
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。

秋探し・小椋  久照秋探し・小椋  久照

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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自動販売機でお米はじめました！
創立70周年を迎えたミツハシライ
ス（幸浦）とシーサイドラインのコ
ラボ商品「ミツハシライス×シー
サイドライン ボトル米（マイ）」を
販売中。
柴口このみデザインのボトルに、
無洗米神奈川県産「はるみ」が入っ
ています。キャップのラベルは柴
口このみ、ミツハシくん、キラキラ
☆シーたんの全5種類。どの絵柄が
出るかはお楽しみ♪

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）

大好評　シーサイドライントートバッグに新色登場！？
　　　　　　―その他、新グッズも今秋発売予定！―

今年2月に発売を開始し、皆様に大好評をいただいたシーサイドラ
イントートバッグ（2000型・沿線風景）にこの秋、新色が登場しま
す！どんな色が登場するかお楽しみに！
その他、秋には新グッズの発売も計画しています！続報をお待ちく
ださい。

発売場所
シーサイドライン新杉田駅・鳥浜駅・
幸浦駅・海の公園南口駅・金沢八景駅
のキリン自動販売機

2000型 沿線風景

こちらも
好評販売中！

販売場所
鳥浜駅改札内自動販売機

販売場所
シーサイドライン駅窓口 新杉田駅・
並木中央駅・金沢八景駅

オリジナルソース
350円（税込）

柴口このみのおいしい海苔 
300円（税込） はま昆布ポン酢

400円（税込）
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各550円（税込）

新色登場！COMING SOON
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10/15（土）　海の公園なぎさ広場　10：00～15：30

＊事業PRコーナー

各団体の事業PRや体験型のブース、美味しいものを販売するブース
がたくさん！

＊野外ステージ

吹奏楽、バンドなどの演奏、バトンやストリートダンス・フラダンス
など区内で活動する多彩なグループが出演。
特設ステージで日頃の活動の成果を披露します！

来場の皆さまへのご案内
マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保等、感染症対策に
ご協力ください。
会場入口では検温を実施（37.5度以上の方は入場不可）します。

＊お楽しみ大抽選会

豪華賞品が当たります♪

問合せ　金沢まつり実行委員会（金沢区地域振興課内）　☎045-788-7801
　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況により12/17（土）に延期となる場合が
　　　　　あります。
　　　　　荒天時は翌日順延
　　　　　（当日朝6：30よりテレフォンサービス　☎050-3159-6791で確認を）

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

第
22
回
金
沢
文
庫
芸
術
祭

9/18（日）　海の公園オープニングフェスティバル　～こどもの未来は地球の未来～

詳しい内容はHPをご覧ください。
問合せ　金沢文庫芸術祭実行委員会
　　　　☎090-2522-0493（浅葉弾）

9：30～18：00 入場無料
 ※小雨決行荒天中止
 会場 海の公園

「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
う願いのもとにスタートした金沢文庫芸術祭も今年で22回目を迎
えます。オープニングフェスティバルでは、手作りアートの展示即
売、体験コーナー、屋台、パレード、ライブなどを開催します。

9/18（日）～10/30（日）　街角アートラリー

区内近郊のギャラリーやカフェ、
アーティスト自宅にて展示、ワーク
ショップ、コンサート、演劇など開
催します。

73

京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

2

柴シーサイド恵みの里  みかん狩り 海の公園  かき小屋期間限定

9：00～14：30（12：00～13：00を除く）
月曜休園

11/1（火）11：00～

美味しいみかん狩りは10月下旬か
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）

私たちは開業からずっと東北を応援しています！
ご好評をいただいております、冬季恒例の

「海の公園かき小屋」が3年ぶりに復活！
三陸山田の新鮮な殻付きカキを始めとした
魚介類などを炭火で豪快に焼いて味わえます。
平日限定ランチメニューも大人気!

料　　金　小学生以上1,000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

営業期間　11/1(火)～令和5年3/31(金)
　　　　　店休日：12/31・1/1・2
営業時間　金・土・日・祝日11：00～21：00
　　　　　(L.O.20：30)
　　　　　月～木 11：00～16：00
　　　　　（L.O15：30）
アクセス　シーサイドライン
　　　　　「八景島駅」より徒歩１分
　　　　　海の公園 管理センター前
駐　車　場　海の公園柴口駐車場をご利用ください。
　　　　　（普通車１時間310円）※かき小屋利用の方は１時間無料
問　合　せ　（一社）海の公園活性化協力会　☎080-1218-3967
※新型コロナウイルス感染症の状況により、営業期間・時間が変更になる場合があります。

【『横浜金沢魅力帳』を歩く3】
「寺前・町屋・洲崎・野島の神輿蔵

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：50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㎞、3.5時間
申込締切：11/11（金）

11/23（水祝）9：30～13:00

金沢文庫駅→正法院（第十九雨番札所）→旧道・宮
川せせらぎ緑道→満蔵院（第十八番札所）→伝伊
丹屋敷跡→禅林寺（第十七番札所）→釜利谷小川
アメニティ→待橋→白山道→東光禅寺（第十六
番札所）→東光寺跡→釜利谷南公園バス停（解散）

募　　集：30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：5㎞、3時間
申込締切：9/15（木）
後　　援：金沢区役所
協　　力：（一社）横浜金沢観光協会
＊横浜金沢魅力帳を
　持参、購入した方に
　記念品贈呈

