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パート 1
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横濱屋本舗食堂

南部市場内の人気の海鮮料理店、豊富なメニューが人気です。
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横浜ベイサイドマリーナ/
三井アウトレットパーク

南部市場
富岡総合公園

次回、パート２も
お楽しみに！！

鳥浜

１６

首都高湾岸線

京急富岡駅
能見台駅

金沢文庫駅

卍称名寺

文庫小

京急本線

金沢区役所

5

横浜市立大学

金沢八景

柴漁港

直売所と食堂のある漁港
夏の旬はアナゴ、
スズキ、
マゴチ、
ゴマサバ、
アジです♪

柴では古くから漁業が行われ、
７００年の歴史
を誇ります。横浜市の埋立事業に伴って平成
元年に現在の漁港に整備されました。
漁場は主に東京湾の神奈川県側で、
日帰り
の操業となります。
長浜公園
主な漁業は、
小型底びき網漁業で、
他にアナゴ
幸浦
筒漁、一本釣漁、刺網漁などがあります。
現在は休漁日や禁漁区の設定、
さかなのサイ
産業振興センター ズや出荷量を制限したり小さい魚を逃がす漁具
の導入、
稚魚の放流など、
持続的な漁業を目指
して資源管理を行いながら操業しています。
主な漁獲物は、
タチウオ、
アナゴ、
アジ、
イカ、
福浦
スズキ、
タイ、
カレイ、
ヒラメ等で、他にも多く
西柴小
の種類のさかなが水揚げされています。
３５７
漁船の出漁した日曜日（13:30から15:30頃まで）
9
は直売所で獲れたての海の幸が買えます。
柴漁港
（天候等により漁船が出漁しない日は直売所は
市大医学部
7
休業します）
海の公園柴口
毎週金、
土、
日、
祭日は、
漁協直営食堂
『小柴
八景島
のどんぶりや」
（11:00から14:00頃 売切れ
海の公園
次第終了）
で揚げたての穴子丼や煮穴子定食
海の公園南口
（限定）などが食べられます。
横浜・八景島シーパラダイス
潮風に吹かれながら新鮮なおさかなのお買
い物とお食事をお楽しみください。
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野島公園
京

シーサイド・スパ八景島

レストラン蒼海

２月にフロント・スパゾーンをリフレッシュオープン。
落ち着いた空間に変身しました。
隣が漁港ですので、
鮮魚の御膳料理が自慢です。
●住所/柴町361 ●電話/045-786-1807
●営業時間/11:00〜22:00(L.O.21:30)
●定休日/シーサイド・スパ八景島の休館日（HPにてご確認）
●おすすめメニュー/「穴子づくし御膳」
「夏の味覚」
として好まれている穴子は、
鉄やマンガンなどの
ミネラルを多く含み、
鰻に近い栄養価でカロリーは低くて、
女性にぴったりです。

は満寿司
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すしの技術と伝統を守ることがモットー、
女性や家族に人気の明るい椅子席が自慢です。

清川寿司
六浦駅前、
創業昭和４６年の本格江戸前寿司

●住所/六浦南2-5-3 ●電話/045-782-9343
●営業時間/11:00〜22:00（L.O.21：30）
●定休日/月曜日
（祝日は営業）
●おすすめメニュー/「金沢八景 小あじ酢じめ寿司」
八景沖の釣りあじを一之瀬丸より直接仕入れ、酢と塩で
しめた握り寿司。お土産に人気です！

関東学院大学

7/7(土)

横濱金澤シティガイドと行く

ウォーキング

問合せ・申込み
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松葉鮨

●住所/釜利谷東3-5-4 ●電話/045-78３-1011
●営業時間/11：00〜14：00
17：00〜21：00（L.O.20：30）
●定休日/木曜日 12/31〜1/4出前のみ ※要予約
●おすすめメニュー/「地元穴子握り」
南部市場より仕入れた穴子の握りは、
やわらかくて絶品！
平日ランチあり、
は満ランチがおすすめです。

野島公園

地魚料理 やすらぎ

●住所/平潟町23-20 ●電話/045-701-2268
●営業時間/昼（木・金・土・日）11：30〜15：00（L.O.14：30）
夜17：00〜22：30（L.O.22：00）
●定休日/水曜日と第２火曜日
●おすすめメニュー/「地の煮魚セット
（ランチ）」
その日に仕入れのあった魚をふっくらと煮、
サラダや
小鉢とともに。ボリュームのある人気ランチメニュー。

●住所/能見台通22-7 ●電話/045-782-5728
●営業時間/11:00〜22:00
●定休日/木曜日
（祝日は営業）
●おすすめメニュー/「鯵のなめろう」
ネギ、味噌、生姜で味付けされ、
とっても美味「本日の
おすすめ」を心がけています。
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創業３０年、
野島公園駅の真ん前、
釣り人も通う
すしと魚料理の店

