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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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令和5年3月10日発行

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。
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「横浜金沢魅力発信
 ～石川県の金沢じゃない、
 　　　横浜金沢だよ～！」

こちらのアプリから聴けます♪

FMプラプラ
ios版 Android版

金沢シーサイドFM　85.5MHzは並木にある
ビアレ横浜本館2階「金沢シーサイドFMミッ
クスタジオ」から放送しています。朝9時から
夜10時まで全て生放送！金沢区エリアの超
ローカルな情報を発信しています。

当該番組の問合せ
（一社）横浜金沢観光協会　☎045-780-3431

金沢シーサイドFM 【85.5MHz】

一般社団法人横浜金沢観光協
会提供番組にて、金沢区ゆか
りのゲストが続々登場！
ディープな話を絶賛放送中！

※４月以降、放送スケジュールが
変更になる場合があります。

「横浜金沢魅力発信
 ～石川県の金沢じゃない、
 　　　横浜金沢だよ～！」
毎週月曜日11：00～11：54
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京急富岡駅前本店
能　　　見　　　台　　　店

5/3（水祝）
４年ぶりに帰ってきます

第26回 称名寺薪能
会場　称名寺境内 特設能舞台（雨天時 金沢公会堂）
　　　17：00開演（16：00開場）

4/29（土祝）～5/7（日）まで称名寺境内ライトアップ（予定）

能 「清経（きよつね）」

櫻間右陣  師
さくら ま　う　じん

撮影：三上 文規

狂言 「蝸牛（かぎゅう）」

野村萬斎  師
　の　むらまんさい

撮影：政川 慎治

チケットぴあ 称名寺薪能 検索

第26回「称名寺薪能」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紹介します。
４/８（土）①10：30～12：00
　　　　 ②13：30～15：00
会場　県立金沢文庫大会議室
　　　(金沢町142地下１階）
定員　各回60人（予定）
講師　金春流シテ方　櫻間 右陣 師
料金　各回500円
　　　（前売券・当日券問わず）※
申込　上記チケット販売
　　　①区役所１階エントランスホー

ルで同時に販売

県立金沢文庫による薪能協力講座
～能「清経」と狂言「蝸牛」のたのしみかた～
４/30（日）13：30～15：00
会場　県立金沢文庫大会議室
　　　(金沢町142地下１階）
定員　60人（応募者多数の場合は抽選）
講師　県立金沢文庫
　　　学芸員　貫井　裕恵氏

【前売券】
①金沢区役所1階エントランスホール
　3/11（土）・12（日）9：00～16：00
　（※1人6枚まで 8：00より整理券配布）
②チケットぴあ

　3/11（土）10：00から販売　
③カンフェティ（Confetti）

　3/11（土）10：00から販売
　☎0120-240-540
料　金（前売券）
指定席　S席7,500円　A席7,000円
　　　　B席6,500円
※区役所販売分は各500円引

【当日券】
残券がある場合のみ16：00から称名寺
仁王門横で販売　指定席　※料金は前売
券と同額

チケット販売情報

カンフェティ 称名寺薪能 検索

関連講座
料金　無料※
申込　往復はがき
　　　（１人１枚※複数名の申込不可）
返信面に「薪能協力講座希望」・住所・氏
名・電話番号を記入し、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。
４/13（木）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26回称名寺薪能の
チケットをお持ちの方は団体料金を
適用します。観覧料金はHPをご確認
ください。

問合せ　称名寺薪能実行委員会
　　　　（櫻間會）
☎03-3556-6176
※土日・祝日を除く10：00～17：00

金沢文庫 検索
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花 ご よ み
◆横浜金沢のさくら◆

称名寺
称名寺市民の森に（300本以上）囲まれ、朱色の反
り橋、平橋とのコラボレーションは絶景です。

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

福祉お花見バザー　3/25（土）10：00～13：00
※雨天時は各町内会館でバザーのみ開催

場所　称名寺内広場
バザーと地元のお店の美味しいフードの販売があります。（模擬店の出店は、
フランクフルト・ポップコーンを予定）
主催　金沢南部地区連合町内会・金沢南部地区社会福祉協議会