9/25（日）9：30～12:30

金沢文庫駅→寺前八幡神社→町屋神社→（龍華寺）
→洲崎神社→野島稲荷神社・野島町内会館（解散）

＜横浜金沢三十四観音霊場巡り-Ⅲ＞
（釜利谷）

称名寺ご住職のお話と
　　　　　ご本尊の拝観

11/19（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（応募者多数の場合は抽選）※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・保険料含む）
受付場所　金沢文庫駅西口広場（受付時間：9：00～9：30）
コ　ー　ス　約2㎞、2.5時間（説明・見学・休憩含む）

金沢文庫駅西口広場▶寺前八幡神社▶称名寺赤門▶称名
寺金堂（お話と拝観）▶境内散策（解散）　

申込方法　ホームページからお申し込みください。電話・ファックス
での受付は致しません。往復ハガキでの申し込みは、コー
ス名（称名寺）と参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢、住所
（〒）電話番号を明記し、右記（＊申込・問合せ先）まで。

申込締切　11/9（水）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

称名寺は750年以上の
歴史を持つ真言律宗の
お寺です。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
文化財の拝観の機会を
いただきました。めった
にないチャンスです。 
是非ご参加ください。

＊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

などの社旗情勢により、急遽企画
が中止になる場合があります。
＊申込・問合せ先
　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

＜金沢の伝説を訪ねる-1＞
「鎌倉殿の信任篤かった畠山重忠」

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㎞、3.5時間
申込締切：11/22（火）
※コースは変更の場合あり。

12/3（土）9：30～13:00

金沢文庫駅→手子神社→まつ橋→釜利谷小川
アメニティ→（禅林寺）→釜利谷南公園→六郎
橋→畠山重保公墓所→東光禅寺→釜利谷南公
園バス停（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

＜紅葉の金沢八景権現山公園＞
「徳川家康の愛した金沢の眺望を歩く」

募　　集：40名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：12/8（木）

12/18（日）9：30～12:30

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→瀬戸神社
→上行寺東遺跡→権現山→お伊勢山→米倉陣
屋跡→金沢八景駅（解散）

雨天実施
※荒天（交通機関に影響がある場合）中止
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自動販売機でお米はじめました！
創立70周年を迎えたミツハシライ
ス（幸浦）とシーサイドラインのコ
ラボ商品「ミツハシライス×シー
サイドライン ボトル米（マイ）」を
販売中。
柴口このみデザインのボトルに、
無洗米神奈川県産「はるみ」が入っ
ています。キャップのラベルは柴
口このみ、ミツハシくん、キラキラ
☆シーたんの全5種類。どの絵柄が
出るかはお楽しみ♪

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）

大好評　シーサイドライントートバッグに新色登場！？
　　　　　　―その他、新グッズも今秋発売予定！―

今年2月に発売を開始し、皆様に大好評をいただいたシーサイドラ
イントートバッグ（2000型・沿線風景）にこの秋、新色が登場しま
す！どんな色が登場するかお楽しみに！
その他、秋には新グッズの発売も計画しています！続報をお待ちく
ださい。

発売場所
シーサイドライン新杉田駅・鳥浜駅・
幸浦駅・海の公園南口駅・金沢八景駅
のキリン自動販売機

2000型 沿線風景

こちらも
好評販売中！

販売場所
鳥浜駅改札内自動販売機

販売場所
シーサイドライン駅窓口 新杉田駅・
並木中央駅・金沢八景駅

オリジナルソース
350円（税込）

柴口このみのおいしい海苔 
300円（税込） はま昆布ポン酢

400円（税込）
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各550円（税込）
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10/15（土）　海の公園なぎさ広場　10：00～15：30

＊事業PRコーナー

各団体の事業PRや体験型のブース、美味しいものを販売するブース
がたくさん！

＊野外ステージ

吹奏楽、バンドなどの演奏、バトンやストリートダンス・フラダンス
など区内で活動する多彩なグループが出演。
特設ステージで日頃の活動の成果を披露します！

来場の皆さまへのご案内
マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保等、感染症対策に
ご協力ください。
会場入口では検温を実施（37.5度以上の方は入場不可）します。

＊お楽しみ大抽選会

豪華賞品が当たります♪

問合せ　金沢まつり実行委員会（金沢区地域振興課内）　☎045-788-7801
　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況により12/17（土）に延期となる場合が
　　　　　あります。
　　　　　荒天時は翌日順延
　　　　　（当日朝6：30よりテレフォンサービス　☎050-3159-6791で確認を）

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

第
22
回
金
沢
文
庫
芸
術
祭

9/18（日）　海の公園オープニングフェスティバル　～こどもの未来は地球の未来～

詳しい内容はHPをご覧ください。
問合せ　金沢文庫芸術祭実行委員会
　　　　☎090-2522-0493（浅葉弾）

9：30～18：00 入場無料
 ※小雨決行荒天中止
 会場 海の公園

「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
う願いのもとにスタートした金沢文庫芸術祭も今年で22回目を迎
えます。オープニングフェスティバルでは、手作りアートの展示即
売、体験コーナー、屋台、パレード、ライブなどを開催します。

9/18（日）～10/30（日）　街角アートラリー

区内近郊のギャラリーやカフェ、
アーティスト自宅にて展示、ワーク
ショップ、コンサート、演劇など開
催します。
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柴シーサイド恵みの里  みかん狩り 海の公園  かき小屋期間限定

9：00～14：30（12：00～13：00を除く）
月曜休園

11/1（火）11：00～

美味しいみかん狩りは10月下旬か
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）

私たちは開業からずっと東北を応援しています！
ご好評をいただいております、冬季恒例の

「海の公園かき小屋」が3年ぶりに復活！
三陸山田の新鮮な殻付きカキを始めとした
魚介類などを炭火で豪快に焼いて味わえます。
平日限定ランチメニューも大人気!

