オータムフェスタ

第８回 金沢ブランド認定商品発表！

第４回金沢こども未来商店＆スリッパ卓球・金沢区大会

金沢を訪れる皆様に、また金沢に暮らす区民に愛され、地元を記憶していただく良質商品を発掘し、ご紹介する
金沢ブランド。認定委員会が7月9日に行われました。厳選なる審査の結果、次の商品が認定商品に決定しました。
１０月６日（土）に開催される「横浜金沢クラフトビール＆グルメフェスタ２０１８」の会場で認定証書贈呈式を
行うほか、認定された商品の一部販売もします。

認定商品に決定しました９商品をご紹介します。
鶏シウマイ

8個入

520円

国産鶏と玉ねぎの配合が絶
妙。コクと歯ざわりを活か
すため「親鶏」を使用する
こだわり。他では味わえな
い鶏で作ったシウマイです。

わかめシウマイ

630円

ぶんこのこんぶ（生）

よろこんぶうどん

よろこんぶ生パスタ

300ｇ 600円

260ｇ 430円

120g １３０円

（生麺・乾麺・冷凍）

8本入

500円

ハマクネル

☎788-6585

3個入ソース付ケース入

おひさまシイタケフランクフルト
金沢ブランドのおひさまシイタケの
香りと旨味が前面に出たフランクで
す。スモークをしないで、まろやかで
プリッとした食感を生み出しました。
（横浜テクノタワーホテル榎本総料理長が
レシピ協力しています）

有限会社外山商会 並木1-17-6 ☎774-0753

写真展ｉｎ シーサイドライン新杉田

9/３
（月）〜9/2８
（金）
◆ご案内：会場は、シーサイドライン新杉田
駅改札内、入場は無料です。写真展をご覧に
なる際は駅係員にお声かけください。
※最終日は16:00までです。

横濱金澤シティガイドと行く

ウォーキング

吉田製麺店

1,500円

100ｇ入

６月に市民ギャラリーで入賞作品展を行い、
たくさんの方にご覧いただきました『合同
公募展」。今回は横浜シーサイドラインの
ご協力により、『シーサイドライン新杉田駅』
で入選作品（142点）を３回にわけて展示
いたします。見逃した方、もう一度ご覧
になりたい方も、ぜひお越しください。

会場：横浜市金沢産業振興センター（金沢区福浦１−５−２）
金沢産業団地 の秋まつり「ＰＩＡフェスタ」を開催します。
日頃の安全操業への感謝と事業の繁栄を祈願する産業振興
祭を中心に、楽しみながら 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。
今年は展示室にて金沢産業団地企業の物産展を企画中！
その他イベントについては下記をご覧ください。
お子様からお年寄りまで楽しめるイベントです。
是非みなさんでおこし下さい。

●みんなで飛行機を飛ばそう
●落語（春風亭昇也）
●八景島のペンギン来場
●地元お囃子の披露、音楽＆ダンスイベント
●ラグビーイベント
●防災フェスティバル（消防車展示と防火服体験）
●産業団地企業等の物産展、模擬店、抽選会

横浜市金沢産業振興センター シーサイドライン「産業振興センター駅」下車1分
問合せ/ＰＩＡフェスタ実行委員会 ☎045-781-1131 http://www.sanrenkyo.jp

金沢区制70周年記念

☎367-9371

Aozora Factory@海の公園なぎさ広場

10/20（土）10:00〜15:30 ※小雨決行・荒天時中止

シーサイドライン
クリスマス列車2018
「柴口このみ号」

11/18(日)

※雨天実施

半日コース

出展企業数：約30ブース（予定）

シーサイドライン「海の公園南口」駅、
「海の公園柴口」駅または「八景島」駅からすぐ
主催：NPO法人Aozora Factory 共催：横浜市立大学芦澤ゼミ
後援：金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会

詳細は
決まり次第HPへ
https://www.seasideline.co.jp/

※雨天実施

11/29(木)