富岡総合公園
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。

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

　　　　　☎045-774-3003

西柴神代曙桜
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。

野島公園
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。

アクセス　シーサイドライ
ン「野島公園駅」
より徒歩10分

　　　　　☎045-781-8146

海の公園
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。

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

　　　　　☎045-701-3450

◆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。

第23回　八景島あじさい祭
6/3（土）～6/25（日）
会場　八景島各所
お楽しみいただけるイベントを企画中

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

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。

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

　　　　　☎045-701-9992

◆横浜金沢のぼたん◆

龍華寺 ぼたんまつり
4/15（土）～17（月）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。

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

　　　　　☎045-701-6705

旧伊藤博文金沢別邸ぼたんまつり
４/5（水）～25（火）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

和太鼓演奏
4/15（土） ※天候不良時4/16（日）に順延 開催は
HPで要確認
１回目 11：30～11：45／２回目 14：00～14：15
演奏場所　博文邸芝庭　
協　　力　NPO法人横浜都築太鼓
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

アクセス　シーサイドライン「野島公園駅」より
　　　　　徒歩5分
　　　　　☎045-788-1919

◆金沢自然公園（金沢動物園）◆

15数種2,000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。

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）
　　　　　☎045-783-9100

4/29（土祝）長浜公園つつじ祭り
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。

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

問　合　せ　長浜公園　☎045-782-8004

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
入場無料　摘み取り４０本500円

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
　　　　　☎045-701-5387

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。

第8回　八景島バラフェスタ
5/20（土）、21（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。

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

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
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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 【『横浜金沢魅力帳』を歩く 5】
「富岡・長浜桜並木を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：京急富岡駅改札口
コ　ー　ス：6㎞、3時間
申込締切：3/17（金）
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

3/29（水） 9：30～12:30

京急富岡駅→富岡六地蔵→堰の坂（古道）→循環器呼
吸器病センター桜並木→横浜検疫所前桜並木→野口
記念公園（旧細菌検査室・長浜ホール）→小柴自然公
園→長浜水路桜並木→金沢緑地→長浜公園桜並木→
慶珊寺→富岡八幡宮→富岡八幡公園（解散）

＊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。
＊無線ガイドシステムを使用します。ご自分のイヤホ

ン（φ3.5mm）を必ず持参して下さい。
＊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

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「家康と金沢」

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：7㎞、4時間
申込締切：4/7（金）
＊瀬戸神社にて宮司のお話を聞く予定
＊釜利谷地区センターで昼食です。
　お弁当を持参してください。

4/17（月） 9：30～13:30

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→瀬戸神社→瀬戸
橋→龍華寺→金澤八幡神社→旧金沢道→二の橋→金
沢道道標→高札場跡→宿広場→手子神社→釜利谷地
区センター（休憩）→まつ橋→釜利谷小川アメニティ
→自性院・宇賀山王社→禅林寺（「家康忌」解散）

【『横浜金沢魅力帳』を歩く 1】
「金沢の花“牡丹”を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
受付場所：金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：5㎞、3時間
申込締切：4/20（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（当

日、魅力帳の販売あり）

4/30（日） 9：30～12:30

金沢八景駅→瀬戸神社→琵琶島神社→明治憲法草創
の碑→永島亀巣翁功徳碑→旧伊藤博文金沢別邸→野
島橋→龍華寺→称名寺（解散）

＜横浜金沢散歩-1＞
「瀬戸神社とヤマアジサイ

～家康ゆかりの寺社も訪ねて～」

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：5㎞、3時間
申込締切：5/17（水）

5/27（土） 9：30～12:30

金沢文庫駅→君が崎→子聖大権現→称名寺→赤門通
→龍華寺→洲崎公園（平潟湾望む）→琵琶島神社→金
沢八景権現山公園→瀬戸神社

【『横浜金沢魅力帳』を歩く 2】
「八景島のアジサイ」

受付時間：9：00～9：30
受付場所：シーサイドライン八景島駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：6/7（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（当日、魅力帳の販売あり）

6/17（土） 9：30～12:30

シーサイドライン八景島駅→八景島（アジサイ観賞）
→金沢水際線緑地（海辺の散歩道）→シーサイドライ
ン産業振興センター駅（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

