：シーサイド
　　　　　ライン「八景島駅」よりすぐ

第22回　八景島あじさい祭

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。

☎045-701-9992
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

金沢自然公園（金沢動物園）

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。
アクセス：京急・シーサイドライ

ン金沢八景駅より徒
歩3分

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。

☎045-783-9100
（金沢動物園）

アクセス：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）
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料　　金　（前売券・当日券共通）
全席指定　S席7,000円　A席6,500円
　　　　　※金沢区役所での3/19（土）・20（日）の販売分は各500円引き
　　　　　　（通し券を除く）
通　し　券　S席12,000円　A席11,000円
　　　　　※通し券は金沢区役所での販売のみ（枚数限定）

チケット販売情報
1. 金沢区役所1階エントランスホール
 3/19（土）・20（日）9：00～16：00（8：00より整理券配布開始）
2. チケットぴあ　3/19（土）10：00より販売　Pコード510-448
3. カンフェティ　3/19（土）10：00より販売
4. 3/22（火）以降　03-3556-6176（称名寺薪能実行委員会（事務局　櫻間會））
 【土日祝日を除く10：00～17：00】

5/3（火祝）

第25回称名寺薪能　金澤能
かねさわのう

会場　金沢公会堂

第1部 14：00開演（13：00開場）

　能　　「葵　上」櫻間右陣

　狂言　「六地蔵」野村萬斎

 　　　　　　　
　　　第2部 18：00開演（17：00開場）

　　　　能　　「殺生石」櫻間右陣

　　　　狂言　「膏薬煉」野村萬斎

あおい の うえ

ろく　じ　ぞう

せっしょうせき

こうやくねり

「撮影：三上　文規」

関 連 講 座
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花 ご よ み
横浜金沢のさくら

称名寺市民の森に（300本以上）囲
まれ、朱色の反橋、平橋とのコラボ

レーションは絶景です。

アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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
　　　　　※駐車場はありません

称名寺

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。

☎045-774-3003
（富岡総合公園）

富岡総合公園

アクセス：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

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。

西柴神代曙桜

アクセス：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

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。

☎045-701-3450
（海の公園）

海の公園

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。

☎045-781-8146（野島公園）
アクセス：シーサイドライン「野島公園駅」より
　　　　　徒歩10分

野島公園

花 ご よ み

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。

アクセス：
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

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：
00（雨天休園）　要予約

横浜金沢のぼたん

入場無料：摘み取り40本500円
☎045-701-5387
アクセス：京急バス「金沢文庫駅」から柴町行き「柴

町」より徒歩５分

長浜公園つつじ祭り 4/29（金祝）9：00
～13：30

会場　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。

☎045-782-8004（長浜公園）
アクセス：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

4/10（日）～12（火）9：00～16：00
約14種200株の色とりどりのぼたん
が楽しめます。まつり期間外でも境内
をご覧いただけます。

☎045-701-6705（龍華寺）
アクセス：京急・シーサイド
　　　　　ライン
　　　　　「金沢八景駅」より
　　　　　徒歩8分

4/2（土）～4/17（日）9：00～18：00
約50種のぼたんが次々と見ごろを迎えます。
見学無料

龍華寺　ぼたんまつり

旧伊藤博文金沢別邸ぼたんまつり

4/9（土）13：30～14：00
演奏場所　博文邸芝庭　
協力　NPO法人 横浜都筑太鼓
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4/10（日）に順延。
開催はHPで要確認

☎045-788-1919
　(旧伊藤博文金沢別邸)
アクセス：シーサイドライン
　　　　　「野島公園駅」より徒歩5分

和太鼓演奏

八景島のバラ 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。

5/14（土）、15日（日）
10：00～15：00
会場　八景島丘の広場バラ園
ステージ、手作りグッズ販売、
ワークショップなどを行います。

☎045-788-9778
アクセス：シーサイドライン
　　　「八景島駅」より徒歩10分

第7回　八景島バラフェスタ

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。

6/4（土）～6/26（日）
会場　八景島各所
スタンプラリー、あじ
さい茶会（6/11（土）、
12（日）10：00～15：
00）、あじさいイベント
デーなどを行います。

☎045-788-9778
アクセス：シーサイド
　　　　　ライン「八景島駅」よりすぐ

第22回　八景島あじさい祭

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。

☎045-701-9992
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

金沢自然公園（金沢動物園）

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。
アクセス：京急・シーサイドライ

ン金沢八景駅より徒
歩3分

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。

☎045-783-9100
（金沢動物園）

アクセス：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）
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東

J

G

①瀬戸神社

富岡八幡宮
②

③龍華寺
④琵琶島神社

薬王寺
⑤

⑥太寧寺

⑦東光禅寺

⑧上総介塔
⑨朝夷奈切通

⑩称名寺
⑪金沢文庫

金沢八景駅
金沢文庫駅

能見台駅 京急富岡駅

海の公園

野島公園駅 海の公園南口駅

海の公園柴口駅

幸浦駅 並木中央駅 並木北駅
横浜・八景島シーパラダイス

柴漁港八景島駅

野島公園
長浜公園 舟溜り

京急本線京急本線

シーサイドラインシーサイドライン

金沢自然公園（金沢動物園）

北南

西

東関
連
施
設
は
こ
の

の
ぼ
り
旗
が
目
印

で
す
！

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢
横浜金沢は、鎌倉幕府を創設した源頼朝やその妻、北条政子ゆかりの神社等の史跡があり、また鎌倉に隣接の
港町・六浦湊として栄えた地でもありました。鎌倉殿の13人の一人である和田義盛の三男・朝夷奈三郎義秀が
一晩で切り開いたという伝説から名がついた朝夷奈切通により、江戸の内海や北からの物資は六浦から鎌倉
に輸送しやすくなりました。 1月より放送が開始になったNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のゆかりの地が横浜金沢に点在しています。