１日コース

※雨天実施

＜横浜金沢散歩＞
失われた海岸線（磯子・杉田・富岡） ＜横浜金沢散歩＞
「侍従川沿いに歴史と里山を巡る」
「能見堂と称名寺の森の秋」
締切：10/ 11(木)必着 ※昼食を各自用意してください。

＊ICカード（パスモ・スイカなど）を必ず持参してください。
（グランドエレべーター利用の為）＊電車に乗車する場合があります。

募集50名 締切：11/ 8(木)必着
集合場所：京急逗子線六浦駅改札口
（受付時間：９:00〜９:30)
コース：約5ｋｍ、3時間

六浦駅▶浅間神社▶三艘町内会館(文珠菩薩)▶
光傳寺▶横浜市特区農園▶源流近く(支流の一つ)▶
大道中学校前バス停(解散)

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15−13 TEL・FAX 045-787-0469

朝一番・元気・おいしいパン屋さん

神奈川県指定銘菓

和太鼓などのパフォーマンス

瀬戸秋月祭

10/27（土）16:00〜19:30（雨天翌日順延）

琵琶島神社（金沢八景駅より徒歩３分）
近隣の児童・園児が作った400個近い行灯の灯りで、琵琶島
の景色を彩ります。普段見る琵琶島とは違う幻想的な雰囲気
をぜひ体験してください。
当日は16:00から瀬戸神社宮司による祝詞奏上。
行灯の点灯は16:30〜19:30 まで行われます。

主 催/(協)金沢八景共栄会 / 学生会HAKKEY+
問合せ/(協)金沢八景共栄会 ☎045-350-4840（水・木以外留守電）

あおぞら谷津保育園 ・ 谷津染井公園

谷津町231−5 京急金沢文庫駅より徒歩８分
「子育て支援と地域交流」をコンセプトにステージ・出展・
模擬店・フリーマーケットなどみなさんが楽しめるイベント
です。近隣の飲食店が多数出店し、
「地域の窯」で焼いた
ピザの販売も行います。今年は「祭り」をテーマに、御囃子
やまとい、木遣で会場を盛り上げます！

問合せ/あおぞら谷津保育園 ☎045-784-0540

ふれあいバザー
10/14（日）10:00〜13:00

フリー
マーケット

展示
コーナー！

ステージ

金沢区の
飲食店
多数出店！

お楽しみ
コーナー

問合せ/地域子育て支援センターあおぞら
☎045-784-0542

富岡八幡公園こどもログハウスなかよしカモメまつり

11/3（土・祝）10:00〜15:00

参加自由・雨天決行

シーサイドライン『並木北駅』下車徒歩10分
追浜高校チアダンス部「ＳＨＩＮＹ」の演技、おもしろ科学
たんけん工房の工作「ビー玉万華鏡」、みなみマジック
たのしい会のマジックショー、館内外ゲーム、模擬店など
※11/２
（金）は準備のため13：00で閉館します。
※内容が変更になる場合があります。

問合せ/富岡八幡公園こどもログハウス ☎045-769-2530

『富岡海荘図巻』を歩く③

募集60名
集合場所：JR磯子駅（受付時間：９:00〜９:30)
コース：約9ｋｍ、5.5時間（説明、見学、昼食休憩時間含む）

11:00〜 カラオケ大会
11:00〜
15:00〜 ダンス・バンド演奏・創作

あおぞら谷津保育園 園舎内
いきいきフェスタ
同時開催

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、本格
ものづくり系等々、盛りだくさんの予定です！

12月に
実施予定

商店街プロレス 開催
11/3（土祝）

11/18（日）10:00〜15:00 雨天決行

10/１3(土)

10/１2(金)

金沢文庫ふれあい広場（笹下釜利谷道路高架下）

第7回あおぞらふれあいまつり in 谷津

10/11(木) 1７：００〜２０：００

（振興センター入口付近 飲食できるオープンテラスの設置）

会場：海の公園なぎさ広場

JR磯子駅▶屏風ヶ浦役場跡碑▶グランドエレベーター▶旧東伏見宮別邸(貴賓館)▶
浅間神社・朝日滝▶東漸寺▶杉田劇場跡▶杉田八幡神社▶妙法寺▶
新杉田公園(昼食)▶青砥坂▶富岡総合公園・三條実美別荘跡▶富岡八幡宮(解散)

