
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。
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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.O17：00)
定　休　日　なし　※夏季・冬季休暇あり
年末年始　12/30(金)～1/3(火) 休業
問　合　せ　☎045-784-7027
アクセス　シーサイドライン「幸浦駅」より徒歩３分

■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（金）～1/4（水）休業
問　合　せ　☎045-342-5355
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3分

焼き菓子の切り落としをお得な価格で工場直売店のみで販売
しています。
横濱レンガ通り12個入  通常1,188円を950円で販売！

■MDCアウトレットセール

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

直営店だからできる激安セール!!
12/17（土）、1/28（土）10：00～　売切れ次第（雨天決行）

■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　10：00～17：00
　　　　　※店内飲食ラストオーダーは16：00
定　休　日　なし　
年末年始　12/29（木）～1/3（火）休業　
問　合　せ　☎045-788-7401
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3分

工場直売コーナーが併設された新しいタイプのカフェ。リーズナブルな値段で楽しめ
るホテルならではの質の高い料理や、地元金沢区の有名ブランドの商品や、オリジナル
商品のお買い得品などを販売。ブタまんで有名な江戸清の冷凍食品各種（醤油まん・
チャーシューまん・エビチリまん・麻婆そーす・角煮丼
のタレ）が人気です！

■江戸清

営業時間　10：00～14：00（変更になる場合あり）
年末年始　12/29（木）30（金）営業　※通常は月2回程度の営業
問　合　せ　☎045-791-1611
アクセス　シーサイドライン「幸浦駅」「並木中央駅」より徒歩8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。

■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（土）9：00～12：00　1/2（月振休）　3（火） 9：00～15：00
問　合　せ　☎045-784-0002
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

おすすめ商品は干支カステラ特1号！
2023年の干支にちなみ、可愛いうさぎのデザイ
ンをカステラの表面に刷り込んだお年賀商品で
す。カステラは、しっとりした食感と優しい甘さ

が特徴です。是非、ご賞味ください。※数量限定の販売となります。
年末セール 12/23（金）～25（日）　年始セール 1/13（金）14（土）

■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　12/29（木）～1/4（水）休業
問　合　せ　☎045-782-1001
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

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」やくるみ小女子がおす
すめです。
年末セール　12/28（水）10：00～16：00

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(金)～29(木)予定
年始セール　1/4(水)～11(水)

新春セールでは、ソフトクリーム特価150円（抹茶・ミックス・バニラのみ）
※甘味メニューはテイクアウトのみ。

■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（土）10：00～16：30　1/1（元日）休業
問　合　せ　☎045-878-2021
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5分

美味しい中華点心の工場直
売所です。
海老ニラ餃子（10個入）がお
すすめです！

■玉栄

営業時間　8：00～17：00
定　休　日　日曜日
年末年始　1/1（元日）2（月振休）休業
問　合　せ　☎045-775-2247
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩2分

横浜金沢ブランド認定商品の、丁寧に焼き上げた風味豊かなふんわり
玉子焼きが人気です。
お正月セットの販売も予定しています。

■自家焙煎珈琲工房ちろりや

営業時間　10：00～19：00
年末年始　12/31（土）10：00～18：00　1/3(火)10：00～18：00
定　休　日　平日不定休
　　　　　1/1（元日）2（月振休）休業
問　合　せ　☎045-367-9371
アクセス　シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩5分

■横浜南部市場 食の専門店街

営業時間　平日　6：00～18：00
　　　　　日曜・祝日　9：00～14：00
定　休　日　水曜日
年末年始　1/1(元日)～４(水)休業
※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。
問　合　せ　☎045-779-2870
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ

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揃っています。どなたでもお買い物ができます。
歳末大売り出し　12/26(月)～30(金)
1年間の感謝を込めて年に１度の大抽選会を開催！

「三角くじ大抽選会」12/24(土)

■ブランチ横浜南部市場

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。
問　合　せ　☎045-374-5392
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ

「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。
歳末大売出し　12/26（月）～31（土）

■武居商店 南部市場直売所

営業時間　9：00～16：00
定　休　日　水曜日（12/28除く）　12/31（土）1/1（元日）～4（水）休業
問　合　せ　☎045-774-5331
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩1分

2022年売上TOP3　無限
ヤミツキソース・オリジナ
ルソース・オイルソース

横浜金沢ブランド認定商品　はま昆布ぽん酢・はま昆布つゆ
美味しいタレ・ドレッシングなど直売所価格でお求めいただ
けます。年末大感謝セール、新春初売りセール開催します！

■横浜南部市場水産エリア 土曜市
営業時間　毎月第2・4土曜日　8：00～10：00
問　合　せ　☎045-779-2744（横浜市南部市場水産協同組合）
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分

プロ御用達の鮮魚店など約20店舗が並ぶ水産
棟を一般のお客様向けに開放し、新鮮な魚介
類や鍋材料などを市場価格で購入出来ます。

年末大売出し
12/28（水）～30（金）
7：00～10：00

地元「金沢区」を代表す
る5つの名所・特産品を
パッケージデザインし
た、１セット（5個）ケー

ス入り891円（税込）の「ドリップバッグコーヒー 横濱かねさわブレ
ンド」が第10回横浜金沢ブランドに認定されました。
年末セール　12/30（金）31（土）お楽しみ袋販売
年始セール　1/3（火）4（水）福袋販売 お年玉プレゼントあり
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初日の出初日の出
令和5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5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？

平潟湾　小椋 久照平潟湾　小椋 久照

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。

称名寺市民の森
八角堂広場

称名寺市民の森
八角堂広場

野島公園野島公園

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。

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。そのまま源頼朝ゆかりの瀬戸
神社に初詣にも向かえます。

琵琶島神社琵琶島神社 海の公園海の公園

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。砂浜から眺めてみよう。

称名寺
本年より大晦日に
限り金色のダルマ
みくじを授与いた
します。
また破魔矢、御守
り、紅白ダルマみく
じ、護摩木は例年通
り寺務所玄関にて
授与いたします。

（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 12/31（土）
23：00

（今年も寺関係者で
打ちます）
福守り23：00～　
先着500名様に差
し上げます。

（町屋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 12/31（土）
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
よりバス6、10、11系
統「白山道」または「白
山道公園」より徒歩3分

天然寺
除夜の鐘 12/31（土）
23：45

（1人1打先着108名様）

（町屋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 12/31（土）
23：30～1：00

初薬師護摩法要
1/8（日）14：00

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

正法院
元朝大護摩奉修
1/1（元日）0：00 

赤井不動大護摩法要
1/28（土）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

富岡八幡宮
大祓　12/31（土）
18：00
歳旦祭・初神楽奉納
1/1（元日）0：00

（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

手子神社
12/31（土）23：00
～1/1（元日）18：00
1/2（月振休）～5（木）
9：00～17：00頃
御札、御守の授与、
祈祷の受付をいた
します。

（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12分・バス文
6.7.10.11系統「小泉」
よりすぐ