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

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

武家政権最初の将軍である源頼朝を崇敬していた家康は、瀬戸神社を参
拝し金沢の地に宿泊をしたそうです。小田原北条氏滅亡後、新たな支配地
域の管理体制を進める過程で、瀬戸神社に百石の社領を寄進する朱印状
を出しました。また、家康の没後には円通寺の裏山に東照宮が祀られて権
現山と呼ばれるようになり、明治になって瀬戸神社に合祀されました。

“横浜金沢にもあった！”徳川家康のゆかりの地

家康 横浜金沢家康 横浜金沢
現在、放送中の大河ドラマ「どうする家康」の
徳川家康ゆかりの地が横浜金沢にもあります。
江戸時代から続く歴史を感じ、巡ってみてはいか
がでしょうか。

瀬戸神社
　せ　　と　じんじゃ 瀬戸18-14　☎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

境内には東照宮から移設された一対の石灯篭がある

元来、この地は入海の瀬戸（狭い海峡）で干満時に急流とな

り、海上交通の難所であったため、5～6世紀の頃から海神を

祀っていたようです。この霊地に源頼朝が挙兵に際して戦勝

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）が平成12年（2000）、国の

重要文化財に指定されたことが特筆されます。国道16号を

挟んで向かい側には北条政子が夫にならって、琵琶湖の竹生

島弁財天を勧請した、琵琶島神社があります。

家康家康

当時、境内山頂から見た風光明媚な景色を気に入った家康は、この地
を何度も訪れました。またこのあたりを海の防衛地として目を付けて
いたようです。家康の没後、お気に入りだったこの場所に東照宮が創
建されたと言われています。

金沢八景権現山公園
かなざわはっけいごんげんやまこうえん

公園開園時間　9:00～17:00
旧円通寺客殿開館時間　9:30～16:30　
入園・入館　無料
休　園　日　毎月第４月曜日
※休日の場合は翌平日
　年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　瀬戸20-3
　　　　　　　　　☎045-370-7535
　　　　　　　　　アクセス
　　　　　　　　　京急、シーサイドライン
　　　　　　　　　「金沢八景駅」よりすぐ

京急「金沢八景駅」の駅前に位置する風致公園で、東照宮とそ
の別当寺であった円通寺の境内の跡地に整備されました。 
園内にある茅葺屋根の「旧円通寺客殿」は、横浜市の特定景観
形成歴史的建造物に指定されており、隣接する横浜市指定天
然記念物である樹叢（じゅそう）とともに、江戸時代の金沢八
景の情景を今に伝えています。 権現山の園内頂上からは平
潟湾が望め、公園の西側にある展望広場からは園内と市街地
が一望できます。園内には、サクラのほか、ウメやモミジなど
の花木が植えられ、歴史的建造物とともに美しい風景を観賞
することができ、訪れた人たちが安らげる憩いの空間となっ
ています。

家康家康

旧円通寺客殿
金沢の代官である八木次郎右衛門によって、万治年間（1658～1661）に
権現山に東照宮が創建され、同じころ東照宮を管理する別当寺として円通
寺も建てられたと推定されています。その後、江戸時代後期の1802年に
東照宮を詣でる人をもてなすため、境内に円通寺客殿が建築されました。

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、禅林寺のある坂本村
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。
4/17（月）禅林寺 徳川家康公供養 御神影公開
11：00～16：00頃まで
毎年家康公の命日に一般公開されます。

竹嵓山　禅林寺
ちくがんざん　ぜんりん　じ 釜利谷東6-40-32　☎045-781-9814

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

伊丹氏一族の墓

下総東昌寺二世能山聚藝禅師に帰依する初代

古河公方足利成氏（しげうじ）は、禅師に、父で

ある持氏（もちうじ）の供養を依頼しました。

これにより禅師は明応2年（1493）5月、先に

持氏が創建した釜利谷の竹嵓山禅林寺に入山

しました。その後、小田原北条氏家臣の江戸衆

重役の伊丹三河守永親(いたみみかわのかみ

ながちか)が先祖供養のために禅林寺を再興

したと伝えられています。墓地には伊丹氏一

族の墓があり、お参りいただけます。

家康家康

頼朝ゆかりの地である金沢を何度も訪れた家康は、瀬戸神社参拝のの
ち、別当寺である龍華寺に立ち寄りました。寺の名前を「立源寺（りつ
げんじ）」と聞き喜び、これを機会に「龍源寺（りゅうげんじ）」と名付け
たとも話が伝わっています。