鎌倉時代やドラマの世界観を感じるスポットをめぐってみましょう。

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

瀬戸神社MAP①
和
田
義
盛
ゆ
か
り
の
地

朝夷奈切通MAP⑨
和田義盛の三男・朝夷奈三郎義秀が一晩で切り開いたという
伝説から、この名がついています。和田一族滅亡後、鎌倉幕府
がこの峠道の開削にかかり、執権北条泰時は自ら現場に出て
監督をしたといわれています。国の指定史跡になっています。
※令和3年12月22日より通行可能になりました。

アクセス：京急・シーサイドライン「金沢八景駅」よりバス
　　　　　「朝比奈」下車すぐ

挙兵に際し戦勝を祈願して、伊豆三島明神を勧請したのが瀬
戸神社の始まりです。鎌倉時代から伝わる多数の文化財が保
存されており、なかでも源実朝が使用し、母の北条政子が奉納
したといわれる舞楽面二面（抜頭面と陵王面）は国の重要文化
財に指定されています。

住　　所：瀬戸18-14
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

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

富岡八幡宮MAP②
鎌倉の鬼門にあたる富岡に鬼門除けとして
造営し、摂津西宮神社の蛭子尊の分霊を勧
請したのが始まりとされています。

住　　所：富岡東4-5-41
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

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

龍華寺MAP③
瀬戸神社を建立した後、文覚上人と共に瀬戸神社の別当寺として
六浦山中に建てた「蔵福寺（のち浄願寺と改名）」が始まりといわ
れています。戦乱や火災で浄願寺の伽藍が荒廃したため、明応8
年、当時の住職 融弁が兼務していた光徳寺と併合し、当地に移り、
龍華寺となりました。ぼたんなど、華の寺とした知られています。

住　　所：洲崎町9-31
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

北
条
政
子
ゆ
か
り
の
地

琵琶島神社MAP④
北条政子が夫にならって、日頃信仰する琵
琶湖の竹生島弁財天を勧請して、瀬戸神社
の海中に島を築いて創建したと伝えられて
います。

住　　所：瀬戸2
アクセス：京急・シーサイドライン
　　　　　「金沢八景駅」より徒歩3分

源
範
頼
ゆ
か
り
の
地

薬王寺MAP⑤
源頼朝の弟･三河守源範頼は、伊豆修禅寺にて梶原景時に攻め
られ自刃しました。源範頼の別邸の地､瀬ケ崎に範頼の霊を弔
うために建立された真言宗の寺です。

住　　所：寺前2-23-52
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩15分
　　　　　シーサイドライン「海の公園南口駅」より徒歩5分

源
範
頼
ゆ
か
り
の
地

太寧寺MAP⑥
前身は瀬ヶ崎に創建された真言宗の薬師寺といわれており、
寺前に移転し現在の薬王寺となり、当初、薬師寺のあった場所
に範頼の菩提のため鎌倉時代に範頼の戒名に因み、太寧寺が
開かれました。

住　　所：片吹61-5
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩15分

畠
山
重
忠
ゆ
か
り
の
地

東光禅寺MAP⑦
建長寺第六世大興禅師を請じて開山したと
寺伝にあります。境内には、畠山重忠の供養
塔があります。

住　　所：釜利谷南2-40-8
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5分

上
総
介
広
常
ゆ
か
り
の
地

上総介塔MAP⑧
上総介広常は2万の兵を率いて頼朝の軍営に参集し、その強
力な武力によって鎌倉幕府の樹立に大きく貢献しました。
しかし、頼朝に態度が悪いと思われ、梶原景時に首を切られま
した。「太刀洗の水」はその時の血刀を洗った水といわれてい
ます。

アクセス：京急・シーサイドライン「金沢八景駅」よりバス
　　　　　「朝比奈」下車すぐ

金
沢
北
条
氏
一
門
ゆ
か
り
の
地

称名寺MAP⑩
北条義時の孫にあたる北条実時が、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・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。
住　　所：金沢町212-1
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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

金
沢
北
条
氏
一
門
ゆ
か
り
の
地

金沢文庫MAP⑪
最古の武家文庫で、歴代の金沢北条氏が収集した文
書・記録・和漢の典籍が保管されていました。昭和5
年に神奈川県によって復興され、平成2年に中世の
歴史博物館として現在の場所に建てられました。
住　　所：金沢町142
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢
のリーフレットは
3月下旬発行予定です。

×

配架場所（予定）：金沢区役所
　　　　　　　関連寺社
　　　　　　　シーサイドライン金沢八景駅
　　　　　　　横浜金沢観光協会　他

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×
の情報は協会ＨＰへ

詳しい

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×

横浜金沢ブランド認定商品
金澤八味唐辛子　￥530（税別）
10の素材のうち、
柴シーサイドファー
ムのみかんの皮を
乾燥させて作った
陳皮をはじめ（期
間限定）、唐辛子、
シソ、昆布、椎茸は
横浜金沢で採れたものを使用。
今回新たに、野島名産 忠彦丸の海苔を追加し、さ
らに香りが豊かになりました。
商品の問合せ　アマンダリーナ
　　　　　　　☎080-5696-7230（奥井）