料　　金　小学生以上1,000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

営業期間　11/1(火)～令和5年3/31(金)
　　　　　店休日：12/31・1/1・2
営業時間　金・土・日・祝日11：00～21：00
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　　　　　月～木 11：00～16：00
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　　　　　「八景島駅」より徒歩１分
　　　　　海の公園 管理センター前
駐　車　場　海の公園柴口駐車場をご利用ください。
　　　　　（普通車１時間310円）※かき小屋利用の方は１時間無料
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※新型コロナウイルス感染症の状況により、営業期間・時間が変更になる場合があります。

【『横浜金沢魅力帳』を歩く3】
「寺前・町屋・洲崎・野島の神輿蔵

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：50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㎞、3.5時間
申込締切：11/11（金）

11/23（水祝）9：30～13:00

金沢文庫駅→正法院（第十九雨番札所）→旧道・宮
川せせらぎ緑道→満蔵院（第十八番札所）→伝伊
丹屋敷跡→禅林寺（第十七番札所）→釜利谷小川
アメニティ→待橋→白山道→東光禅寺（第十六
番札所）→東光寺跡→釜利谷南公園バス停（解散）

募　　集：30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：5㎞、3時間
申込締切：9/15（木）
後　　援：金沢区役所
協　　力：（一社）横浜金沢観光協会
＊横浜金沢魅力帳を
　持参、購入した方に
　記念品贈呈

9/25（日）9：30～12:30

金沢文庫駅→寺前八幡神社→町屋神社→（龍華寺）
→洲崎神社→野島稲荷神社・野島町内会館（解散）

＜横浜金沢三十四観音霊場巡り-Ⅲ＞
（釜利谷）

称名寺ご住職のお話と
　　　　　ご本尊の拝観

11/19（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（応募者多数の場合は抽選）※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・保険料含む）
受付場所　金沢文庫駅西口広場（受付時間：9：00～9：30）
コ　ー　ス　約2㎞、2.5時間（説明・見学・休憩含む）

金沢文庫駅西口広場▶寺前八幡神社▶称名寺赤門▶称名
寺金堂（お話と拝観）▶境内散策（解散）　

申込方法　ホームページからお申し込みください。電話・ファックス
での受付は致しません。往復ハガキでの申し込みは、コー
ス名（称名寺）と参加者全員の氏名（フリガナ）、年齢、住所
（〒）電話番号を明記し、右記（＊申込・問合せ先）まで。

申込締切　11/9（水）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

称名寺は750年以上の
歴史を持つ真言律宗の
お寺です。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
文化財の拝観の機会を
いただきました。めった
にないチャンスです。 
是非ご参加ください。

＊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

などの社旗情勢により、急遽企画
が中止になる場合があります。
＊申込・問合せ先
　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

＜金沢の伝説を訪ねる-1＞
「鎌倉殿の信任篤かった畠山重忠」

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㎞、3.5時間
申込締切：11/22（火）
※コースは変更の場合あり。

12/3（土）9：30～13:00

金沢文庫駅→手子神社→まつ橋→釜利谷小川
アメニティ→（禅林寺）→釜利谷南公園→六郎
橋→畠山重保公墓所→東光禅寺→釜利谷南公
園バス停（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

＜紅葉の金沢八景権現山公園＞
「徳川家康の愛した金沢の眺望を歩く」

募　　集：40名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：12/8（木）

12/18（日）9：30～12:30

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→瀬戸神社
→上行寺東遺跡→権現山→お伊勢山→米倉陣
屋跡→金沢八景駅（解散）

雨天実施
※荒天（交通機関に影響がある場合）中止
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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」

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

オータムフェスタ
秋の横浜金沢はイベントがいっぱい！ ※お出かけの際はマスク着用、手指消毒など

感染対策のうえ、お出掛けください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、イ

ベントの変更・中止になる場合があります。

海が似合うマルシェ　Y.B.マリーナマルシェ
9/11（日）　10：00～16：00　入場無料

地元素材にこだわった調味料や、ワイン、食欲をそそる
キッチンカーなど、20～30店舗が集まります。飲食ス
ペースも完備。海風を感じながらショッピングやお食事
を楽しんでいただけます。まさにお子様から大人まで“海
が似合う”イベントとなっています。ご来場の際はマイ
バックの持参をお願いします。

会　　場　横浜ベイサイドマリーナ前ボードウォーク
次回開催　11/13（日）
アクセス　シーサイドライン「鳥浜駅」より徒歩約10分
問　合　せ　横浜ベイサイドマリーナ　☎045-776-7599
主　　催　　横浜ベイサイドマリーナ株式会社
※新型コロナウイルスや天候の影響により中止となる可能性がござい