知足山　龍華寺
　ち　そくざん　りゅう　げ　　じ 洲崎町9-31　☎045-701-6705

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

源頼朝が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（のちに浄願寺と
改名）」が始まりといわれています。その後、戦乱や火災で浄
願寺の伽藍が荒廃したため、明応8年（1499）融弁上人（ゆ
うべんしょうにん）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。貴重な宝物も多く、旧本尊「弥
勒菩薩坐像」（室町時代）のほか、「脱活乾漆造菩薩坐像」（天
平時代）、「木造阿弥陀如来坐像」（平安時代）、「地蔵菩薩坐
像」「木造龍頭」（室町時代）などが、横浜市指定文化財となっ
ています。
牡丹などの華の寺としても知られます。

家康家康

お願い：神社、お寺は静かなところです。ルールを守ってお参りください。

ここにもあるよ！
横浜市金沢公会堂のホワイエに「金沢八景を描いた襖絵」があります

江戸城本丸御殿、中奥御休憩の間 上段の間（徳川将軍の日常生
活の間）に「野島」を中心に描かれた「金沢八景」の襖絵がありま
した。床の間を背に座ると正面に「金沢八景」の襖絵が見えたそ
うです。当時は有名な景勝地であったということが伺えます。

ふすまえ

横浜市金沢公会堂
泥亀2-9-1（金沢区総合庁舎内）
☎045-788-7890
アクセス　京急「金沢文庫駅」より徒歩11分
　　　　　京急「金沢八景駅」より徒歩13分

※襖絵は復元されたものです。
ご覧になりたい方は受付で
お尋ね下さい。
講堂使用時はご覧いただけま
せんのでご了承ください。



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 【『横浜金沢魅力帳』を歩く 5】
「富岡・長浜桜並木を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
集合場所：京急富岡駅改札口
コ　ー　ス：6㎞、3時間
申込締切：3/17（金）
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

3/29（水） 9：30～12:30

京急富岡駅→富岡六地蔵→堰の坂（古道）→循環器呼
吸器病センター桜並木→横浜検疫所前桜並木→野口
記念公園（旧細菌検査室・長浜ホール）→小柴自然公
園→長浜水路桜並木→金沢緑地→長浜公園桜並木→
慶珊寺→富岡八幡宮→富岡八幡公園（解散）

＊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。
＊無線ガイドシステムを使用します。ご自分のイヤホ

ン（φ3.5mm）を必ず持参して下さい。
＊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

＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞
「家康と金沢」

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：7㎞、4時間
申込締切：4/7（金）
＊瀬戸神社にて宮司のお話を聞く予定
＊釜利谷地区センターで昼食です。
　お弁当を持参してください。

4/17（月） 9：30～13:30

金沢八景駅→金沢八景権現山公園→瀬戸神社→瀬戸
橋→龍華寺→金澤八幡神社→旧金沢道→二の橋→金
沢道道標→高札場跡→宿広場→手子神社→釜利谷地
区センター（休憩）→まつ橋→釜利谷小川アメニティ
→自性院・宇賀山王社→禅林寺（「家康忌」解散）

【『横浜金沢魅力帳』を歩く 1】
「金沢の花“牡丹”を巡る」

募　　集：30名
受付時間：9：00～9：30
受付場所：金沢八景駅改札口
コ　ー　ス：5㎞、3時間
申込締切：4/20（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（当

日、魅力帳の販売あり）

4/30（日） 9：30～12:30

金沢八景駅→瀬戸神社→琵琶島神社→明治憲法草創
の碑→永島亀巣翁功徳碑→旧伊藤博文金沢別邸→野
島橋→龍華寺→称名寺（解散）

＜横浜金沢散歩-1＞
「瀬戸神社とヤマアジサイ

～家康ゆかりの寺社も訪ねて～」

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：5㎞、3時間
申込締切：5/17（水）

5/27（土） 9：30～12:30

金沢文庫駅→君が崎→子聖大権現→称名寺→赤門通
→龍華寺→洲崎公園（平潟湾望む）→琵琶島神社→金
沢八景権現山公園→瀬戸神社

【『横浜金沢魅力帳』を歩く 2】
「八景島のアジサイ」

受付時間：9：00～9：30
受付場所：シーサイドライン八景島駅改札口
コ　ー　ス：4㎞、3時間
申込締切：6/7（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（当日、魅力帳の販売あり）