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×
節ラー油だれ　￥560（税別）
武士と節をかけた、鰹節の香り豊
かなラー油だれです。
辛さは控えめなので、お好みによ
り調節していただけます。
ぶっかけうどんのタレのほか、ナ
ムル、卵かけご飯、スープなど、
様々なお料理にご利用下さい。
商品の問合せ　武居商店
　　　　　　　☎045-774-5331

黄柚子胡椒の香る魚介のマリネ「勝男武士」のジュレで
源家三御所、三崎鮪のお造り  鮮魚の鉄板焼
根菜の和風ソース  花びら百合根と桜の葉添え
三浦野菜のサラダ  ヒアルロン酸入り梅ドレッシング
こだわり焼野菜
天下無敵の葉山牛サーロインステーキ100ｇ
ライスセットまたは 
ガーリックトースト

鎌倉殿 横浜テクノタワーホテル鎌倉殿 横浜テクノタワーホテル× NHK大河ドラマ鎌倉殿の13人のゆかりの地
　　　　　　　　にちなんだフェアを開催！

18F　鉄板焼きレストラン　八景 ☎045-788-7403

鎌倉殿×横浜金沢×鉄板焼レストラン八景　特別コース
【よこかな読者予約特典】『よこかな見た』で乾杯用ドリンク１杯サービス
（※指定メニューからお選びください） 丹沢大山の硬水を使

用した日本酒
「雨降」AFURI
丹沢大山寺は源頼朝
が北条政子の安産祈
願をした場所で、その

後成就し、戦の際にも祈願された場所
です。
半合(90㎖)￥1,650
※季節や仕入の状況により、内容が変

更になる場合があります。画像はイ
メージです。

＊おすすめ変更 オプション
金沢漁港「焼丸干し海苔」とシラスのガーリックライス  変更料金￥770
黒豆のアイスクリーム  苺麩、季節のフルーツ添え  コーヒーまたは紅茶

かつ お ぶ し

2F　リューバンカフェ ☎045-788-7402

鎌倉殿×横浜金沢×リューバンカフェ　地産地消ランチコース
【よこかな読者予約特典】『よこかな見た』で
乾杯スパークリングワイン1杯サービス

リューバンカフェ特製オードブル盛り合わせ
永島農園の椎茸の濃厚ポタージュ
柴漁港斉田さんの江戸前穴子と小海老ムースのムニエル 
長峰製茶さんのほうじ茶のクレマカタラーナ
サクラハチミツさんのアカシアハチミツのソース
コーヒー  ￥3,630（税込）
※利用日前日15時までのご予約限定メニューと
　なります。

1F　カフェ＆マーケットCORE
☎045-788-7401

横浜金沢ブランド認定商品をはじめ、工場直
売品や横浜名物ショッピングも楽しめるホ
テル1Fのゆったりカフェ。右記の商品の取り
扱いもはじめます。

横浜テクノタワーホテル
☎045-788-8000（代表）

アクセス
シーサイドライン
産業振興
　センター駅より
徒歩2分

ば く ふ（幕府）

鎌倉￥8,920

販売中

3月下旬販売予定

ご一緒に是非！

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

◎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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東

J

G

①瀬戸神社

富岡八幡宮
②

③龍華寺
④琵琶島神社

薬王寺
⑤

⑥太寧寺

⑦東光禅寺

⑧上総介塔
⑨朝夷奈切通

⑩称名寺
⑪金沢文庫

金沢八景駅
金沢文庫駅

能見台駅 京急富岡駅

海の公園

野島公園駅 海の公園南口駅

海の公園柴口駅

幸浦駅 並木中央駅 並木北駅
横浜・八景島シーパラダイス

柴漁港八景島駅

野島公園
長浜公園 舟溜り

京急本線京急本線

シーサイドラインシーサイドライン

金沢自然公園（金沢動物園）

北南

西

東関
連
施
設
は
こ
の

の
ぼ
り
旗
が
目
印

で
す
！

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢
横浜金沢は、鎌倉幕府を創設した源頼朝やその妻、北条政子ゆかりの神社等の史跡があり、また鎌倉に隣接の
港町・六浦湊として栄えた地でもありました。鎌倉殿の13人の一人である和田義盛の三男・朝夷奈三郎義秀が
一晩で切り開いたという伝説から名がついた朝夷奈切通により、江戸の内海や北からの物資は六浦から鎌倉
に輸送しやすくなりました。 1月より放送が開始になったNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のゆかりの地が横浜金沢に点在しています。

鎌倉時代やドラマの世界観を感じるスポットをめぐってみましょう。

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

瀬戸神社MAP①
和
田
義
盛
ゆ
か
り
の
地

朝夷奈切通MAP⑨
和田義盛の三男・朝夷奈三郎義秀が一晩で切り開いたという
伝説から、この名がついています。和田一族滅亡後、鎌倉幕府
がこの峠道の開削にかかり、執権北条泰時は自ら現場に出て
監督をしたといわれています。国の指定史跡になっています。
※令和3年12月22日より通行可能になりました。