浅間神社
お札の授与あり。お振
舞いはありません。
参道はライト点灯
いたします。

（谷津町432）
京急「金沢文庫駅」西口
より徒歩7分

瀬戸神社
茅の輪神事
12/31（土）15:00
※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。
歳旦祭　鶏鳴神事
1/1（元日）0：00
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

野島稲荷神社
歳旦祭 12/31（土）
16：00～1/1（元日）
8：00頃　
お札、お守り、御朱
印の販売あり。
お振舞い、お囃子な
どはありません。

（野島町23-1）
シーサイドライン「野島
公園駅」より徒歩10分

龍華寺
除夜の鐘 12/31（土）
0：00～1：30

（1人1打）
元旦祈祷及び大黒
天護摩供修行 
1/1（元日）

初不動護摩供修行 
1/28（土）

（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

一年の終わりは厄払いをして除夜の鐘をつき、清新な気持ちで新年を迎えたいものです。
年末年始は横浜金沢の寺院・神社へお出かけください。
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。

横浜金沢の寺社の初詣・正月横浜金沢の寺社の初詣・正月横浜金沢の寺社の初詣・正月
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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

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

シーサイドライン
39年の歴史に“感謝”を込めて…
横浜シーサイドライン設立３９周年
記念硬券好評発売中！
シーサイドラインでは、会社設立39周年
を記念した硬券を発売中です！
表紙は「39」をかたどった窓から
歴代の車両（1000型・2000型）
が見え、中面や裏表紙には建設途
中の写真や金沢八景駅の新旧駅
舎など、貴重な写真が多数使われ
ているこだわりのデ
ザインで、中面の年表
とあわせてシーサイ
ドラインのこれまで
の歩みを振り返るこ
とができるものと
なっています。
1,000円（税込）

販売場所　シーサイドライン新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅窓口
　　　　　※この記念硬券は入場券・乗車券としてご利用いただけません。
　　　　　※購入時のシリアルナンバーはランダムとなります。
　　　　　※数量限定発売のため、売切れの際はご容赦ください。

限定500
セット

大好評の「鉄下」も復活！
シーサイドライン新グッズ好評発売中！
大好評の「鉄下」がいよいよ復活！今回
は2020年3月に発売した2000型オ
リジナルデザインがよりリアルになっ
て再販です。
＊鉄下（2000型）
　400円（税込）

2000型ラバーキーホルダーの新しい
仲間に46編成・48編成バージョンが
加わりました！
＊ラバーキーホルダー（46編成・48編成）
　各600円（税込）

大人気トートバッグに新色が
登場！今回、2000型デザイン
はシックな「ブラック×ホワイ
ト」、沿線風景デザインは鮮や
かな「アイボリー×ブルー」の
組み合わせ！
＊トートバッグ
　（2000型・沿線風景）新色
　各1,200円（税込）

販売場所　シーサイドライン新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅窓口・金沢区役所売店
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)

THANK YOU

横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！

弁財天
べん ざい てん

瀬戸神社
せ と じんじゃ

金沢区瀬戸18-14

源頼朝が古代からの聖地でもあった瀬戸に三島明神
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、立身出世、夫婦和合、
縁結び、また音楽・技芸の守り神として古
来崇敬さ
れていま
す。

び　わ　じまじん

じゃ

金沢区洲崎町9-31

源頼朝が文治年中に六浦山中に建てた浄願寺が始ま
りといわれています。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。

800年以上の歴史を有する寺には貴
重な宝物が所蔵され、牡丹などの花の
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。

令和4年10月より
「和田弘雅」住職（右）
に交代しました！

金沢区町屋町16-28

曹洞宗の寺で創建は宝治元年（1247年）開基は執権
北条時頼とされており、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。寺は数回の火災等に
遭いましたが、大永元年（1521年）北条氏繁が養拙

宗牧（ようせつしゅう
ぼく）大和尚を招いて
開山し再興しました。
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。

金沢区釜利谷東3-4-24

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、今日までご祈祷（家内安全、交通安
全など）が続けられています。

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。

金沢区富岡東3-23-21

天正２年（1574）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。毎
年３月には厳
修される芋観

音の縁日は多くの参拝者で
にぎわいます。また直木賞に
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。

金沢区柴町214

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。昔から一村一ケ
寺の形を残したお寺です。境内からは柴漁港、八景島

を眼下に東京湾を見渡
せます。
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。

金沢区富岡東4-5-41

約800年前、建久２年（1191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、現在ま
で八幡さまと一緒にお祀りしています。

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
されてきました。

大黒天
だい こく てん

龍華寺
りゅう げ じ

毘沙門天
び しゃ もん

伝心寺
でんしん じてん

寿老人
じゅ ろう じん

寶蔵院
ほうぞういん

福禄寿
ふく ろく じゅ

正法院
しょうぼういん

蛭子尊
え　び　す

富岡八幡宮
とみおかはちそん まんぐう

長昌寺
ちょうしょう じ

布袋尊
ほ　て　い そん第19回横浜金澤七福神スタンプラリー

※荒天時中止

横浜・八景島シーパラダイスを

ゴールとするスタンプラリーは、

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。回る順番は自由です。７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

（カーニバルハウス前）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。（おひとり様1つ限り）

1月8日（日）
9：00～　　
　　16：00

横浜金澤七福神オリジナルグッズ販売！
7寺社・金沢区役所売店・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7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円（各寺社）

●色紙：500円　御朱印：300円（1カ所）

●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）

参加費　無料

※八景島のスタンプは1/8
（日）にゴールで押すこと
ができます。
1/1（元日）～31（火）（8

（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。

主　催　一般社団法人横浜金沢観光協会
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　一般社団法人横浜金沢観光協会
　　　　☎045-780-3431（月～金曜日9：00～17：00）
当日開催の案内　☎050-3159-6791
　　　　　　　　　(当日7：30から。一部の携帯、PHSからはかけられません)
＊ご参拝、ご参加の際は感染症対策にご協力ください。

御朱印帳

色紙 福笹

どんぶらどんぶら
七福神

横浜金澤七福神
クリアファイル

横浜金澤七福神御開帳 1月1日（元日）
　 ～8日（日）
9：00～16：00

七福神マップを持って出かけよう！
海と緑と歴史のまち横浜金沢。「横浜金澤七福神マップ」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？
柳原良平先生（1931～2015）の絵本「どんぶらどんぶら七福神」のかわいらし
い親しみのある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。

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
進行されています。

マップ配布場所　７寺社、京急「京急富岡駅・金沢文庫駅・金沢八景駅」、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

4 5



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

シーサイドライン
39年の歴史に“感謝”を込めて…
横浜シーサイドライン設立３９周年
記念硬券好評発売中！
シーサイドラインでは、会社設立39周年
を記念した硬券を発売中です！
表紙は「39」をかたどった窓から
歴代の車両（1000型・2000型）
が見え、中面や裏表紙には建設途
中の写真や金沢八景駅の新旧駅
舎など、貴重な写真が多数使われ
ているこだわりのデ
ザインで、中面の年表
とあわせてシーサイ
ドラインのこれまで
の歩みを振り返るこ
とができるものと
なっています。
1,000円（税込）