6/17（土） 9：30～12:30

シーサイドライン八景島駅→八景島（アジサイ観賞）
→金沢水際線緑地（海辺の散歩道）→シーサイドライ
ン産業振興センター駅（解散）

大好評！
当日、横浜金沢魅力帳販売あり

500円（税込）

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

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

武家政権最初の将軍である源頼朝を崇敬していた家康は、瀬戸神社を参
拝し金沢の地に宿泊をしたそうです。小田原北条氏滅亡後、新たな支配地
域の管理体制を進める過程で、瀬戸神社に百石の社領を寄進する朱印状
を出しました。また、家康の没後には円通寺の裏山に東照宮が祀られて権
現山と呼ばれるようになり、明治になって瀬戸神社に合祀されました。

“横浜金沢にもあった！”徳川家康のゆかりの地

家康 横浜金沢家康 横浜金沢
現在、放送中の大河ドラマ「どうする家康」の
徳川家康ゆかりの地が横浜金沢にもあります。
江戸時代から続く歴史を感じ、巡ってみてはいか
がでしょうか。

瀬戸神社
　せ　　と　じんじゃ 瀬戸18-14　☎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

境内には東照宮から移設された一対の石灯篭がある

元来、この地は入海の瀬戸（狭い海峡）で干満時に急流とな

り、海上交通の難所であったため、5～6世紀の頃から海神を

祀っていたようです。この霊地に源頼朝が挙兵に際して戦勝

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）が平成12年（2000）、国の

重要文化財に指定されたことが特筆されます。国道16号を

挟んで向かい側には北条政子が夫にならって、琵琶湖の竹生

島弁財天を勧請した、琵琶島神社があります。

家康家康

当時、境内山頂から見た風光明媚な景色を気に入った家康は、この地
を何度も訪れました。またこのあたりを海の防衛地として目を付けて
いたようです。家康の没後、お気に入りだったこの場所に東照宮が創
建されたと言われています。

金沢八景権現山公園
かなざわはっけいごんげんやまこうえん

公園開園時間　9:00～17:00
旧円通寺客殿開館時間　9:30～16:30　
入園・入館　無料
休　園　日　毎月第４月曜日
※休日の場合は翌平日
　年末年始（12/29～1/3）
　　　　　　　　　瀬戸20-3
　　　　　　　　　☎045-370-7535
　　　　　　　　　アクセス
　　　　　　　　　京急、シーサイドライン
　　　　　　　　　「金沢八景駅」よりすぐ

京急「金沢八景駅」の駅前に位置する風致公園で、東照宮とそ
の別当寺であった円通寺の境内の跡地に整備されました。 
園内にある茅葺屋根の「旧円通寺客殿」は、横浜市の特定景観
形成歴史的建造物に指定されており、隣接する横浜市指定天
然記念物である樹叢（じゅそう）とともに、江戸時代の金沢八
景の情景を今に伝えています。 権現山の園内頂上からは平
潟湾が望め、公園の西側にある展望広場からは園内と市街地
が一望できます。園内には、サクラのほか、ウメやモミジなど
の花木が植えられ、歴史的建造物とともに美しい風景を観賞
することができ、訪れた人たちが安らげる憩いの空間となっ
ています。

家康家康

旧円通寺客殿
金沢の代官である八木次郎右衛門によって、万治年間（1658～1661）に
権現山に東照宮が創建され、同じころ東照宮を管理する別当寺として円通
寺も建てられたと推定されています。その後、江戸時代後期の1802年に
東照宮を詣でる人をもてなすため、境内に円通寺客殿が建築されました。

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、禅林寺のある坂本村
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。
4/17（月）禅林寺 徳川家康公供養 御神影公開
11：00～16：00頃まで
毎年家康公の命日に一般公開されます。