アクセス：京急・シーサイドライン「金沢八景駅」よりバス
　　　　　「朝比奈」下車すぐ

挙兵に際し戦勝を祈願して、伊豆三島明神を勧請したのが瀬
戸神社の始まりです。鎌倉時代から伝わる多数の文化財が保
存されており、なかでも源実朝が使用し、母の北条政子が奉納
したといわれる舞楽面二面（抜頭面と陵王面）は国の重要文化
財に指定されています。

住　　所：瀬戸18-14
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

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

富岡八幡宮MAP②
鎌倉の鬼門にあたる富岡に鬼門除けとして
造営し、摂津西宮神社の蛭子尊の分霊を勧
請したのが始まりとされています。

住　　所：富岡東4-5-41
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

源
頼
朝
ゆ
か
り
の
地

龍華寺MAP③
瀬戸神社を建立した後、文覚上人と共に瀬戸神社の別当寺として
六浦山中に建てた「蔵福寺（のち浄願寺と改名）」が始まりといわ
れています。戦乱や火災で浄願寺の伽藍が荒廃したため、明応8
年、当時の住職 融弁が兼務していた光徳寺と併合し、当地に移り、
龍華寺となりました。ぼたんなど、華の寺とした知られています。

住　　所：洲崎町9-31
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

北
条
政
子
ゆ
か
り
の
地

琵琶島神社MAP④
北条政子が夫にならって、日頃信仰する琵
琶湖の竹生島弁財天を勧請して、瀬戸神社
の海中に島を築いて創建したと伝えられて
います。

住　　所：瀬戸2
アクセス：京急・シーサイドライン
　　　　　「金沢八景駅」より徒歩3分

源
範
頼
ゆ
か
り
の
地

薬王寺MAP⑤
源頼朝の弟･三河守源範頼は、伊豆修禅寺にて梶原景時に攻め
られ自刃しました。源範頼の別邸の地､瀬ケ崎に範頼の霊を弔
うために建立された真言宗の寺です。

住　　所：寺前2-23-52
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩15分
　　　　　シーサイドライン「海の公園南口駅」より徒歩5分

源
範
頼
ゆ
か
り
の
地

太寧寺MAP⑥
前身は瀬ヶ崎に創建された真言宗の薬師寺といわれており、
寺前に移転し現在の薬王寺となり、当初、薬師寺のあった場所
に範頼の菩提のため鎌倉時代に範頼の戒名に因み、太寧寺が
開かれました。

住　　所：片吹61-5
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩15分

畠
山
重
忠
ゆ
か
り
の
地

東光禅寺MAP⑦
建長寺第六世大興禅師を請じて開山したと
寺伝にあります。境内には、畠山重忠の供養
塔があります。

住　　所：釜利谷南2-40-8
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5分

上
総
介
広
常
ゆ
か
り
の
地

上総介塔MAP⑧
上総介広常は2万の兵を率いて頼朝の軍営に参集し、その強
力な武力によって鎌倉幕府の樹立に大きく貢献しました。
しかし、頼朝に態度が悪いと思われ、梶原景時に首を切られま
した。「太刀洗の水」はその時の血刀を洗った水といわれてい
ます。

アクセス：京急・シーサイドライン「金沢八景駅」よりバス
　　　　　「朝比奈」下車すぐ

金
沢
北
条
氏
一
門
ゆ
か
り
の
地

称名寺MAP⑩
北条義時の孫にあたる北条実時が、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・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。
住　　所：金沢町212-1
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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

金
沢
北
条
氏
一
門
ゆ
か
り
の
地

金沢文庫MAP⑪
最古の武家文庫で、歴代の金沢北条氏が収集した文
書・記録・和漢の典籍が保管されていました。昭和5
年に神奈川県によって復興され、平成2年に中世の
歴史博物館として現在の場所に建てられました。
住　　所：金沢町142
アクセス：京急「金沢文庫駅」より徒歩12分
　　　　　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

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢
のリーフレットは
3月下旬発行予定です。

×

配架場所（予定）：金沢区役所
　　　　　　　関連寺社
　　　　　　　シーサイドライン金沢八景駅
　　　　　　　横浜金沢観光協会　他

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×
の情報は協会ＨＰへ

詳しい

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×

横浜金沢ブランド認定商品
金澤八味唐辛子　￥530（税別）
10の素材のうち、
柴シーサイドファー
ムのみかんの皮を
乾燥させて作った
陳皮をはじめ（期
間限定）、唐辛子、
シソ、昆布、椎茸は
横浜金沢で採れたものを使用。
今回新たに、野島名産 忠彦丸の海苔を追加し、さ
らに香りが豊かになりました。
商品の問合せ　アマンダリーナ
　　　　　　　☎080-5696-7230（奥井）

鎌倉殿 横浜金沢鎌倉殿 横浜金沢×
節ラー油だれ　￥560（税別）
武士と節をかけた、鰹節の香り豊
かなラー油だれです。
辛さは控えめなので、お好みによ
り調節していただけます。
ぶっかけうどんのタレのほか、ナ
ムル、卵かけご飯、スープなど、
様々なお料理にご利用下さい。
商品の問合せ　武居商店
　　　　　　　☎045-774-5331