販売場所　シーサイドライン新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅窓口
　　　　　※この記念硬券は入場券・乗車券としてご利用いただけません。
　　　　　※購入時のシリアルナンバーはランダムとなります。
　　　　　※数量限定発売のため、売切れの際はご容赦ください。

限定500
セット

大好評の「鉄下」も復活！
シーサイドライン新グッズ好評発売中！
大好評の「鉄下」がいよいよ復活！今回
は2020年3月に発売した2000型オ
リジナルデザインがよりリアルになっ
て再販です。
＊鉄下（2000型）
　400円（税込）

2000型ラバーキーホルダーの新しい
仲間に46編成・48編成バージョンが
加わりました！
＊ラバーキーホルダー（46編成・48編成）
　各600円（税込）

大人気トートバッグに新色が
登場！今回、2000型デザイン
はシックな「ブラック×ホワイ
ト」、沿線風景デザインは鮮や
かな「アイボリー×ブルー」の
組み合わせ！
＊トートバッグ
　（2000型・沿線風景）新色
　各1,200円（税込）

販売場所　シーサイドライン新杉田駅・並木中央駅・金沢八景駅窓口・金沢区役所売店
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)

THANK YOU

横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！横浜金澤七福神めぐりには便利なシーサイドラインをご利用下さい！

弁財天
べん ざい てん

瀬戸神社
せ と じんじゃ

金沢区瀬戸18-14

源頼朝が古代からの聖地でもあった瀬戸に三島明神
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、立身出世、夫婦和合、
縁結び、また音楽・技芸の守り神として古
来崇敬さ
れていま
す。

び　わ　じまじん

じゃ

金沢区洲崎町9-31

源頼朝が文治年中に六浦山中に建てた浄願寺が始ま
りといわれています。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。

800年以上の歴史を有する寺には貴
重な宝物が所蔵され、牡丹などの花の
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。

令和4年10月より
「和田弘雅」住職（右）
に交代しました！

金沢区町屋町16-28

曹洞宗の寺で創建は宝治元年（1247年）開基は執権
北条時頼とされており、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。寺は数回の火災等に
遭いましたが、大永元年（1521年）北条氏繁が養拙

宗牧（ようせつしゅう
ぼく）大和尚を招いて
開山し再興しました。
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。

金沢区釜利谷東3-4-24

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、今日までご祈祷（家内安全、交通安
全など）が続けられています。

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。

金沢区富岡東3-23-21

天正２年（1574）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。毎
年３月には厳
修される芋観

音の縁日は多くの参拝者で
にぎわいます。また直木賞に
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。

金沢区柴町214

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。昔から一村一ケ
寺の形を残したお寺です。境内からは柴漁港、八景島

を眼下に東京湾を見渡
せます。
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。

金沢区富岡東4-5-41

約800年前、建久２年（1191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、現在ま
で八幡さまと一緒にお祀りしています。

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
されてきました。

大黒天
だい こく てん

龍華寺
りゅう げ じ

毘沙門天
び しゃ もん

伝心寺
でんしん じてん

寿老人
じゅ ろう じん

寶蔵院
ほうぞういん

福禄寿
ふく ろく じゅ

正法院
しょうぼういん

蛭子尊
え　び　す

富岡八幡宮
とみおかはちそん まんぐう

長昌寺
ちょうしょう じ

布袋尊
ほ　て　い そん第19回横浜金澤七福神スタンプラリー

※荒天時中止

横浜・八景島シーパラダイスを

ゴールとするスタンプラリーは、

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。回る順番は自由です。７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

（カーニバルハウス前）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。（おひとり様1つ限り）

1月8日（日）
9：00～　　
　　16：00

横浜金澤七福神オリジナルグッズ販売！
7寺社・金沢区役所売店・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7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円（各寺社）

●色紙：500円　御朱印：300円（1カ所）

●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）

参加費　無料

※八景島のスタンプは1/8
（日）にゴールで押すこと
ができます。
1/1（元日）～31（火）（8

（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。

主　催　一般社団法人横浜金沢観光協会
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　一般社団法人横浜金沢観光協会
　　　　☎045-780-3431（月～金曜日9：00～17：00）
当日開催の案内　☎050-3159-6791
　　　　　　　　　(当日7：30から。一部の携帯、PHSからはかけられません)
＊ご参拝、ご参加の際は感染症対策にご協力ください。

御朱印帳

色紙 福笹

どんぶらどんぶら
七福神

横浜金澤七福神
クリアファイル

横浜金澤七福神御開帳 1月1日（元日）
　 ～8日（日）
9：00～16：00

七福神マップを持って出かけよう！
海と緑と歴史のまち横浜金沢。「横浜金澤七福神マップ」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？
柳原良平先生（1931～2015）の絵本「どんぶらどんぶら七福神」のかわいらし
い親しみのある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。

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
進行されています。

マップ配布場所　７寺社、京急「京急富岡駅・金沢文庫駅・金沢八景駅」、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
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第10回横浜金沢ブランド認定商品販売中！
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横浜金沢ブランドとは・・・
横浜金沢を訪れる皆さんに金沢区の魅力を、また区民に地元を記憶する
良質商品を提供している横浜金沢ブランド。 これから育っていく商品、現
在の横浜金沢を代表する商品、それぞれに「ものづくり」の精神が込めら
れています。

新たに9商品が仲間入りしました！

ドリップバッグコーヒー横濱かねさわブレンド
１セット（5個）891円（税込）

金沢区を代表する5つの名所・特産品を
パッケージデザインした、ドリップバッグ
コーヒー。１セット（5個）ケース入り。デザ
インは金沢区在住のグラフィックデザイ
ナー棚澤ハナエが手掛けました。高級スペ
シャルティコーヒーのコスタリカとコロン
ビアをブレンドした、フルーティーな香り
と調和のとれた味わいが広がります。

販売店　自家焙煎珈琲工房ちろりや
　　　　☎045-367-9371

アジフライコッペパン　1個335円（税込）

ブレーメン本店前の柴漁港
で水揚げされた新鮮なアジ
をさばいてフライにしま
す。揚げたてのまま、ウス
ターソースにくぐらせ、
キャベツと一緒に特製の
コッペパンにサンド。フレ
ンチマスタードを隠し味に
少々。ふわふわのコッペパ
ンとサックリアジフライの
サンドイッチです。

太刀魚タコスドック　1個449円（税込）

神奈川みかんあんぱん　１個226円（税込）

卵や牛乳などをたっぷり使用したリッチ
なパン生地に神奈川県産みかん（柴シーサ
イドファームなど）のエキスをねり込んだ
白あんをぎっしり包んで焼き上げました。
マーマレードをトッピングすることで爽
やかなパンに仕上げました。みかんあん、
マーマレードはアマンダリーナと共同開
発しました。
販　売　店　有限会社ブレーメン
販売場所　ブレーメン（本店）
　　　　　☎045-788-0520
　　　　　ブレーメン（ユニオンセンター店）
　　　　　☎080-7229-0708