竹嵓山　禅林寺
ちくがんざん　ぜんりん　じ 釜利谷東6-40-32　☎045-781-9814

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

伊丹氏一族の墓

下総東昌寺二世能山聚藝禅師に帰依する初代

古河公方足利成氏（しげうじ）は、禅師に、父で

ある持氏（もちうじ）の供養を依頼しました。

これにより禅師は明応2年（1493）5月、先に

持氏が創建した釜利谷の竹嵓山禅林寺に入山

しました。その後、小田原北条氏家臣の江戸衆

重役の伊丹三河守永親(いたみみかわのかみ

ながちか)が先祖供養のために禅林寺を再興

したと伝えられています。墓地には伊丹氏一

族の墓があり、お参りいただけます。

家康家康

頼朝ゆかりの地である金沢を何度も訪れた家康は、瀬戸神社参拝のの
ち、別当寺である龍華寺に立ち寄りました。寺の名前を「立源寺（りつ
げんじ）」と聞き喜び、これを機会に「龍源寺（りゅうげんじ）」と名付け
たとも話が伝わっています。

知足山　龍華寺
　ち　そくざん　りゅう　げ　　じ 洲崎町9-31　☎045-701-6705

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

源頼朝が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（のちに浄願寺と
改名）」が始まりといわれています。その後、戦乱や火災で浄
願寺の伽藍が荒廃したため、明応8年（1499）融弁上人（ゆ
うべんしょうにん）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。貴重な宝物も多く、旧本尊「弥
勒菩薩坐像」（室町時代）のほか、「脱活乾漆造菩薩坐像」（天
平時代）、「木造阿弥陀如来坐像」（平安時代）、「地蔵菩薩坐
像」「木造龍頭」（室町時代）などが、横浜市指定文化財となっ
ています。
牡丹などの華の寺としても知られます。

家康家康

お願い：神社、お寺は静かなところです。ルールを守ってお参りください。

ここにもあるよ！
横浜市金沢公会堂のホワイエに「金沢八景を描いた襖絵」があります

江戸城本丸御殿、中奥御休憩の間 上段の間（徳川将軍の日常生
活の間）に「野島」を中心に描かれた「金沢八景」の襖絵がありま
した。床の間を背に座ると正面に「金沢八景」の襖絵が見えたそ
うです。当時は有名な景勝地であったということが伺えます。

ふすまえ

横浜市金沢公会堂
泥亀2-9-1（金沢区総合庁舎内）
☎045-788-7890
アクセス　京急「金沢文庫駅」より徒歩11分
　　　　　京急「金沢八景駅」より徒歩13分

※襖絵は復元されたものです。
ご覧になりたい方は受付で
お尋ね下さい。
講堂使用時はご覧いただけま
せんのでご了承ください。
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俳句に親しむ
5/20（土）～6/30（金）
※5/22（月）・6/26（月）は

休園日のため除く
9:00～16:30
参加費　無料
5月～6月の権現山公園を
俳句で詠んでご応募くださ
い。

権現山の茶会
5/28（日）
協　　力　横浜市立大学
　　　　　　　　　茶道部
時　　間　10:00～
　　　　　　計7回（予定）
参　加　費　500円
事前予約　4/11（火）

施
shi

設
setsu

案
an

内
nai

横浜市立金沢動物園／☎045-783-9100

春の企画展
開催中～5/28（日）
5/10（水）～16（火）の愛鳥週間にちなん
で、傷病鳥獣保護事業などについてパネル
で紹介します。

Zoo to Wild Fes Spring ～楽し
くSDGzoo～
3/18（土）、19（日）
SDGsをテーマに、楽しみながら動物園か
ら持続可能な社会を考えてみませんか？
環境に配慮した商品の販売や、持続可能な
活動を行っている企業や団体によるブー
ス出展やパネル展示などを実施します。

飼育の日イベント
4/11（火）～4/28（金）
4月19日の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

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

フリーマーケット
3/19（日）10：00～16：00　※雨天時中止
※フリーマーケットは、４月以降も開催予定です。
　日程は海の公園ホームページよりご確認ください。

「第15期 海の環境を考える親子講座」
第1回潮干狩りの楽しみ方
5/21（日）10：00～12：30
申込み　4/17（月）～5/16（火）電話にて受付

第2回魚の観察
6/4（日）10：00～12：30
申込み　5/22（月）～6/3（土）電話にて受付

海の公園潮干狩り
3月～9月頃まで楽しめます。休日などは駐車場が混
雑するため、公共交通機関をご利用ください。

海の公園バーベキュー場
3/18(土)より営業開始予定です。八景島が見渡せる
ロケーションと開放感でお楽しみください。予約は
ホームページよりお願いします。

　　　　　　　　　　 予約はこちら ⇨

花と博文邸
３/21（火祝）～26（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

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。
開催中～3/21（火祝）
休　館　日　月曜日
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