黄柚子胡椒の香る魚介のマリネ「勝男武士」のジュレで
源家三御所、三崎鮪のお造り  鮮魚の鉄板焼
根菜の和風ソース  花びら百合根と桜の葉添え
三浦野菜のサラダ  ヒアルロン酸入り梅ドレッシング
こだわり焼野菜
天下無敵の葉山牛サーロインステーキ100ｇ
ライスセットまたは 
ガーリックトースト

鎌倉殿 横浜テクノタワーホテル鎌倉殿 横浜テクノタワーホテル× NHK大河ドラマ鎌倉殿の13人のゆかりの地
　　　　　　　　にちなんだフェアを開催！

18F　鉄板焼きレストラン　八景 ☎045-788-7403

鎌倉殿×横浜金沢×鉄板焼レストラン八景　特別コース
【よこかな読者予約特典】『よこかな見た』で乾杯用ドリンク１杯サービス
（※指定メニューからお選びください） 丹沢大山の硬水を使

用した日本酒
「雨降」AFURI
丹沢大山寺は源頼朝
が北条政子の安産祈
願をした場所で、その

後成就し、戦の際にも祈願された場所
です。
半合(90㎖)￥1,650
※季節や仕入の状況により、内容が変

更になる場合があります。画像はイ
メージです。

＊おすすめ変更 オプション
金沢漁港「焼丸干し海苔」とシラスのガーリックライス  変更料金￥770
黒豆のアイスクリーム  苺麩、季節のフルーツ添え  コーヒーまたは紅茶

かつ お ぶ し

2F　リューバンカフェ ☎045-788-7402

鎌倉殿×横浜金沢×リューバンカフェ　地産地消ランチコース
【よこかな読者予約特典】『よこかな見た』で
乾杯スパークリングワイン1杯サービス

リューバンカフェ特製オードブル盛り合わせ
永島農園の椎茸の濃厚ポタージュ
柴漁港斉田さんの江戸前穴子と小海老ムースのムニエル 
長峰製茶さんのほうじ茶のクレマカタラーナ
サクラハチミツさんのアカシアハチミツのソース
コーヒー  ￥3,630（税込）
※利用日前日15時までのご予約限定メニューと
　なります。

1F　カフェ＆マーケットCORE
☎045-788-7401

横浜金沢ブランド認定商品をはじめ、工場直
売品や横浜名物ショッピングも楽しめるホ
テル1Fのゆったりカフェ。右記の商品の取り
扱いもはじめます。

横浜テクノタワーホテル
☎045-788-8000（代表）

アクセス
シーサイドライン
産業振興
　センター駅より
徒歩2分

ば く ふ（幕府）

鎌倉￥8,920

販売中

3月下旬販売予定

ご一緒に是非！

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

◎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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よこなか観光だより　W200 × H70

施
shi

設
setsu

案
an

内
nai

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

40周年企画　「Zoo to Wild Fes Spring　～楽しく学ぶSDGs～」
3/19（土）～21（月祝）
SDGsに関連した活動をしている企業や団体のパネル展示と、40周年にちなんだ写真展
などを開催します。

40周年企画　「写真で紡ぐ、思い出の中の動物園」
3/19（土）～5/31（火）
みなさまからご応募いただきました過去に金沢動物園で撮影した写真とエピソードに、
飼育員がコメントを加えて写真展を開催します。

40周年企画　「アニア×金沢動物園　コラボイベント」
4月実施
タカラトミーの動物フィギュア「アニア」をプレゼントします。

飼育の日イベント
4/12（火）～29（金祝）
4/19の４１９（しいく）にちなみ、動物園の役割や飼育員の
お仕事についてのパネル展などを開催します。

40周年企画　「Save the animals
　　　　　　　　　　　　　　～わたしたちの仲間が減っている～」
4/29（金祝）～5/8（日）
開園40周年と世界の絶滅危惧種をテーマにした企画を実施し
ます。キッチンカーも出店！

環境月間イベント　「ズーレンジャークイズラリー」
4/29（金祝）～6/30（木）
希少動物に関するクイズパネルを読み
進める「ズーレンジャークイズラリー」
を実施します。※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。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

長浜ホール／☎045-782-7371

第65回みず色の風コンサート～ギターとバイオリンのファンタジー 
3/12(土)  13:30開場　14：00開演 
出　　演　徳永真一郎(ギター) 七澤清貴(バイオリン) 
曲　　目　悲歌風幻想曲(ソル)、7つのスペイン民謡より(ファリャ) 
料　　金　2,000円(前売・当日共。前売完売の場合当日券の発売はありません。） 
前売開始　販売中 
※未就学児童の来場はお断りします。 

ゴスペルコーラスワークショップ(前期) 
4/13・27、5/11、6/1・8・22　すべて水曜日 
各　　回　10：00～11：30 
講　　師　西教みのり(Mickey Phenix) 
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）

海の公園／☎045-701-3450

第25回横濱交流凧揚げ大会
3/20（日）10:15～16:00
日本の凧の会横浜支部主催の「第2５回横濱交流凧揚げ大会」が、
砂浜中央付近で開催します。凧の会会員が持ち寄った自慢の凧が
揚げられるほか、集まった子供たちに凧揚げを楽しんでいただく
企画も実施。お気軽にご参加ください。先着50名様には“凧”をプ
レゼント！
※雨天時は施設内で我楽多市を行います。
主　催　日本の凧の会横浜支部
問合せ　日本の凧の会横浜支部　☎090-3100-4843（鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　☎080-1265-3186（高橋）