はま昆布つゆ　200ml 389円（税込）　500ml 670円（税込）

コンブで地球を救え！幸海ヒーローズが取り組む横浜
金沢産昆布を刻んで使用した、風味豊かな昆布つゆで
す。3倍に希釈してめんつゆとして、そのまま正油の様に
豆腐や野菜（きゅうり・大根）にかけてもご使用いただけ
ます。

販　売　店　株式会社武居商店
　　　　　☎045-774-5331
販売場所　武居商店直売所（食の専門店街内）、自社自動販売機、
　　　　　マルキュウ食堂、金沢区役所売店他

ぶんこのこんぶ塩（プレーン・青パパイヤ・梅）
１個810円（税込）

海の環境を考慮して、金沢文庫の沖で
養殖したコンブを横浜生まれの高温
アクアガス乾燥機で粉末にしました。
金沢区では中世の昔より大切な産業
の一つとして、塩田による塩づくりが
行われていました。現在の最先端の製
法で、独自の世界の塩と共にブレンド
しました。

販　売　元　一般社団法人里海イニシアティブ
　　　　　☎080-8147-1002
販売場所　ワタナベ水産（南部市場内水産棟内　☎045-779-2847）

コンブコーディングサウナハットbyぶんこのこんぶ
１個15,260円（税込）

世界初、コンブを使用した“コンブコーティ
ング”による吸水・保水性に優れたサウナ
ハット。金沢八景沖で温暖化対策の為に計
画養殖をしたぶんこのこんぶをコーディン
グの原料とした画期的な商品です。綿素材
に比べ吸水性に優れ保水性に高く、高温環
境による髪の乾燥を防ぎ、髪の潤いを守り
ます。

販　売　店　幸海ヒーローズ（サトーシステムエンジニアリング株式会社）
　　　　　☎045-567-8156
販売場所　販売の詳細はお電話にてお問合せください。

横浜クグロフ（ミニサイズ）季節の柑橘味　3個入508円（税込）

販　売　店　株式会社ヨコハマトレーディング
　　　　　☎045-791-5110
販売場所　MDCアウトレットセール開催時
　　　　　（自社敷地内または会館）

横浜金澤黒船石けん　１個（140g）1,100円（税込）

瀬ケ崎小学校の子どもたちのアイデアをもとに、
地元企業、大学とコラボして誕生しました。制作に
は太陽油脂㈱の協力。地元の竹を粉砕した竹炭パ
ウダーとぶんこのこんぶ、アマンダリーナのみか
んの皮を粉砕した陳皮パウダー入りで保湿効果あ
る石けんです。パーム油のみにつけられるRSPO
の油脂を使用し、環境に配慮しています。

販　売　店　SDGs横浜金澤リビングラボ
　　　　　☎080-5696-7230（奥井）
販売場所　光栄堂薬局（☎045-701-9055）

ブレーメン本店前の柴漁
港で水揚げされた新鮮な
タチウオをお店でさばい
てフライにし、ソフトフ
ランスパンにはさみまし
た。サルサソースやトマ
トで爽やかなフィッシュ
タコス味仕上げました。

フランス・アルザス地方が発祥とされ、その後
ヨーロッパ各地で作られるようになったといわ
れる、焼菓子のクグロフ。柴シーサイドファーム
の夏みかんの皮の砂糖漬けを生地に入れてバ
ターケーキスタイルで焼き上げています。ミニ
サイズで食べやすく、地産地消を目指した商品
です。

横浜金沢ブランドカタログリニューアル
お気に入りの商品をぜひ見つけてください。

横浜金沢ブランド全42品の詳細は
HPでもご覧いただけます。

配布場所　認定事業者店舗、金沢区役所、横浜金沢観光協会事務所他

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
　　　　　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。
　　　　　※一部商品の取扱いのない販売場所もあります。
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

数量限定
500個

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（マリンVer）

1,320円（税込）

イチオシ!! 横浜金沢観光協会オリジナルグッズ

鎌倉殿×横浜金沢オリジナル
クリアファイル（A4サイズ）

330円（税込）

裏表

缶バッジ
鎌倉殿×横浜金沢 武将ぼたんちゃん・
金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

3個セット 各220円（税込）

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん 
シーサイドラインオリジナルキャ
ラクターキラキラ☆シーたん
コラボキーホルダー(武将Ver)

770円（税込）
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、金沢区役所売店

　　　　まるごと一冊金沢区！
「横浜金沢魅力帳
まち歩きもち歩きガイド」

（A5サイズ）500円（税込）

他にも
オリジナルグッズが

たくさん！！

リニューアル

NEW

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 ＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「横浜金澤七福神めぐり」

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：12/27（火）

1/7（土） 9：30～13:00

金沢文庫駅→正法院（福禄寿）→伝心寺（毘沙門天）→
龍華寺（大黒天）→瀬戸神社（弁財天）→金沢八景駅→ 

（シーサイドライン乗車）→海の公園柴口駅→寶蔵院
（寿老人）→八景島駅→（シーサイドライン乗車）→鳥
浜駅→長昌寺（布袋尊）→富岡八幡宮（蛭子尊）（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

＊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-2＞
「金沢で助けられた照手姫」

※1時間の講演（説経節「をぐり」から、照手姫について
の説明）

※集合場所やコースが変更になる場合がります。
募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢地区センター
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：1/18（水）

1/28（土） 9：30～13:00

金沢地区センター→姫小島水門跡→瀬戸神社→泥牛
庵→上行寺→千光寺跡・油堤→六浦公園→塩場住宅
→三艘町内会館→諏訪之橋→諏訪神社→六浦地区セ
ンター→（千光寺）→六浦駅（解散）

＜横浜ボランティアガイド協議会連携ガイド＞
「塩の道を歩く」

募　　集：50名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：六浦駅改札口
コ　ー　ス：5㎞、3時間
申込締切：1/25（水）

2/4（土） 9：30～12:30

六浦駅→諏訪之橋→光傳寺→宝樹院→鼻欠け地蔵→
旧六浦道→上総介塔→朝夷奈切通→熊野神社→三郎
の滝→梶原太刀洗水→十二所神社→光触寺[解散]→
十二所バス停

【『横浜金沢魅力帳』を歩く-4】
「早春ウオーキング・金沢の梅を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
受付場所：金沢文庫駅西口広場
コ　ー　ス：6㎞、3時間
申込締切：2/8（水）
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

2/18（土） 9：30～12:30

金沢文庫駅→六国峠ハイキングコース入口→能見堂
跡→関ケ谷不動尊→不動池→阿王ケ台公園→金蔵院
→金沢自然公園→釜利谷小川アメニティ→手子神社

（解散）

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅱ＞
「芋観世音への道」

受付時間：9：00～9：30
集合場所：杉田駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：2/22（水）

3/5（日） 9：30～12:30

杉田駅→東漸寺→聖天橋跡→杉田劇場跡→杉田八幡
神社→妙法寺→青砥坂→青砥産土社→北台展望台→
富岡総合公園→長昌寺[芋観世音御開帳・解散]⇒京
急富岡駅
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横浜金沢を訪れる皆さんに金沢区の魅力を、また区民に地元を記憶する
良質商品を提供している横浜金沢ブランド。 これから育っていく商品、現
在の横浜金沢を代表する商品、それぞれに「ものづくり」の精神が込めら
れています。