特別展「金沢文庫の肖像―国宝四将像全幅公開―」
武州金沢の古刹・称名寺には、鎌倉幕府の要職を務めた金沢
北条氏の歴代当主の肖像画（四将像）が伝えられています。金
沢北条氏の居館の持仏堂からはじまった称名寺は、北条実時

（1224～76）が叡尊（1201～90）に帰依したことから、律
の寺として改められました。そのため、極楽寺の忍性（1217
～1303）に推挙され、下野薬師寺から開山として迎えられ
た審海（1229～1304）をはじめ、西大寺流の律僧像も多く
伝えられています。本展では、称名寺伝来の肖像を中心に、像
主の追善供養や祖師忌などの法会に関する古文書、聖教のほ
か、ゆかりの袈裟や法具などをあわせてご覧頂きます。
国宝四将像４幅同時展示：4/14（金）～5/7（日）

《同時開催》特別公開「新発見・再発見の仏像―金沢文庫の
研究活動から―」
3/31（金）～5/21（日）
休　館　日　月曜日（5/1（月）は開館）
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
※（　）内は20名以上の団体料金

≪予告≫
特別展「社寺明細帳図―明治13年神奈川県下の神社・寺院の姿―」
5/26（金）～7/23（日）

国宝　北条実時像
（称名寺蔵、神奈川県立金沢文庫保管）

展示期間：3/31（金）～5/7（日）

春・初夏イベントを開催！
開催中～7月上旬
春は国内最多飼育数の５万尾のイワシが魅せる海中桜など、
シーパラならではのお花見イベントをお楽しみいただけます。
八景島では３～４月にソメイヨシノやオオシマザクラなど
約５種700本の桜が、５～６月には約100種500株のバラ
や２万株のあじさいが咲き誇り、島全体が
色彩豊かな花の島となります。「海・島・生
きもの」の魅力がぎっしりつまった、シー
パラならではのお花見イベントをご堪能
ください。

おりがみでこいのぼり
を作ろう
4/22（土）～5/7（日）
※4/24（月）は休園日のた

め除く
9:00～16:30
参加費　無料
管理休憩棟で折り紙2枚と
こいのぼりの折り図をお配
りします。

端午の節句のしつらえ
4/29（土祝）～5/7（日）
9:30～16:30
見学無料
旧円通寺客殿では、五月人
形をしつらえます。

ゴスペルコーラスワークショップ(前期)
4/12・26、5/10・24、6/7・21　すべて水曜日 
各　　回　10：00～11：30 
講　　師　ミッキー フェニックス 
定　　員　30名
受　講　料　10,000円(6回分前払い） 
募集開始　3/11（土）

SU-ZU styleキッズダンス・ワー
クショップ （前期・ステップ１）
4/13・20・4/27・5/11・18　全て木曜日
各　　回　17:15～18:15
講　　師　SU-ZU
定　　員　20名
受　講　料 5,000円(５回分前払い)
募集開始　3/11（土）

SU-ZU styleキッズダンス・ワー
クショップ （前期・ステップ2）
5/25・6/1・8・15・22　全て木曜日
各　　回　17:15～18:15
講　　師　SU-ZU
定　　員　20名
受　講　料　5,000円(５回分前払い)

長浜ホール感謝祭2023
5/28(日) 10:00～16：00（予定） 
出演　長浜ホールを練習拠点として活動

する団体による発表会
料金　無料

第70回みず色の風コンサート
～ピアノトリオの響宴（仮）～
6/11(日)  13:30開場　14：00開演 
出　　演　七澤　清貴（ヴァイオリン）
　　　　　茂木　新緑（チェロ）
　　　　　植田　克己（ピアノ）
曲　　目　モーツァルト
　　　　　　ピアノトリオ K.502
　　　　　ブラームス
　　　　　　ピアノトリオ op.8 
　　　　　他
定　　員　90名（予定）
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　5/11（木）予定 
※未就学児童の来場はお断りします。
イベント他詳細は決定次第、長浜ホール
ホームページにてお知らせします。