海の公園BBQ場
3/19（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。

海の公園の潮干狩り
３月～９月頃まで楽しめます。休日など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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります。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。

横浜・八景島シーパラダイス／☎045-788-8888（自動音声）

花と博文邸
３/23（水）～3/27（日）9：30～16：30
一葉式いけ花家元の粕谷　尚弘氏が、邸内をダイナミックにいけ花
で飾ります。
見学無料

#はなパラ
開催中～7/8（金）
5万尾のイワシが照明と音楽に合わせて舞い踊る「スー
パーイワシイリュージョン」や、ペンギンたちがよちよち
ぺたぺたパレードする「ケープペンギンのパレード」な
ど、その季節ならではの装飾や演出を行います。

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・称名寺聖教及び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
ゆかりの社寺のご宝物に加え、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。
開催中～3/21（月祝）
休館日　毎週月曜日（3/21は開館）
料　金　20歳以上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

特別展「名品撰品―称名寺・金沢文庫の名宝への学芸員のまなざし―」
県立金沢文庫では、隣接する称名寺から、国宝３件20，865点、重要文
化財29件3，575点をはじめとして、多数の文化財の寄託を受け、管
理・保管しています。また県立金沢文庫には、歴史、仏教、絵画、彫刻、郷
土資料など、それぞれの分野を担当する学芸員が在籍しています。本展
示では、称名寺から寄託を受けた文化財を中心として、県立金沢文庫が
所蔵・保管する文化財を交えて、それぞれの学芸員がテーマを決めて選
んだものを集め、展示いたします。
3/26(土)～5/22(日)
休館日　毎週月曜日（5/2は開館）
料　金　20歳以上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

春日鹿曼荼羅
鎌倉時代（個人蔵）

重文　青磁壺（称名寺蔵）

※イメージ
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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。

3月 ─ march
5/15（日） 瀬戸神社例大祭　琵琶島神社神幸祭

5月 ─ may

10：00～　※琵琶島神社への渡御の義「お渡り神事」は11：00頃
源頼朝が勧請したと伝わる瀬戸神社、北条政子が勧請した琵
琶島神社の間の国道16号。年に一度、この道を神様が渡りま
す。雅な神事をご覧ください。※規模縮小になる場合あり
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

6/22（水） 畠山重保公顕彰墓参会

6月 ─ june

10：00～11：00　畠山重保公廟所
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも登
場している畠山重忠の息子であり、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、重保公ゆかりの禅林寺・東光
禅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）

10：00～12：00
富岡総合公園内を散策しながら、植物や野鳥などを観察をしま
す。呼吸法など、ネイチャーウェルネスのプチ体験もあります。
集合時間　 9：50
集合場所　富岡総合公園管理センター前集合
参　加　費　無料
定　　員　先着15名
申　込　み　3/11（金）から開始　電話または窓口で予約受付　
問　合　せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

3/19（土） 第8回公園ウォーキングツアー　※雨天決行

5/22（日） スマイルステージinブランチ横浜南部市場

ブランチ横浜南部市場では、地域の皆様の活動を応援するため
毎月スマイルステージを開催中です！
初夏のフラダンス
①13：00 ②15：00
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月 ─ april
4/2（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（最終入園15：30まで）
　　　　　※荒天時中止の場合あり
次回開園　5/7（土）、6/4（土）
アクセス　京急「京急富岡駅」東口より徒歩２分
当日連絡先　080-1241-0910
問　合　せ　金沢区区政推進課企画調整係　☎045-788-7729

4/17（日） 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

3/27（日） スマイルステージinブランチ横浜南部市場

海辺のよさこい祭り
①13：00 ②15：00
多彩なステージを披露します。

【疾風乱舞】JC・JK・専門学生・社会人のキラキラ笑顔の女子のチーム。
【浜スマRUSH!!】横浜で活動する3歳～70代のメンバー40名で構成
　　　　　　　  されるチーム。
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

※写真はイメージです

【『横浜金沢魅力帳』を歩く1】
「江戸時代の“かねさわ”へ

永島家と米倉家の史跡を訪ねる」

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：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：能見台駅
コ　ー　ス：5㎞
申込締切：3/17（木）
後　　援：金沢区役所・NPO法人横浜文化協会
協　　力：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

3/27（日） 9：30～13:00　※雨天実施

能見台駅→能見台東公園→太寧寺→西
柴桜並木→海岸（尼）寺跡→薬王寺→称
名寺（解散）

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：京急金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：5㎞
申込締切：4/6（水）
後　　援：金沢区役所
協　　力：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

4/16（土） 9：30～13:00　※雨天実施

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→米
倉陣屋跡→金龍禅院→永島亀巣功徳之
碑→伊藤博文別邸→龍華寺（解散）

【『横浜金沢魅力帳』を歩く5】
「金沢の桜と範頼伝説」

祈りの花“仕立てアジサイ” 　
　　　　　　　  　と瀬戸神社

5/28（土） 9：30～12：30　※雨天実施

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）⦿抽選結果はメールまたは返信用ハガキでお知らせします。
参　加　費　500円（資料代・保険料を含みます）
集合場所　京急金沢八景駅改札口（受付時間：9：00～9：30）
コ　ー　ス　約5km、約3時間(説明、休憩時間を含みます)
　　　　　金沢八景駅→金沢八景権現山公園→米倉陣屋跡→上行寺東遺跡跡→