新たに9商品が仲間入りしました！

ドリップバッグコーヒー横濱かねさわブレンド
１セット（5個）891円（税込）

金沢区を代表する5つの名所・特産品を
パッケージデザインした、ドリップバッグ
コーヒー。１セット（5個）ケース入り。デザ
インは金沢区在住のグラフィックデザイ
ナー棚澤ハナエが手掛けました。高級スペ
シャルティコーヒーのコスタリカとコロン
ビアをブレンドした、フルーティーな香り
と調和のとれた味わいが広がります。

販売店　自家焙煎珈琲工房ちろりや
　　　　☎045-367-9371

アジフライコッペパン　1個335円（税込）

ブレーメン本店前の柴漁港
で水揚げされた新鮮なアジ
をさばいてフライにしま
す。揚げたてのまま、ウス
ターソースにくぐらせ、
キャベツと一緒に特製の
コッペパンにサンド。フレ
ンチマスタードを隠し味に
少々。ふわふわのコッペパ
ンとサックリアジフライの
サンドイッチです。

太刀魚タコスドック　1個449円（税込）

神奈川みかんあんぱん　１個226円（税込）

卵や牛乳などをたっぷり使用したリッチ
なパン生地に神奈川県産みかん（柴シーサ
イドファームなど）のエキスをねり込んだ
白あんをぎっしり包んで焼き上げました。
マーマレードをトッピングすることで爽
やかなパンに仕上げました。みかんあん、
マーマレードはアマンダリーナと共同開
発しました。
販　売　店　有限会社ブレーメン
販売場所　ブレーメン（本店）
　　　　　☎045-788-0520
　　　　　ブレーメン（ユニオンセンター店）
　　　　　☎080-7229-0708

はま昆布つゆ　200ml 389円（税込）　500ml 670円（税込）

コンブで地球を救え！幸海ヒーローズが取り組む横浜
金沢産昆布を刻んで使用した、風味豊かな昆布つゆで
す。3倍に希釈してめんつゆとして、そのまま正油の様に
豆腐や野菜（きゅうり・大根）にかけてもご使用いただけ
ます。

販　売　店　株式会社武居商店
　　　　　☎045-774-5331
販売場所　武居商店直売所（食の専門店街内）、自社自動販売機、
　　　　　マルキュウ食堂、金沢区役所売店他

ぶんこのこんぶ塩（プレーン・青パパイヤ・梅）
１個810円（税込）

海の環境を考慮して、金沢文庫の沖で
養殖したコンブを横浜生まれの高温
アクアガス乾燥機で粉末にしました。
金沢区では中世の昔より大切な産業
の一つとして、塩田による塩づくりが
行われていました。現在の最先端の製
法で、独自の世界の塩と共にブレンド
しました。

販　売　元　一般社団法人里海イニシアティブ
　　　　　☎080-8147-1002
販売場所　ワタナベ水産（南部市場内水産棟内　☎045-779-2847）

コンブコーディングサウナハットbyぶんこのこんぶ
１個15,260円（税込）

世界初、コンブを使用した“コンブコーティ
ング”による吸水・保水性に優れたサウナ
ハット。金沢八景沖で温暖化対策の為に計
画養殖をしたぶんこのこんぶをコーディン
グの原料とした画期的な商品です。綿素材
に比べ吸水性に優れ保水性に高く、高温環
境による髪の乾燥を防ぎ、髪の潤いを守り
ます。

販　売　店　幸海ヒーローズ（サトーシステムエンジニアリング株式会社）
　　　　　☎045-567-8156
販売場所　販売の詳細はお電話にてお問合せください。

横浜クグロフ（ミニサイズ）季節の柑橘味　3個入508円（税込）

販　売　店　株式会社ヨコハマトレーディング
　　　　　☎045-791-5110
販売場所　MDCアウトレットセール開催時
　　　　　（自社敷地内または会館）

横浜金澤黒船石けん　１個（140g）1,100円（税込）

瀬ケ崎小学校の子どもたちのアイデアをもとに、
地元企業、大学とコラボして誕生しました。制作に
は太陽油脂㈱の協力。地元の竹を粉砕した竹炭パ
ウダーとぶんこのこんぶ、アマンダリーナのみか
んの皮を粉砕した陳皮パウダー入りで保湿効果あ
る石けんです。パーム油のみにつけられるRSPO
の油脂を使用し、環境に配慮しています。

販　売　店　SDGs横浜金澤リビングラボ
　　　　　☎080-5696-7230（奥井）
販売場所　光栄堂薬局（☎045-701-9055）

ブレーメン本店前の柴漁
港で水揚げされた新鮮な
タチウオをお店でさばい
てフライにし、ソフトフ
ランスパンにはさみまし
た。サルサソースやトマ
トで爽やかなフィッシュ
タコス味仕上げました。

フランス・アルザス地方が発祥とされ、その後
ヨーロッパ各地で作られるようになったといわ
れる、焼菓子のクグロフ。柴シーサイドファーム
の夏みかんの皮の砂糖漬けを生地に入れてバ
ターケーキスタイルで焼き上げています。ミニ
サイズで食べやすく、地産地消を目指した商品
です。

横浜金沢ブランドカタログリニューアル
お気に入りの商品をぜひ見つけてください。

横浜金沢ブランド全42品の詳細は
HPでもご覧いただけます。

配布場所　認定事業者店舗、金沢区役所、横浜金沢観光協会事務所他

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
　　　　　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。
　　　　　※一部商品の取扱いのない販売場所もあります。
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

数量限定
500個

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（マリンVer）

1,320円（税込）

イチオシ!! 横浜金沢観光協会オリジナルグッズ

鎌倉殿×横浜金沢オリジナル
クリアファイル（A4サイズ）

330円（税込）

裏表

缶バッジ
鎌倉殿×横浜金沢 武将ぼたんちゃん・
金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん

3個セット 各220円（税込）

金沢区幸せお届け大使ぼたんちゃん 
シーサイドラインオリジナルキャ
ラクターキラキラ☆シーたん
コラボキーホルダー(武将Ver)

770円（税込）
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、金沢区役所売店

　　　　まるごと一冊金沢区！
「横浜金沢魅力帳
まち歩きもち歩きガイド」

（A5サイズ）500円（税込）

他にも
オリジナルグッズが

たくさん！！

リニューアル

NEW

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 ＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「横浜金澤七福神めぐり」

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：12/27（火）

1/7（土） 9：30～13:00

金沢文庫駅→正法院（福禄寿）→伝心寺（毘沙門天）→
龍華寺（大黒天）→瀬戸神社（弁財天）→金沢八景駅→ 

（シーサイドライン乗車）→海の公園柴口駅→寶蔵院
（寿老人）→八景島駅→（シーサイドライン乗車）→鳥
浜駅→長昌寺（布袋尊）→富岡八幡宮（蛭子尊）（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