ます。横浜ベイサイドマリーナHP・公式SNSでお知らせします。

オータムフェスティバル
10：00～16：00　会場 Y.Bマリーナマルシェ同会場

＊エコボートで
　　　　　　海ゴミ拾い体験
　マリーナ港内をぐるっと巡りな
　がら海を綺麗にしよう！

＊ハンザディンギー体験
　水上ゴーカート気分で
　セーリング

＊クルーザーフォトスポット
　クルーザーに乗って船長風写真
　を撮ろう！
※クルーザーフォトスポット以外は当日
　時間予約制

主　　催　横浜ベイサイドマリーナ地区街づくり協議会
※新型コロナウイルスや天候の影響により中止となる可

能性がございます。横浜ベイサイドマリーナHP・公式
SNSでお知らせします。

Y.B.マリーナマルシェと同日開催　全て無料

＊ワックスサシェづくり体験 
　リサイクルワックスでアロマの
　香り華やぐサシェをつくろう

＊フエルトソープづくり体験 
　地球にやさしい
　羊毛でかわいい
　石鹸をつくろう

富岡みどり会　商店街プロレス
10/23（日）　11：00　観戦無料

再びわが街にプロレスが帰って来る！
横浜の商店街が生んだアイドル「NUANCE（ヌュアンス）」も登場！　12：00～

会　　場　はまと脳神経外科駐車場
アクセス　京急「京急富岡駅」より徒歩11分
問　合　せ　マイム富岡店　☎045-771-7496

金沢産業団地　秋の祭典　PIAフェスタ2022
11/３（木祝）　10：00～16：00　４（金）　10:00～21：00　会場　横浜市金沢産業振興センター（福浦1-5-2）

“金沢産業団地”を知っていただける企画を盛りだくさんご用意し
ています。お子さまからお年寄りまで楽しめるイベントです。

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1分
問　合　せ　PIAフェスタ実行委員会（横浜金沢産業連絡協議会内）
　　　　　☎045-781-1131

・広場での物販
・PIAビジネスグランプリ（調整中）＊4（金）
・歌うま選手権（調整中）＊4（金）
・サプライズイベント＊4（金）など

※新型コロナウイルス感染症の状況、天候、その他により内容の
　変更、規模の縮小、中止となる場合があります。

第9回　Aozora Factory 2022@泥亀公園
　　　　　　～LINKAI横浜金沢の魅力発信と地域コミュニティの創出～
11/19（土）　10：00～15：00　荒天中止　会場　泥亀公園

工作系ものづくりや最新テクノロジー、食のワークショップ、体験
系ワークショップ、ものづくりコラボレーションなど約18ブース
出店予定です。

アクセス　京急「金沢文庫駅」より徒歩11分
問　合　せ　NPO法人 Aozora Factory 事務局（株式会社ヨコハマ機工内）
　　　　　☎045-784-2626

2022　ヨコハマフローティングヨットショー
9/30（金）～10/2（日）　10：00～17：00 　※30(金)陸上展示ブース　12:00～

国内外のヨットが一堂に会する国内最大級のヨットのイベント「ヨコハマフローティングヨットショー」が、横浜ベイサイドマリーナで開
催されます。最新のセーリングクルーザー約15隻を船内外から見ることができるほか、体験乗船プログラムなどお楽しみいただけます。

会　　場　横浜ベイサイドマリーナ　
アクセス　シーサイドライン「鳥浜駅」 より徒歩10分
問　合　せ　ヨコハマフローティングヨットショー事務局　☎03‐3434‐5181　舵社

＊海上展示　展示される約15隻のクルーザーの船内を見学できます。
＊陸上展示　マリン用品の販売、各種サービス案内。
＊体験乗船　◆ハンザディンギー体験乗船（誰でも簡単に乗れる小型ヨットに体験試乗）
　　　　　　　10/1（土）、2（日）無料　先着順受付
　　　　　　◆ISPAクルーザースクール 体験セーリング
　　　　　　　9/30（金）10/1（土）2（日）各日9:30～、13:30～ 約150分　要予約
　　　　　　◆ワンコインで乗れる「YBMクルーズ（マリーナ港内遊覧）」
　　　　　　　9/30（金）10/1（土） 2（日）各日8便運航、12:00～16:00　20分
＊ボート免許更新講習　　10/1（土） 2（日）10：00～ 定員30名 申込締切9／2１（水）

※詳細につきましては、HPでご確認ください。
　状況により中止または内容の変更を行う可能性あり。

※詳しいイベント内容
については、HP等でご
確認ください。

　状況により規模縮小
での開催、もしくは中
止の可能性あり。
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創業１９２８年（昭和３年）より金沢
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　　　　　　◆ワンコインで乗れる「YBMクルーズ（マリーナ港内遊覧）」
　　　　　　　9/30（金）10/1（土） 2（日）各日8便運航、12:00～16:00　20分
＊ボート免許更新講習　　10/1（土） 2（日）10：00～ 定員30名 申込締切9／2１（水）

※詳細につきましては、HPでご確認ください。
　状況により中止または内容の変更を行う可能性あり。

※詳しいイベント内容
については、HP等でご
確認ください。

　状況により規模縮小
での開催、もしくは中
止の可能性あり。
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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／横浜市長浜ホール／金沢八景権現山公園

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

「世界サイの日」イベント
9/23（金祝）・24（土）
9/22は「世界サイの日」。「サイを絶滅の危機から救おうと
いう気持ちを持ってもらう」ことを目的に制定された「世
界サイの日」にあわせて、ブースの出店やパネル展示、ガイ
ドなどを行います。サイについて、一緒に考えてみよう。

「Zoo to Wild Fes Autumn 
　～身近な自然に触れてみよう～」
10/8（土）～10（月祝）
動物や植物、自然環境に関するワークショップの実施や
ブースの出展、パネル展示などを行います。

ハロウィン装飾 クリスマス装飾
10/1（土）～30（日） 11/24（木）～12/25（日）

※イベント詳細は、動物園公式HP、SNSなどでご確認ください。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

横浜市長浜ホール／☎045-782-7371

第67回みず色の風コンサート
～ベートーヴェンと彼の愛したチェコの音 
9/10(土)  13:30開場　14：00開演 
出　　演　鮫島明子(ピアノ) 七澤清貴(バイオリン)
曲　　目　ピアノソナタ第26番”告別”(ベートーヴェン)、ヴァイオリンとピアノのた