金龍禅院→琵琶島神社→瀬戸神社
　　　　　＊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　ホームページからお申込み下さい。電話・FAX不可。
　　　　　往復ハガキで申し込む場合は、往信用裏面に、コース名「アジサイと瀬

戸神社」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　5/18（水）必着

鎌倉時代の流れをくむ瀬戸
神社は、最近アジサイ神社と
して有名です。
東日本大震災の犠牲者を供
養するよう丹精込めて「仕立
てアジサイ」を育てる宮司の
奥様がご案内いたします。
また、今春開園する「金沢八
景権現山公園」ほかをガイド
がご案内します。

＊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。
＊新型コロナウィルスの感染拡

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。

＊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

【『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
受付時間：9：00～9：30
集合場所：シーサイドライン八景島駅改札口
コ　ー　ス：3㎞
申込締切：5/27（金）
後　　援：金沢区役所
協　　力：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

6/7（火） 9：30～12:30　※雨天実施

八景島駅→八景島（アジサイ鑑賞、アメ
リカン・アンカレッジ記念碑）→市大医
学部駅→（シーサイドライン乗車・300
円）→南部市場駅→ブランチ横浜南部市
場・食の専門店街（解散）
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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

40周年企画　「Zoo to Wild Fes Spring　～楽しく学ぶSDGs～」
3/19（土）～21（月祝）
SDGsに関連した活動をしている企業や団体のパネル展示と、40周年にちなんだ写真展
などを開催します。

40周年企画　「写真で紡ぐ、思い出の中の動物園」
3/19（土）～5/31（火）
みなさまからご応募いただきました過去に金沢動物園で撮影した写真とエピソードに、
飼育員がコメントを加えて写真展を開催します。

40周年企画　「アニア×金沢動物園　コラボイベント」
4月実施
タカラトミーの動物フィギュア「アニア」をプレゼントします。

飼育の日イベント
4/12（火）～29（金祝）
4/19の４１９（しいく）にちなみ、動物園の役割や飼育員の
お仕事についてのパネル展などを開催します。

40周年企画　「Save the animals
　　　　　　　　　　　　　　～わたしたちの仲間が減っている～」
4/29（金祝）～5/8（日）
開園40周年と世界の絶滅危惧種をテーマにした企画を実施し
ます。キッチンカーも出店！

環境月間イベント　「ズーレンジャークイズラリー」
4/29（金祝）～6/30（木）
希少動物に関するクイズパネルを読み
進める「ズーレンジャークイズラリー」
を実施します。※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。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

長浜ホール／☎045-782-7371

第65回みず色の風コンサート～ギターとバイオリンのファンタジー 
3/12(土)  13:30開場　14：00開演 
出　　演　徳永真一郎(ギター) 七澤清貴(バイオリン) 
曲　　目　悲歌風幻想曲(ソル)、7つのスペイン民謡より(ファリャ) 
料　　金　2,000円(前売・当日共。前売完売の場合当日券の発売はありません。） 
前売開始　販売中 
※未就学児童の来場はお断りします。 

ゴスペルコーラスワークショップ(前期) 
4/13・27、5/11、6/1・8・22　すべて水曜日 
各　　回　10：00～11：30 
講　　師　西教みのり(Mickey Phenix) 
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）

海の公園／☎045-701-3450

第25回横濱交流凧揚げ大会
3/20（日）10:15～16:00
日本の凧の会横浜支部主催の「第2５回横濱交流凧揚げ大会」が、
砂浜中央付近で開催します。凧の会会員が持ち寄った自慢の凧が
揚げられるほか、集まった子供たちに凧揚げを楽しんでいただく
企画も実施。お気軽にご参加ください。先着50名様には“凧”をプ
レゼント！
※雨天時は施設内で我楽多市を行います。
主　催　日本の凧の会横浜支部
問合せ　日本の凧の会横浜支部　☎090-3100-4843（鈴木）
　　　　　　　　　　　　　　　☎080-1265-3186（高橋）

海の公園BBQ場
3/19（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。

海の公園の潮干狩り
３月～９月頃まで楽しめます。休日など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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります。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。

横浜・八景島シーパラダイス／☎045-788-8888（自動音声）

花と博文邸
３/23（水）～3/27（日）9：30～16：30
一葉式いけ花家元の粕谷　尚弘氏が、邸内をダイナミックにいけ花
で飾ります。
見学無料

#はなパラ
開催中～7/8（金）
5万尾のイワシが照明と音楽に合わせて舞い踊る「スー
パーイワシイリュージョン」や、ペンギンたちがよちよち
ぺたぺたパレードする「ケープペンギンのパレード」な
ど、その季節ならではの装飾や演出を行います。

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・称名寺聖教及び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
ゆかりの社寺のご宝物に加え、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。
開催中～3/21（月祝）
休館日　毎週月曜日（3/21は開館）
料　金　20歳以上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