＊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-2＞
「金沢で助けられた照手姫」

※1時間の講演（説経節「をぐり」から、照手姫について
の説明）

※集合場所やコースが変更になる場合がります。
募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：金沢地区センター
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：1/18（水）

1/28（土） 9：30～13:00

金沢地区センター→姫小島水門跡→瀬戸神社→泥牛
庵→上行寺→千光寺跡・油堤→六浦公園→塩場住宅
→三艘町内会館→諏訪之橋→諏訪神社→六浦地区セ
ンター→（千光寺）→六浦駅（解散）

＜横浜ボランティアガイド協議会連携ガイド＞
「塩の道を歩く」

募　　集：50名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：六浦駅改札口
コ　ー　ス：5㎞、3時間
申込締切：1/25（水）

2/4（土） 9：30～12:30

六浦駅→諏訪之橋→光傳寺→宝樹院→鼻欠け地蔵→
旧六浦道→上総介塔→朝夷奈切通→熊野神社→三郎
の滝→梶原太刀洗水→十二所神社→光触寺[解散]→
十二所バス停

【『横浜金沢魅力帳』を歩く-4】
「早春ウオーキング・金沢の梅を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
受付場所：金沢文庫駅西口広場
コ　ー　ス：6㎞、3時間
申込締切：2/8（水）
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

2/18（土） 9：30～12:30

金沢文庫駅→六国峠ハイキングコース入口→能見堂
跡→関ケ谷不動尊→不動池→阿王ケ台公園→金蔵院
→金沢自然公園→釜利谷小川アメニティ→手子神社

（解散）

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅱ＞
「芋観世音への道」

受付時間：9：00～9：30
集合場所：杉田駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：2/22（水）

3/5（日） 9：30～12:30

杉田駅→東漸寺→聖天橋跡→杉田劇場跡→杉田八幡
神社→妙法寺→青砥坂→青砥産土社→北台展望台→
富岡総合公園→長昌寺[芋観世音御開帳・解散]⇒京
急富岡駅
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＊正月飾りなどのプラスチック・金
具などは取り外し、当日の12：30
までに持参してください。それ以
降は受付ません。

＊当日前のお持ち込みは厳禁です。
※当日、天候悪化等で火入れが出来
なくなった場合、お出しいただい
たものは観光協会が適切に対応
させていただきます。

地
域
の
イ
ベ
ン
ト 

横
浜
金
沢
冬
の
風
物
詩

第28回

正月飾りや門松、書初めを持ってみんな集まれ！
願い事、書初め、模擬店など
※小どんどでのお団子焼きの開催はありません。

10：00～15：00
令和5年1月21日（土） ※小雨決行・荒天時中止

火入れは13：00の予定
＊火入れ役は金沢小学校
　卯年の児童の皆さん他

主　催　一般社団法人横浜金沢観光協会
共　催　金沢区役所、（公財）横浜市緑の協会
協　力　金沢消防団、金沢消防署、金沢地区連合町内会、金沢南部地区連合町内会、金沢区青少年指導員協議会、（株）金沢臨海サービス、横浜市立金沢小学校、（株）横浜八景島
　　　　金沢交通安全協会、横浜市立金沢動物園、金沢区木遣囃子連絡協議会
問合せ　一般社団法人横浜金沢観光協会
　　　　☎045-780-3431（月～金曜日9：00～17：00）
当日開催のお問合せ（7：30から）
　　　　☎050-3159-6791(一部の携帯、PHSからはかけられません)

獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！
獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！
獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！

毎年好評の金沢区木遣囃
子連絡協議会の皆さまの
ご協力により、木遣り、祭
囃子、獅子舞等の披露が
あります。
伝統的な木遣りやお囃子
をぜひご覧ください！

金沢動物園

お願い
人形及びぬいぐるみ、
神棚、仏壇などは出さ
ないでください

豪華賞
品

が当た
る！ ＊横浜・八景島シーパラダイス／ワンデーパスペア／1組

＊横浜シーサイドライン／キラキラ☆シーたんもちもちクッション／3個
＊金沢動物園（横浜市緑の協会）／金沢動物園ペア無料ペア招待券／10組
＊横浜テクノタワーホテル／ご宿泊ペア招待券（朝食付）／1組
＊シーサイド・スパ八景島／シーサイド・スパ八景島ペア無料入館券／5組
＊文明堂食品工業／月三笠詰合せ／20箱
＊ウイッシュボン／横濱レンガ通り６個入り／20箱

お楽しみ大抽選会
12：00より本部テントにて抽選券を配布します（先着700枚 ※1人1枚）　

抽選会：14：15　本部テント前砂浜

模  擬  店
30店（予定）の模擬店が
園路に並びます。
ご注意　飲食をされる場合は砂
浜および芝生をご利用いただ
き、食べ歩きはご遠慮ください。
人と人との間隔を保ち、マスク
飲食にご協力をお願いします。

動物たちのいろんな
ツノを見てみよう！

第28回 どんど焼き 協賛賞品一覧（予定） ＊シャーロン／スモールポテトパイ６個入り／10箱
＊御菓子司 横浜紅谷／お買物券1,000円／10名
＊御菓子処 菊月／かなさわ一番ポテト６個入り／10箱
＊横浜パンの家／マロンブレッド／5本
＊海の公園 かき小屋／お食事券3,000円／2名
＊南部フーズ／椎茸佃煮(袋入）／10個
＊ブレーメン／焼菓子セット／10個
＊横浜金沢観光協会／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／5個
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海の公園　かき小屋
期間限定営業中

営業期間　3/31(金)まで
　　　　　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。

営業期間　3/31(金)まで
　　　　　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。

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。
店内で作っている「カキフライ」や「かき小屋のかき飯」も
大人気!

冬は海苔の旬！野島海岸前に海苔ひびを立てて育てています
美味しい海苔はここで買えます！

＜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6分

海苔の総合問合せ
横浜市漁業協同組合金沢支所　☎045-781-8929

横
浜
金
沢
冬
の
旬

横
浜
金
沢
冬
の
旬

横
浜
金
沢
冬
の
旬

1月 2月
3月

※アクセス等は各施設、観光協会HPなどでご確認ください。

スイセン
泥牛庵・富岡総合公園・金沢自然公園
海の公園
ロウバイ
称名寺・金沢自然公園

ウメ
能見堂跡・称名寺市民の森
富岡総合公園・金沢自然公園
ツバキ
富岡総合公園・金沢自然公園

ウラシマソウ
富岡総合公園
称名寺市民の森
ヨコハマヒザクラ
富岡総合公園
長浜公園
金沢自然公園

菜の花
金沢自然公園
ニリンソウ
称名寺市民の森
タチツボスミレ
富岡総合公園
称名寺市民の森
金沢市民の森

春の訪れを感じる花たちを見に出かけてみませんか？花ごよみ

金沢自然公園 能見堂跡

金沢自然公園

◎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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10