めのソナチネ(ドヴォルザーク)、ノクターン第20番遺作(ショパン) 他
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　販売中
※未就学児童の来場はお断りします。

長浜ホール ゴスペルコンサート 
10/1(土)  13:30開場 14:00開演 
出　　演　OVERJOY Singers(指導　Mickey Phenix) ,長浜ホールゴスペルコーラス

ワークショップ受講生の皆さん
料　　金　1,000円(小学生以上)・未就学児童(ひざ上鑑賞の場合)は無料
前　　売　販売中

“ゆめかもん15周年記念”生涯学習フェスティバル2022
10/22(土)  9：30～17：00 
出　　演　金沢区民活動センターの登録団体及び金沢区”街の先生”による演技・披露・講演等
料　　金　無料

野口英世フェア～“ジャズエイジの肖像” 
11/19(土)  13:00開場　13：30開演 
コンサート 出演 坂本千恵カルテット
料　　金　1,000円
受付開始　10/11（火）
パネル展　野口英世の生涯　協力 (公財) 野口英世記念会／野口英世よこはま顕彰会に

よるパネル展示と説明他／野口英世博士への手紙コンテスト・母から子への
手紙コンテスト入選作品展示（コンサート以外無料）

海の公園／☎045-701-3450

海の公園ボランティアDAY
9/11（日）・10/9（日）・11/13（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。

第5回金沢八景シーカヤックレース・カヌーオーシャンレース
10/2（日）
開会式7：45　レーススタート9：00
SUPとサーフスキーを加え、マリンスポーツの祭典を開催
します。
詳しくはクラブ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

お月見飾り
9/10（土）～19（月祝）9：30～16：30
明治期の日本家屋にあわせたお月見飾りをご覧いただけ
ます。

【歴史講座】金沢歴史散歩「もっと知ろう！
野島の暮らし今昔」
10/22（土）10：00～12：00　※雨天実施、荒天中止
コース　旧伊藤博文金沢別邸（集合）―野島山展望台―自然海浜・掩体壕―野島稲荷神社―
　　　　染王寺―旧伊藤博文金沢別邸（解散）
定　員　25人　事前申込先着順
　　　　　　　　※小学生以下は保護者同伴　
参加費　500円
申込み　9/23（金祝）9：30～　電話にて受付
※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円で販売あり。
協　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

運慶800年遠忌記念
特別展「運慶　鎌倉幕府と三浦一族」
10/7（金）～11/27（日）
運慶は日本史上最も著名な、卓越した技量をもつ仏師で
あり、鎌倉時代初期に、鎌倉幕府という新政権と密接に結
びつくことで活躍したことが知られています。また運慶
は、鎌倉幕府初代侍所別当・和田義盛の発願による浄楽寺
諸像（1189年）をはじめ、鎌倉幕府において重要な位置を
占めた三浦一族の造仏に、数多く関与していたことが近
年、明らかにされつつあります。本展覧会では、運慶及び
運慶工房作と見られる仏像を中心に、その他関連する仏
像や書籍等の文化財によって、鎌倉幕府や三浦一族の歴
史に新たな光を当てます。三浦一族ゆかりの地である横
須賀市、北条氏ゆかりの地である横浜市金沢区といった、
それぞれの地域の歴史と文化に対する関心をより鮮やか
に喚起します。
9：00～16：30（入館は16：00まで）
観覧料　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・障がい者の方は無料
※（　）は20名以上の団体料金

休館日　毎週月曜日（10/10は開館）、10/11（火）、11/4（金）、11/24（木）

特別展「法会への招待
―「称名寺聖教・金沢文庫文書」から読み解く中世寺院の法会―」

12/2（金）～１/29（日）
中世日本の寺院では法会という仏教儀礼が開催されていました。僧侶の修学の成果を披
露する法会、国家の安寧や個人の供養を目的とした法会、芸能的要素を持ち娯楽性の高
い法会など、さまざまな形式、規模の法会が開催され、その一部は年中行事として定着
し、現在まで連綿と続いています。本展覧会では、人と物が集まり、史料が生成する場と
しての法会という視点から、「称名寺聖教・金沢文庫文書」を読み解き、中世寺院における
法会の豊穣な世界をご紹介します。
9：00～16：30（入館は16：00まで）
観覧料（予定）　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・障がい者の方は無料　※（　）は
20名以上の団体料金

休館日　毎週月曜日（1/9は開館）、12/28（水）～1/4（水）、1/10（火）

※感染防止対策として、入場制限を行う場合があります。
※館内整備及び展示替えのため、9/13（火）～10/6（木）の期間は休館いたします。

金沢八景権現山公園／☎045-370-7535

家康と権現山
10/15（土）  10：00～12：00 
瀬戸神社 佐野宮司の講話と瀬戸神社を訪問。
参　加　料　500円
募集人数　20名（事前申込制）
申　込　み　9/11（日）10：00～　電話にて受付
協　　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

絵葉書の配布
10/22(土）～30（日） 
管理休憩棟にて園内のモチーフを塗り絵にした絵葉書を配布。

落ち葉を楽しむ会
11/12（土）13（日） 
管理休憩棟に落ち葉と資材を用意し、お絵描き・モビール作り等を制作・展示。

茶道体験教室
11/19（土）
午前の部　10:00、10:30、11:00、11:30、12:00
午後の部　13:30、14:00、14:30、15:00、15:30 
客殿で横浜市大茶道部協力によるお茶会を開催。
参　加　料　500円
申　込　み　10/11（火）13：00～　電話にて受付
募集人数　30名（事前申込制）