特別展「名品撰品―称名寺・金沢文庫の名宝への学芸員のまなざし―」
県立金沢文庫では、隣接する称名寺から、国宝３件20，865点、重要文
化財29件3，575点をはじめとして、多数の文化財の寄託を受け、管
理・保管しています。また県立金沢文庫には、歴史、仏教、絵画、彫刻、郷
土資料など、それぞれの分野を担当する学芸員が在籍しています。本展
示では、称名寺から寄託を受けた文化財を中心として、県立金沢文庫が
所蔵・保管する文化財を交えて、それぞれの学芸員がテーマを決めて選
んだものを集め、展示いたします。
3/26(土)～5/22(日)
休館日　毎週月曜日（5/2は開館）
料　金　20歳以上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
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※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。

3月 ─ march
5/15（日） 瀬戸神社例大祭　琵琶島神社神幸祭

5月 ─ may

10：00～　※琵琶島神社への渡御の義「お渡り神事」は11：00頃
源頼朝が勧請したと伝わる瀬戸神社、北条政子が勧請した琵
琶島神社の間の国道16号。年に一度、この道を神様が渡りま
す。雅な神事をご覧ください。※規模縮小になる場合あり
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

6/22（水） 畠山重保公顕彰墓参会

6月 ─ june

10：00～11：00　畠山重保公廟所
NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも登
場している畠山重忠の息子であり、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、重保公ゆかりの禅林寺・東光
禅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）

10：00～12：00
富岡総合公園内を散策しながら、植物や野鳥などを観察をしま
す。呼吸法など、ネイチャーウェルネスのプチ体験もあります。
集合時間　 9：50
集合場所　富岡総合公園管理センター前集合
参　加　費　無料
定　　員　先着15名
申　込　み　3/11（金）から開始　電話または窓口で予約受付　
問　合　せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

3/19（土） 第8回公園ウォーキングツアー　※雨天決行

5/22（日） スマイルステージinブランチ横浜南部市場

ブランチ横浜南部市場では、地域の皆様の活動を応援するため
毎月スマイルステージを開催中です！
初夏のフラダンス
①13：00 ②15：00
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月 ─ april
4/2（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（最終入園15：30まで）
　　　　　※荒天時中止の場合あり
次回開園　5/7（土）、6/4（土）
アクセス　京急「京急富岡駅」東口より徒歩２分
当日連絡先　080-1241-0910
問　合　せ　金沢区区政推進課企画調整係　☎045-788-7729

4/17（日） 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

3/27（日） スマイルステージinブランチ横浜南部市場

海辺のよさこい祭り
①13：00 ②15：00
多彩なステージを披露します。

【疾風乱舞】JC・JK・専門学生・社会人のキラキラ笑顔の女子のチーム。
【浜スマRUSH!!】横浜で活動する3歳～70代のメンバー40名で構成
　　　　　　　  されるチーム。
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

※写真はイメージです

【『横浜金沢魅力帳』を歩く1】
「江戸時代の“かねさわ”へ

永島家と米倉家の史跡を訪ねる」

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：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：能見台駅
コ　ー　ス：5㎞
申込締切：3/17（木）
後　　援：金沢区役所・NPO法人横浜文化協会
協　　力：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

3/27（日） 9：30～13:00　※雨天実施

能見台駅→能見台東公園→太寧寺→西
柴桜並木→海岸（尼）寺跡→薬王寺→称
名寺（解散）

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：京急金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：5㎞
申込締切：4/6（水）
後　　援：金沢区役所
協　　力：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

4/16（土） 9：30～13:00　※雨天実施

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→米
倉陣屋跡→金龍禅院→永島亀巣功徳之
碑→伊藤博文別邸→龍華寺（解散）

【『横浜金沢魅力帳』を歩く5】
「金沢の桜と範頼伝説」

祈りの花“仕立てアジサイ” 　
　　　　　　　  　と瀬戸神社

5/28（土） 9：30～12：30　※雨天実施

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）⦿抽選結果はメールまたは返信用ハガキでお知らせします。
参　加　費　500円（資料代・保険料を含みます）
集合場所　京急金沢八景駅改札口（受付時間：9：00～9：30）
コ　ー　ス　約5km、約3時間(説明、休憩時間を含みます)
　　　　　金沢八景駅→金沢八景権現山公園→米倉陣屋跡→上行寺東遺跡跡→

金龍禅院→琵琶島神社→瀬戸神社
　　　　　＊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　ホームページからお申込み下さい。電話・FAX不可。
　　　　　往復ハガキで申し込む場合は、往信用裏面に、コース名「アジサイと瀬

戸神社」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　5/18（水）必着

鎌倉時代の流れをくむ瀬戸
神社は、最近アジサイ神社と
して有名です。
東日本大震災の犠牲者を供
養するよう丹精込めて「仕立
てアジサイ」を育てる宮司の
奥様がご案内いたします。
また、今春開園する「金沢八
景権現山公園」ほかをガイド
がご案内します。

＊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。
＊新型コロナウィルスの感染拡

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。

＊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

【『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
受付時間：9：00～9：30
集合場所：シーサイドライン八景島駅改札口
コ　ー　ス：3㎞
申込締切：5/27（金）
後　　援：金沢区役所
協　　力：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

6/7（火） 9：30～12:30　※雨天実施

八景島駅→八景島（アジサイ鑑賞、アメ
リカン・アンカレッジ記念碑）→市大医
学部駅→（シーサイドライン乗車・300
円）→南部市場駅→ブランチ横浜南部市
場・食の専門店街（解散）
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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