13:00～電話にて受付（先着順）
旧円通寺客殿内でお茶会を
開きます。普段着でどうぞ。
※時間・各回募集人数等詳

細は公園HPでお知らせ
します。

歴史講座
「家康が開いた太平の
江戸時代」（仮題）
6/25（日）10:00～11:00
講　　師　桔梗亭兼菊氏
参　加　費　300円
　　　　　（資料代含む）
募集人数　20名
事前予約　5/11（木）
13:00～電話にて受付（先着順）

GWイベント Save the animals
4/29（土祝）～5/7（日）
野生動物や身近な生き物をテーマにした
イベントを実施します。

ズーレンジャークイズラリー
4/29（土祝）～7/2（日）
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。
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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（月） 瀬戸神社例大祭　琵琶島神社神幸祭

5月 ─ may

6/22（木） 畠山重保公顕彰墓参会

6月 ─ june

10：00～11：00　畠山重保公廟所
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に登場した畠山重忠の息子であり、
鎌倉幕府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、重保公ゆかりの東光禅寺・禅林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　横浜金沢文化協会　☎080-3170-8523（内園）

8：00～10：00
毎月第2・第4土曜日に開催。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、新鮮な魚介類を市場価格で購入出来ます。
アクセス　シーサイドライン
　　　　　「南部市場駅」より徒歩5分　
問　合　せ　横浜市南部市場水産協同組合
　　　　　☎045-779-2744

3/11（土）・25（土） 横浜南部市場水産棟エリア　土曜市

5/20（土） 瀬戸神社　居合道奉納演武

10：00～12：30（予定）　※雨天時社務所2階
瀬戸神社境内　入場無料
さまざまな派流の剣士が日本古来の剣術を披露します。
外国人剣士も参加します。
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　日本居合道協会　☎045-783-2298

4月 ─ april
4/1（土） 旧川合玉堂別邸(二松庵)庭園　定期開園

10：00～16：00（※最終入園15：30まで）
入場無料・予約不要

【次回開園】5/6（土）、6/3（土）
ア　ク　セ　ス　京急「京急富岡駅」東口より徒歩２分
　　　　　　富岡東5-19-22
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

4/22（土） 公園ウォーキングツアー

10：00～11：00　※雨天中止
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。
集合時間　 9：50
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　4/11（火）より電話または窓口で受付　
※次回、5/27（土）開催（5/11（木）より申込開始）
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分　
問　合　せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

3/11（土） 金沢区スポ―ツ協会スポーツフェスティバル

10:00～14:30（受付14:00まで）　参加費無料
会　　場　長浜公園・金沢スポーツセンター
サッカー・ターゲットバードゴルフ・ゲートボール体験・
さわやかスポーツ体験・ボウリング体験・卓球体験は当
日直接会場へお越しください。
アクセス　京急「京急富岡駅」より徒歩17分、シーサイド
ライン「並木中央駅」より徒歩7分
問　合　せ　金沢区スポーツ協会事務所（平日10：00～12：00）
　　　　　☎045-782-9234
　　　　　開催可否　金沢区スポーツ協会HP、またはお電話で（当日８:30～９:00受付）

10：00～17：00
ヨーヨー釣り・ゲームブース・金魚すくいなど、縁日を開催
します。
場　　所　花板食堂前
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

3/18（土）・19（日） ブランチ横浜南部市場　子供縁日

3/25（土） 公園ウォーキングツアー「歴史ガイドツアー」

10:00～12:00　※雨天時、管理センター内で座学
横濱金澤シティガイド協会スタッフと園内とその周辺の歴史を探索します。
集合時間　 9：30
集合場所　富岡総合公園管理センター
参　加　費　500円
定　　員　先着30名
申　込　み　3/11（土）より電話または窓口で受付　
アクセス　シーサイドライン「南部市場駅」より徒歩5分　
問　合　せ　富岡総合公園管理センター　☎045-774-3003

3/26（日） 八景市場マルシェ

10:30～15:30
サステナブルをもっと身近に楽しく。魅力的な
フードなどのお店が多数出店します。
場　　所　八景市場　釜利谷東1-46-3
アクセス　京急「金沢文庫駅」より徒歩8分
主　　催　アマンダリーナ
問　合　せ　mail@hamandarina.com

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。※神事
のみになる場合あり
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
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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