かるた会
1/14（土）
百人一首をお楽しみいただけ
ます。学生ボランティアの皆
さんが教えてくださいます。
初心者・お子さんのご参加歓迎！
参加費　無料
＊かるた遊び
①11：00②11：45③13：15
募　集　各回4名 ※事前
申込先着順（ 12/12（月）
13：00より申込開始）
＊競技かるた披露
12：30～13：15　見学自由
協　力　横浜市立大学 か
るた会

節分
2/3（金） 
福豆をお配りします。（限定
100袋※なくなり次第終了）

施
shi

設
setsu

案
an

内
nai

横浜市立金沢動物園／☎045-783-9100

クリスマス装飾
開催中～12/25（日）
なかよしトンネル内にクリスマスツリー
等を設置します。クリスマスの雰囲気をお
楽しみください。

集めてうれしい！
3園オリジナル
カレンダープレゼント
開催中～25（日）までの土日、1/2（月振休）3（火）
各日入園先着100名様
オリジナルのポスターカレンダーをプレゼ
ント。野毛山、ズーラシアのものと３つ並べ
ると、絵柄がつながります。

お正月特別ガイド
1/2（月振休）・3（火）
お正月にちなんで、縁
起のいい大きな竹をイ
ンドゾウに与えながら
飼育員が解説します。

横浜市　長浜ホール／☎045-782-7371

金沢八景権現山公園／☎045-370-7535

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／横浜・八景島シーパラダイス／金沢八景権現山公園

横浜・八景島シーパラダイス／☎045-788-8888（自動音声）

神奈川県立金沢文庫／☎045-701-9069

旧伊藤博文金沢別邸／☎045-788-1919

海の公園／☎045-701-3450

海の公園ボランティアDAY
12/11（日）10：00～11：30
スタッフと一緒に花壇のお手入れ、自由参加です。受付場所は海の公園HPにてご確認くだ
さい。

マラソン大会
12/11（日） 第3回金沢八景ハーフマラソン
1/22（日） 第6回スポーツメイトラン横浜シーサイド海の公園マラソン大会
1/29（日） 第3回横浜海の公園冬マラソン
2/19（日） 第5回UP RUN横浜シーサイド海の公園マラソン
2/23（木祝） 第4回金沢八景ハーフマラソン
2/25（土） 第50回金沢区ロードレース大会

　　　　フリーマーケット
12/18（日）、1/15（日）、2/26（日）、3/5（日）、3/19（日）
10:00～16:00
場所　柴口駐車場

海の環境を考える親子講座
「海の食育講座」海苔づくり体験（予定）
1/8（日）13：00～15：30（申込受付中）

「金沢の漁港」横浜の漁業の話、漁港見学
2/5（日）13：00～15：30（1/9（月祝）受付開始）

茅葺屋根燻蒸見学会
12/12（月）10：00～11：00　無料
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。
※休館日の為、邸内は見学出来ません。荒天時は中止の場
合あり。

旧伊藤博文金沢別邸のお正月飾り
1/4日（水）～15（日）9：30～15：30　無料　
※休館日1/10（火）除く
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。

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―」

中世日本の寺院では法会という仏教儀礼が開催され、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。
法会を遂行するために人、物、情報が集められ、また法会の開
催を契機に諸史料が作成され、古文書や聖教などとして保管
されてきました。称名寺に伝来し、現在は県立金沢文庫が管
理している国宝「称名寺聖教・金沢文庫文書」は法会の所産
ともいえる史料群です。本展では「法会への招待」と題し、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、中世寺院法
会の豊穣な世界を紹介します。
開催中～１/29（日）
休　館　日　毎週月曜日（1/9日開館）、12/28（水）～1/4（水）、
　　　　　1/10（火）
開館時間　９：00～16：30（入館は16：00まで）
観　覧　料　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

≪次回予告≫
特別展「旅する、大蔵経　―称名寺所蔵宋版一切経の道程―」
寺院に建設された経蔵は、僧侶の共有財産である仏教典籍を
納める施設です。金沢文庫に隣接する称名寺に建てられた経
蔵には、中国・南宋で印刷され、13世紀に「旅してきた」大蔵
経が納められていました。大蔵経は、インドで編纂された三
蔵（仏の教えを記した経蔵、僧団の規範を記した律蔵、仏教の
研究成果を著した論蔵）の漢訳と中国で撰述された著作物
とで構成されており、インドから中国へと「旅してきた」仏
教の歴史が反映されています。本展示では、インド発→称名
寺着の仏教史を、「旅する、大蔵経」―称名寺所蔵 重要文化
財・宋版一切経を中心とする文化財からひもときます。
２/３（金）～3/21（火祝）
休　館　日　毎週月曜日、2/24（金）
開館時間　9：00～16：30（入館は16：00まで）
観　覧　料　一般400円（300円）、20歳未満・学生250円（200

（予　定）　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
※感染防止対策として、入場制限を行う場合があります。

県文　三千仏図（乙本・現在幅）
称名寺所蔵、神奈川県立金沢文庫保管

仏涅槃図　太寧寺所蔵、
神奈川県立金沢文庫保管

再開！

干支にちなんだ撮影スポット
開催中～1/9（月祝）
令 和 ５ 年 の 干
支「ウサギ」に
ち な ん だ 撮 影
ス ポ ッ ト を 設
置します。年賀
状 な ど に ご 活
用ください。

金沢動物園の野良しごと 
2/11（土祝）～26（日）
金沢動物園で行っている環境整備活動を

「野に良い仕事＝野良しごと」として紹介
するパネル展などを実施します。

※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。

シーパラダイスクリスマス
開催中～12/25（日）
イベント割を使ってお得にクリスマスを楽しもう♪
＊「ワンデーパス」を20％引きでご購入いた
だけます。（1/31（火）まで）※ワクチン3回
接種済または確認日の3日前以降の検体採
取による検査結果が陰性であることが条件

動物たちとのプレゼント交換！
「アニマルパフォーマンス
～クリスマスver.～」
①12：00 ②14：30　
場所　フレンドリーサークル
魚たちにクリスマスプレゼント！

「サンタダイバー」
平　日①13：30
土休日①11：00 ②14：00
場所　ドルフィン　ファンタジー アーチ水槽

さまざまな生きものが
登場する大人気のショー

「海の動物たちのショー
～SMILE～クリスマスver.」
平　日①11：00 ②13：30 ③16:00
土休日①11：00 ②12：30 ③14：00 ④16：00
場所　アクアミュージアム4階 アクアスタジアム

期間限定クリスマスメニューで心も体も温かく♪
「クリスマスフェア」※メニューは一例です

「ダッチ オーブンで仕上げる
ローストチキン 」

2,200円
場所 Seafood & Grill YAKIYA

「クリスマス
ツリードリンク 」

各 550円
場所 ケーブルカ―コーヒー

権現山のお正月飾り
1/4（水）～9（月祝） 
日本の伝統的なお正月飾りを
お楽しみください。※見学無料
～期間中イベント～

「七草粥のふるまい」 
1/7（土）10：00～ 
料金　500円（限定20膳※

なくなり次第終了）
場所　旧円通寺客殿内
書道講座
1/8（日）①10：00 ②11：
30 ③13：00 ④14：30 
参　加　料　500円
募集人数　各回5名（事前
申込（先着順））
申　込　み　12/12（月）13：00～
協　　力　金沢区書道協会
～金沢区書道協会作品展示～ 
1/9（月祝）～15（日） 
場　　所　管理休憩棟内