園芸教室
11/26(土)  13：00～15：00 
こども植物園の協力で、「リースの寄せ植え」教室の開催。
参　加　料　3,500円
申　込　み　10/11（火）13：00～　電話にて受付
募集人数　6名（事前申込制）

江戸時代の金澤
12/10（土）  10：00～12：00 
瀬戸神社 佐野宮司の講話と琵琶島神社を訪問。
参　加　料　500円
募集人数　20名（事前申込制）
申　込　み　11/11（金）10：00～　電話にて受付
協　　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

重要文化財　大威徳明王像
光明院蔵・神奈川県立金沢文庫管理

よこなか観光だより　W200 × H70

9月 ─ september
9/10（土） 瀬戸秋月祭　※雨天翌日順延

10月 ─ october
10/1（土） 旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園　秋のイベント「雅の世界へ」　※雨天中止の場合あり

10/1（土） 2（日）NANBUフリーマーケット　※雨天中止

12/8（木） 瀬戸神社　歳の市

11/10（木） 富岡八幡宮 うべえじゅう（夜神楽）

11月 ─ november

11/19（土） 長浜公園　感謝DAY　※荒天翌日順延

12月 ─ december

11/26（土） 富岡総合公園　感謝DAY　※雨天翌日順延

祝詞　17：00　行灯の点灯18：00～20：30
区内の子どもたちが作った約400個の行灯を琵琶島に飾ります。
場　　所　琵琶島神社（弁天島）
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
主　　催　（協）金沢八景共栄会・学生会HAKKEY+
協　　力　瀬戸神社、横濱金澤シティガイド協会、瀬戸町内会
問　合　せ　（協）金沢八景共栄会　☎045-350-4840（水・木以外留守電）

開園時間　10：00～15：00　入場無料・予約不要
庭園にて雅楽の演奏をお聴きいただけます。　

出演時間　第1回　11：00～11：30、
　　　　　第2回　13：30～14：00
出　　演　横浜雅楽会
次回開園　11/5（土）、12/3（土）10：00～15：00
特別開園　12/10（土）10：00～15：00　
　　　　　※最終入園時間は開園終了の30分前まで
アクセス　富岡東5-19-22　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　FAX045-786-4887

10：00～16：00　
最大50店舗出店！SDGSへの取り組みのきっかけとなり、3R（リデュース、リユース、リ
サイクル）を目的としています。
場　　所　ブランチ横浜南部市場内 海辺広場
次回開催　11/5（土）6（日）、12/3（土）4（日）
　　　　　＊NANBUフリーマーケットの出店者様を募集しています。
　　　　　　詳しくはHPでご確認ください。
アクセス　シーサイドライン「横浜南部市場駅」よりすぐ
問　合　せ　NANBUマルシェ事務局　nanbu.marche0123@gmail.com

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　

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
対　　象　公園利用者　定員なし
参　加　費　無料 ※一部講座によっては有料
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　（公財）横浜市緑の協会　長浜公園　☎045-782-8004

10：00～15：00
近隣の方々に日頃の感謝を込めて様々なイベントを計画してい
ます。詳しくはHPでご確認下さい。（約1か月前から詳細がご覧
いただけます。）
場　　所　富岡総合公園 草地広場
参　加　費　無料　※一部イベントによっては有料
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分、
　　　　　京急「京急富岡駅」よりバス「鳥見塚」下車
問　合　せ　富岡総合公園　管理センター
　　　　　☎045－774－3003

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

※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

9/24（土） 25（日） 富岡八幡宮　秋季大祭

9/24（土）宵宮祭　18：00　
9/25（日）大祭式・湯立神楽　10：00
※万灯神輿、七ヶ町大神輿渡御、神楽の夕べは中止
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

10/29（土） 第5回富岡総合公園ウォーキングツアー　※雨天中止

10：00～11：00（9：50集合）
公園のスタッフと園内を散歩しながら草木や樹木、生物の観察をします。
集合場所　富岡総合公園管理センター
参　加　費　無料  
定　　員　先着15名
申　込　み 10/11（火）より
　　　　　※詳細はHPをご覧ください。
次　　回　12/3(土)
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分、
　　　　　京急「京急富岡駅」よりバス「鳥見塚」下車
問　合　せ 富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

9/14（水）～25（日） 三井アウトレットパーク感謝祭

日頃ご利用いただいているお客様に感謝の気持ちを込め、12日間「三井アウトレットパーク
感謝祭」を開催いたします。期間中は、全てのお客様に向けた個店販促や三井アウトレット
パークでしか購入できない限定品の販売を始め、オリジナルノベルティプレゼントや三井
ショッピングパークカード会員様へのご優
待など楽しい企画をご用意しております！

9/18（日） 横浜音祭り

神奈川警察音楽隊をはじめとした、様々な音楽団体による特別ステージをCブロック1Fくじ
らの大屋根にて開催いたします！
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

12月は紅葉が見ごろです
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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／横浜市長浜ホール／金沢八景権現山公園

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

「世界サイの日」イベント
9/23（金祝）・24（土）
9/22は「世界サイの日」。「サイを絶滅の危機から救おうと
いう気持ちを持ってもらう」ことを目的に制定された「世
界サイの日」にあわせて、ブースの出店やパネル展示、ガイ
ドなどを行います。サイについて、一緒に考えてみよう。

「Zoo to Wild Fes Autumn 
　～身近な自然に触れてみよう～」
10/8（土）～10（月祝）
動物や植物、自然環境に関するワークショップの実施や
ブースの出展、パネル展示などを行います。