問合せ・申込み

400円

珈琲豆＆癒し処 ちろりや 町屋町19-4

問合せ/横浜金沢観光協会
詳しくはHPで。

１日コース

谷津町３４７ ☎７８６−８０６８

金沢ブランドである深入りが自慢
の「町屋ブレンド」を使用。
保存料・香料一切使用せず、瓶入
りで製造することにより半年の賞
味期限と常温保存可能な贈り物に
も最適な本格コーヒースイーツです。

オリゼ・インターナショナル株式会社 横浜営業所
金沢区白帆4-2 マリーナプラザ2F
里海イニシアティブ ☎374-5990

10/21(日)

金沢産業団地 秋の祭典 PIAフェスタ2018

●富岡八幡宮によるお神楽
●音楽イベント、カラオケ大会
●小学生サッカースクール
●個人参加型フットサル
●赤十字献血活動
●産業団地企業等の物産展、
模擬店、抽選会

自家焙煎 コーヒーゼリー

柴漁港で水揚げされた白味魚の
すり身に「ぶんこのこんぶ」と
横浜の小松菜を練り込んだクネ
ル（リヨンの伝統料理）をアレ
ンジしました。洋風ソースで召
し上がって頂きます。

2本入
（140ｇ）
1パック 400円

合同公募作品展201８

「ぶんこのこんぶ」の活用としてよろこんぶうどん・
よろこんぶ生パスタが誕生しました。
海の香りと栄養が自慢の美味しい麺です。

金沢文庫ふれあい商店街
ふれあいフェア
10/16（火）

10/１2(金)、
１3(土) １０
：
００〜２１
：
００ ※13日は16:00まで

前夜祭

「ぶんこのこんぶ」を練り込み
グリッシーニ にしました。藻塩を
つけ、カリッと焼いて香ばしくて
おつまみやおやつに最適です。

受付開始１０:00〜試合開始１０:３０

金沢文庫商業振興協同組合（金沢文庫ふれあい すずらん商店街連合会）
京急金沢文庫駅東口より徒歩2分
問合せ/http://coboz.org/kanazawa-bunko/

コンバット

金沢の太陽と風で自然乾燥
させた「野島産わかめ」を
使用したシウマイです。
テクノタワーホテル１Fでしか
買えない地域限定商品です。
株式会社ハマケイ 福浦1-2-4

こども未来商店 １３:00〜16:00

※価格は全て税込

横浜のブルーカーボン事業のコ
ンブです。解凍後、そのまま召
し上がれるタイプで、歯ごたえ
があり、サラダや和え物に最適
です。

8個入

９/１5（土）全はまスリッパ卓球選手権・金沢区大会

募集60名 締切：11/ 20(火)必着
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付時間：９:00〜９:30)
コース：約7ｋｍ、5.5時間 ※昼食を各自用意してください。
金沢文庫駅▶谷津浅間神社▶道標▶能見堂跡▶赤井の井戸▶
正法院▶いきいきセンター(昼食)▶称名寺▶称名寺三山(最高部76ｍ)▶
北条実時墓所▶走川跡▶君ヶ崎▶ふれあい広場(解散)

（※電話では申込出来ません）

http://yokokanaguide.org

12/18(火)

半日コース

＜横浜金沢散歩＞

※雨天中止

金沢の紅葉

持ち物

募集30名 締切：12/8(土)必着
集合場所：金沢文庫駅西口広場
コース：約８ｋｍ、3時間
六国峠ハイキングコース・金沢自然公園・
釜利谷緑道・草舞台公園など
※山道を歩きますので軍手などを
準備してください。

申込
方法

飲物・敷物・雨具など
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。

参加費：各コース500円（保険料、資料代含む）
せとのもり

御菓子司

朝６時30分より営業

うちかわのぼせつ

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