創業から40年の老舗、清々とした長いつけ台が
光ります

子
急逗
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LaFusion菜na

●住所/能見台通8-2 ●電話/045-788-4575
●営業時間/ランチ11:00〜14:30 (L.O.14:00)
ディナー17:00〜23:00 (L.O.22:30)
●定休日/不定休
●おすすめメニュー/「ふっくらやわらか煮あなご飯」
ふっくらとしたあなごがあつあつご飯の上にたっぷり
のってます！
（ランチだからお得です）

線

六浦駅

横濱金沢ブリュワリー

●住所/町屋19-9 ●電話/045-701-3969
●営業時間/11：30〜14：30（L.O.14:00)
17:00〜22：00（L.O.21：30）
●定休日/毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)
12/31〜1/3 出前のみの営業
●おすすめメニュー/「太刀魚西京焼」
京都より取寄せた白みそ、
みりんに新鮮なうちに漬け込み、
焼き上げました。 ※入荷の無い日もあります。
土日もやって
いるランチのちらし寿司は大盛り無料、
茶碗蒸し
・味噌汁付き。

地元食材を使った料理と横濱金澤ブリュワリーの
地ビールを召し上がれ

並木中央

１６

金沢八景駅

9
並木北

富岡八幡宮

3 2
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●住所/鳥浜町1-1 南部市場内
●電話/045-779-2574
●営業時間/8:00〜15:00(L.O.14:30)
●定休日/日曜・祝日
●おすすめメニュー/「金ハラモ西京漬定食」
一匹のマグロからほんの少ししかとれない、非常に希少
な「マグロのハラモ」。横濱屋本舗でしか味わえないジュー
シーでやわらかい逸品です。ぜひご賞味ください。

横浜
南部市場

山喜鮨

昭和５７年創業、地元の漁港で水揚げされた魚介にこだわります
永島農園のおひさまシイタケも握りますよ！

7/15(日)

半日コース

9/1(土)

半日コース

園船神事 海に願を託す

半日コース

（受付時間：９:15〜９:30）
半日コース
９：３０〜１２：３０ ※雨天決行・荒天中止

維新150年 開園・開港の街を歩く

横濱金澤の風物詩めぐり

募集30名 締切6/27(水)必着
集合場所：京急金沢八景駅
コース：約6ｋｍ、3時間

募集30名 締切7/5(木)必着
集合場所：京急富岡駅
コース：約4ｋｍ、3時間

募集30名 締切8/22(水)必着
集合場所：京急金沢八景駅 (※駅周辺は工事中です。協会旗が目印です)
コース：約6ｋｍ、3時間

金沢八景駅→平潟湾プロムナード→夕照橋→野島公園・弁天社・掩体壕→
旧伊藤博文金沢別邸→野島公園駅→（シーサイドライン：230円）→
海の公園柴口駅→熊野神社→柴シーサイドファーム→
宝蔵院→八景島・アメリカンアンカレッジの碑（解散）

京急富岡駅→二松庵→伊藤博文仮寓跡→旧海岸線→
富岡八幡宮→船だまり（神事見学）→
冨岡並木地区センター（解散）

金沢八景駅→米倉陣屋跡→金龍禅院→水牢跡→平潟湾プロムナード→
夕照橋→野島稲荷神社→掩体壕→野島展望台→旧伊藤博文金沢別邸→
金沢漁港（解散）

７月末に事務所移転予定。
９月のウォークの申し込みはご確認ください。

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸19−31−205 TEL・FAX 045-787-0469

神奈川県指定銘菓

横浜金沢の風物詩めぐり 野島の汐まつり

朝一番・元気・おいしいパン屋さん

（※電話では申込出来ません）

http://yokokanaguide.org

参加費：各コース500円（保険料、資料代含む）
★表紙の7/28(土)のウォークは2,000円
持 ち 物：飲物・敷物・雨具・虫除けスプレーなど
申込方法：はがき又はファックスで、参加者全員の郵便番号・
住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号を明記のうえ、
コース名を明記し左記宛先までお申込ください。
ホームページからも申し込むことができます。

※当日の行事の進行状況や諸般の事情により、コースの一部が変更になる場合があります。

せとのもり

御菓子司

うちかわのぼせつ

朝６時30分より営業

横浜市金沢区富岡西6‑44‑34
TEL&FAX 045‑771‑9008

☎045-774-5759

金沢区並木 1-17-6-8 金沢センターシーサイド名店会

（駅前店）

横浜市金沢区富岡西2‑2‑5 福井ビル１Ｆ
TEL&FAX 045‑775‑1577

金沢八景

瀬戸之杜

http://www.meigetsu.org/

金沢八景

内川の暮雪

金沢区六浦 5-23-29 ☎045-701-7735 京急六浦駅西口すぐ