第68回みず色の風コンサート ～
クリスマスの弦の響き～
12/18(日) 13:30開場 14:00開演 
曲目　ボロディン 弦楽四重奏曲第２番、カタロ

ニア民謡“鳥の歌”、クリスマスメドレー他
出演　カルテットN(七澤清隆・七澤裕子

(Vn）、七澤達哉(Vla)、茂木新緑(Vc))
料金　2,000円(前売り、当日共。前売りで完

売の場合当日券の販売はありません）
チケット前売り　販売中
※未就学児童の来場はお断りします。

第5回 TABUNOKIミュージックテラス
～春を呼ぶ！マリンバとサックスとピアノのカーニバル～ 
１/21(土) 13:30開場 14:00開演 
曲目　パッヘルベルのカノン、ミュージカ

ル『マイ・フェア・レディ』より 踊り
明かそう、 『動物の謝肉祭』より他

出演　海野茜(マリンバ)  椿義治(サクソ
フォン) 出口ユミ(ピアノ)

料金　1,000円(前売り、当日共。前売りで完
売の場合当日券の販売はありません)

チケット前売り　12/12(月)
※未就学児童の来場はお断りします。
※エレベーター改修工事実施のお知らせ
12/19（月）～３/31（金）(予定)  エレベー
ターの利用ができません。
12/20（火）～28（水）全施設(ホール・会議室・多
目的ルーム・音楽練習室）の利用ができません。

ひな飾り
2/28（火）～3/5（日） 
江戸時代に建てられた旧円
通寺客殿の伝統的な桃の節
句のしつらえをお楽しみく
ださい。※見学無料

歴史講話とお散歩
「お殿様がいた武州金澤」
3/12(日)10：00～12：00 
歴史講話の後、公園内と米
倉家陣屋跡を散策します。
参加費 500円
募　集 40名 ※事前申込
先着順(2/13(月)13：00よ
り申込開始）
講　師　横浜市歴史博物館
　　　　学芸員 小林紀子氏
会　場　瀬戸神社 大広間
お散歩ガイド NPO法人横
濱金澤シティガイド協会

「昨年の様子」



よこなか観光だより　W200 × H70

※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

12月 ─ december

10：00～12：00
園内の松・竹等を使って、新しい年に自分だ
けの正月飾りを作ってお迎えしませんか。
場　所　長浜公園バックヤード
定　員　20名　　参加費　500円
問合せ　長浜公園管理センター　☎045-782-8004

12/18（日） 長浜公園 第5回植物観察ツアー「正月飾り」を作ろう !!

1月 ─ january
1/7（土） 旧川合玉堂別邸(二松庵)庭園 定期開園

開園時間　10：00～15：00　入場無料・予約不要
【次回開園】２/４（土）、３/４（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

1/14（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、高さ
5mにもなる「どんど」で焚き上げます。
場所　朝比奈町570　内割地区クローバーハイツ下

1/22（日） 長浜公園 第6回植物観察ツアー「どんぐりトトロ」を作ろう !!

10：30～12：00
園内で取れたどんぐりを使って、貴方だけの可
愛いトトロを作ってみませんか。
場　所　長浜公園バックヤード
定　員　20名　　参加費　無料
問合せ　長浜公園管理センター　☎045-782-8004

1/22（日） 八景島ウエルネスウォーキング【金沢北条氏一門の菩提寺・称名寺までの歴史探訪】

10：00～14：00
ガイド　日本ウエルネスウォーキング協会認定インストラクター
集　合　横浜・八景島マリーナ　　定　員　25名（先着）
参加費　3,000円（税込）※横浜・八景島ならではのランチ付き
　　　　※ポール希望の方は500円でレンタルあり
申込み　八景島マリーナ公式HPよりWEB予約または電話
問合せ　一般社団法人横浜港振興協会　八景島事務所　☎045-788-8822

1/29（日） プレイパーク、落ち葉プール

10：00～15：00　※雨天中止
公園内の樹木や地形を利用して自然遊びを満喫しよう！
場　所　富岡総合公園プラタナス広場
ロープ遊具：ブランコ、ハンモック、くもの巣／忍者遊び：手裏剣、パチンコ、手足
歩き／昔遊び：羽根つき、コマまわし、ベーゴマ、お手玉、縄跳び
／その他：ジャンボシャボン玉、キャッチボール／落ち葉プール
参加費　無料 ※申し込み不要
問合せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

2/14（火） 富岡八幡宮 卯陪従（うべえじゅう）

2月 ─ february

夜神楽19：00～
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。卯陪従とは、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

3/2（木）・3（金）・4（土） 雛のつるし飾り＆お細工物展

3月 ─ march

10：00～16：00
場　所　龍華寺 地蔵堂　
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

3/5（日） 長昌寺 芋観音御開帳

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

2/25（土） 第50回金沢区ロードレース大会

8：30～12：30（予定）
３年ぶりに海の公園及び八景島にてロードレース大会を開催します！
対　　象　金沢区・磯子区・栄区在住・在勤・在学・在スポーツクラブの小学４年生以上の人
定　　員　各種目合わせて1,000人（定員に達し次第締め切り）
参　加　費　小学生1,500円、中学生2,000円、一般（高校生以上）3,500円
申込方法　受付中～１/10（火）
右記二次元コードを読み取り、もしくは金沢区役所トップページのトピックス
欄からインターネットにて申込
※詳細は下記二次元コードを読みとり「申込要項」から確認
※本年度は小学生駅伝大会は実施しません。
※雨天決行、荒天の場合中止、感染症等の状況により中止となる場合があります。
問　合　せ　金沢区地域振興課　区民活動支援担当　☎045-788-7805
　　　　　Eメール：kz-sports@city.yokohama.jp

2/18（土） 富岡総合公園 第7回公園ウォーキングツアー『自然観察ウォーキング』

10：00～12：00
 ※荒天の場合は管理センター内での座学になります。
富岡総合公園内を散策しながら植物や野鳥などの観察をします。同時に呼吸法
等ネイチャーウェルネスのプチ体験もあります。
講　師　あおぞら自然共育舎　代表 早川広美氏
集　合　9：50　富岡総合公園管理センター
定　員　15名（先着）　　参加費　無料
申込み　2/11（土祝）より電話・窓口（富岡総合公園管理センター）にて事前予約
問合せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

2/19（日） 長浜公園 第7回植物観察ツアー「バードコール（鳥笛）」を作ろう !!

園内で取れた木とボルトを使って、絵柄オリジナ
ルのバードコール（鳥笛）を作ってみませんか。
場　所　長浜公園バックヤード
定　員　20名　　参加費　無料
問合せ　長浜公園管理センター　☎045-782-8004

11



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