ハロウィン装飾 クリスマス装飾
10/1（土）～30（日） 11/24（木）～12/25（日）

※イベント詳細は、動物園公式HP、SNSなどでご確認ください。

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

横浜市長浜ホール／☎045-782-7371

第67回みず色の風コンサート
～ベートーヴェンと彼の愛したチェコの音 
9/10(土)  13:30開場　14：00開演 
出　　演　鮫島明子(ピアノ) 七澤清貴(バイオリン)
曲　　目　ピアノソナタ第26番”告別”(ベートーヴェン)、ヴァイオリンとピアノのた

めのソナチネ(ドヴォルザーク)、ノクターン第20番遺作(ショパン) 他
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　販売中
※未就学児童の来場はお断りします。

長浜ホール ゴスペルコンサート 
10/1(土)  13:30開場 14:00開演 
出　　演　OVERJOY Singers(指導　Mickey Phenix) ,長浜ホールゴスペルコーラス

ワークショップ受講生の皆さん
料　　金　1,000円(小学生以上)・未就学児童(ひざ上鑑賞の場合)は無料
前　　売　販売中

“ゆめかもん15周年記念”生涯学習フェスティバル2022
10/22(土)  9：30～17：00 
出　　演　金沢区民活動センターの登録団体及び金沢区”街の先生”による演技・披露・講演等
料　　金　無料

野口英世フェア～“ジャズエイジの肖像” 
11/19(土)  13:00開場　13：30開演 
コンサート 出演 坂本千恵カルテット
料　　金　1,000円
受付開始　10/11（火）
パネル展　野口英世の生涯　協力 (公財) 野口英世記念会／野口英世よこはま顕彰会に

よるパネル展示と説明他／野口英世博士への手紙コンテスト・母から子への
手紙コンテスト入選作品展示（コンサート以外無料）

海の公園／☎045-701-3450

海の公園ボランティアDAY
9/11（日）・10/9（日）・11/13（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。

第5回金沢八景シーカヤックレース・カヌーオーシャンレース
10/2（日）
開会式7：45　レーススタート9：00
SUPとサーフスキーを加え、マリンスポーツの祭典を開催
します。
詳しくはクラブ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

お月見飾り
9/10（土）～19（月祝）9：30～16：30
明治期の日本家屋にあわせたお月見飾りをご覧いただけ
ます。

【歴史講座】金沢歴史散歩「もっと知ろう！
野島の暮らし今昔」
10/22（土）10：00～12：00　※雨天実施、荒天中止
コース　旧伊藤博文金沢別邸（集合）―野島山展望台―自然海浜・掩体壕―野島稲荷神社―
　　　　染王寺―旧伊藤博文金沢別邸（解散）
定　員　25人　事前申込先着順
　　　　　　　　※小学生以下は保護者同伴　
参加費　500円
申込み　9/23（金祝）9：30～　電話にて受付
※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円で販売あり。
協　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

運慶800年遠忌記念
特別展「運慶　鎌倉幕府と三浦一族」
10/7（金）～11/27（日）
運慶は日本史上最も著名な、卓越した技量をもつ仏師で
あり、鎌倉時代初期に、鎌倉幕府という新政権と密接に結
びつくことで活躍したことが知られています。また運慶
は、鎌倉幕府初代侍所別当・和田義盛の発願による浄楽寺
諸像（1189年）をはじめ、鎌倉幕府において重要な位置を
占めた三浦一族の造仏に、数多く関与していたことが近
年、明らかにされつつあります。本展覧会では、運慶及び
運慶工房作と見られる仏像を中心に、その他関連する仏
像や書籍等の文化財によって、鎌倉幕府や三浦一族の歴
史に新たな光を当てます。三浦一族ゆかりの地である横
須賀市、北条氏ゆかりの地である横浜市金沢区といった、
それぞれの地域の歴史と文化に対する関心をより鮮やか
に喚起します。
9：00～16：30（入館は16：00まで）
観覧料　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・障がい者の方は無料
※（　）は20名以上の団体料金

休館日　毎週月曜日（10/10は開館）、10/11（火）、11/4（金）、11/24（木）

特別展「法会への招待
―「称名寺聖教・金沢文庫文書」から読み解く中世寺院の法会―」

12/2（金）～１/29（日）
中世日本の寺院では法会という仏教儀礼が開催されていました。僧侶の修学の成果を披
露する法会、国家の安寧や個人の供養を目的とした法会、芸能的要素を持ち娯楽性の高
い法会など、さまざまな形式、規模の法会が開催され、その一部は年中行事として定着
し、現在まで連綿と続いています。本展覧会では、人と物が集まり、史料が生成する場と
しての法会という視点から、「称名寺聖教・金沢文庫文書」を読み解き、中世寺院における
法会の豊穣な世界をご紹介します。
9：00～16：30（入館は16：00まで）
観覧料（予定）　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・障がい者の方は無料　※（　）は
20名以上の団体料金

休館日　毎週月曜日（1/9は開館）、12/28（水）～1/4（水）、1/10（火）

※感染防止対策として、入場制限を行う場合があります。
※館内整備及び展示替えのため、9/13（火）～10/6（木）の期間は休館いたします。

金沢八景権現山公園／☎045-370-7535

家康と権現山
10/15（土）  10：00～12：00 
瀬戸神社 佐野宮司の講話と瀬戸神社を訪問。
参　加　料　500円
募集人数　20名（事前申込制）
申　込　み　9/11（日）10：00～　電話にて受付
協　　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

絵葉書の配布
10/22(土）～30（日） 
管理休憩棟にて園内のモチーフを塗り絵にした絵葉書を配布。

落ち葉を楽しむ会
11/12（土）13（日） 
管理休憩棟に落ち葉と資材を用意し、お絵描き・モビール作り等を制作・展示。

茶道体験教室
11/19（土）
午前の部　10:00、10:30、11:00、11:30、12:00
午後の部　13:30、14:00、14:30、15:00、15:30 
客殿で横浜市大茶道部協力によるお茶会を開催。
参　加　料　500円
申　込　み　10/11（火）13：00～　電話にて受付
募集人数　30名（事前申込制）

園芸教室
11/26(土)  13：00～15：00 
こども植物園の協力で、「リースの寄せ植え」教室の開催。
参　加　料　3,500円
申　込　み　10/11（火）13：00～　電話にて受付
募集人数　6名（事前申込制）

江戸時代の金澤
12/10（土）  10：00～12：00 
瀬戸神社 佐野宮司の講話と琵琶島神社を訪問。
参　加　料　500円
募集人数　20名（事前申込制）
申　込　み　11/11（金）10：00～　電話にて受付
協　　力　NPO法人横濱金澤シティガイド協会

重要文化財　大威徳明王像
光明院蔵・神奈川県立金沢文庫管理

よこなか観光だより　W200 × H70

9月 ─ september
9/10（土） 瀬戸秋月祭　※雨天翌日順延

10月 ─ october
10/1（土） 旧川合玉堂別邸（二松庵）庭園　秋のイベント「雅の世界へ」　※雨天中止の場合あり

10/1（土） 2（日）NANBUフリーマーケット　※雨天中止

12/8（木） 瀬戸神社　歳の市

11/10（木） 富岡八幡宮 うべえじゅう（夜神楽）

11月 ─ november

11/19（土） 長浜公園　感謝DAY　※荒天翌日順延

12月 ─ december

11/26（土） 富岡総合公園　感謝DAY　※雨天翌日順延

祝詞　17：00　行灯の点灯18：00～20：30
区内の子どもたちが作った約400個の行灯を琵琶島に飾ります。
場　　所　琵琶島神社（弁天島）
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
主　　催　（協）金沢八景共栄会・学生会HAKKEY+
協　　力　瀬戸神社、横濱金澤シティガイド協会、瀬戸町内会
問　合　せ　（協）金沢八景共栄会　☎045-350-4840（水・木以外留守電）

開園時間　10：00～15：00　入場無料・予約不要
庭園にて雅楽の演奏をお聴きいただけます。　

出演時間　第1回　11：00～11：30、
　　　　　第2回　13：30～14：00
出　　演　横浜雅楽会
次回開園　11/5（土）、12/3（土）10：00～15：00
特別開園　12/10（土）10：00～15：00　
　　　　　※最終入園時間は開園終了の30分前まで
アクセス　富岡東5-19-22　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　FAX045-786-4887

10：00～16：00　
最大50店舗出店！SDGSへの取り組みのきっかけとなり、3R（リデュース、リユース、リ
サイクル）を目的としています。
場　　所　ブランチ横浜南部市場内 海辺広場
次回開催　11/5（土）6（日）、12/3（土）4（日）
　　　　　＊NANBUフリーマーケットの出店者様を募集しています。
　　　　　　詳しくはHPでご確認ください。
アクセス　シーサイドライン「横浜南部市場駅」よりすぐ
問　合　せ　NANBUマルシェ事務局　nanbu.marche0123@gmail.com

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　

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
対　　象　公園利用者　定員なし
参　加　費　無料 ※一部講座によっては有料
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　（公財）横浜市緑の協会　長浜公園　☎045-782-8004

10：00～15：00
近隣の方々に日頃の感謝を込めて様々なイベントを計画してい
ます。詳しくはHPでご確認下さい。（約1か月前から詳細がご覧
いただけます。）
場　　所　富岡総合公園 草地広場
参　加　費　無料　※一部イベントによっては有料
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分、
　　　　　京急「京急富岡駅」よりバス「鳥見塚」下車
問　合　せ　富岡総合公園　管理センター
　　　　　☎045－774－3003

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

※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

9/24（土） 25（日） 富岡八幡宮　秋季大祭

9/24（土）宵宮祭　18：00　
9/25（日）大祭式・湯立神楽　10：00
※万灯神輿、七ヶ町大神輿渡御、神楽の夕べは中止
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

10/29（土） 第5回富岡総合公園ウォーキングツアー　※雨天中止

10：00～11：00（9：50集合）
公園のスタッフと園内を散歩しながら草木や樹木、生物の観察をします。
集合場所　富岡総合公園管理センター
参　加　費　無料  
定　　員　先着15名
申　込　み 10/11（火）より
　　　　　※詳細はHPをご覧ください。
次　　回　12/3(土)
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分、
　　　　　京急「京急富岡駅」よりバス「鳥見塚」下車
問　合　せ 富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

9/14（水）～25（日） 三井アウトレットパーク感謝祭

日頃ご利用いただいているお客様に感謝の気持ちを込め、12日間「三井アウトレットパーク
感謝祭」を開催いたします。期間中は、全てのお客様に向けた個店販促や三井アウトレット
パークでしか購入できない限定品の販売を始め、オリジナルノベルティプレゼントや三井
ショッピングパークカード会員様へのご優
待など楽しい企画をご用意しております！

9/18（日） 横浜音祭り

神奈川警察音楽隊をはじめとした、様々な音楽団体による特別ステージをCブロック1Fくじ
らの大屋根にて開催いたします！
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

12月は紅葉が見ごろです
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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


