
小学生以上800円　３歳以上の未就学児400円（３歳未満無料）
月曜休園／受付9:00～14:30まで（12:00～13:00お休み）

柴シーサイド恵みの里

京急金沢文庫駅から柴町行バス、柴町バス停  徒歩5分
問合せ/JA横浜柴農園管理事務所　☎045-785-6844

直売所営業（※売り切れ次第終了）土曜日７：3０～1５：００　日曜日７：3０～１２：００

海の公園 かき小屋

12/15(土) 8:30～14:00(売り切れ次第終了)
冬野菜販売：大根、白菜、里芋、キャベツ、長ネギなど　　花束一束100円
お餅つき（のし餅、あんこ餅等の販売）、柑橘類など

収穫祭

●場所／シーサイドライン八景島駅より徒歩１分　海の公園柴口駐車場内
●問合せ／海の公園かき小屋　☎０８０-１２１８-３９６７

冬の旬の殻付きカキを、炭火で豪快に焼いて味わ

えるかき小屋が大人気です。カキは岩手三陸から

直送、そのほかの海鮮や野菜も地元漁港や畑の

新鮮食材です。

平日限定ランチメニューのカキフライランチ、

ミックスフライランチ980円(税込)も人気です。

１１：0０～２１：００（LO２０：3０） ３/３１（日）まで
年末年始の３日間（12/31、1/1、2）は休みます。

期間
限定

(柴町４６４)
潮風
いっぱいの
柴のみかん

1/5(土)

募集：60名　締切：12/25(火)必着
集合場所：京急金沢文庫駅西口広場
　　　　　（受付時間：９:00～９:30)

１日コース

コース：約8km、5.5時間

横濱金澤の風物詩めぐり「横浜金澤七福神めぐり」

金沢文庫駅▶正法院(福禄寿)▶瀬戸神社(弁財天)▶龍華寺(大黒天)▶
伝心寺(毘沙門天)▶宝蔵院(寿老人)▶海の公園(昼食)▶
八景島駅 ー 南部市場駅▶長昌寺(布袋尊)▶富岡八幡宮(蛭子尊)▶
京急富岡駅　＊途中、シーサイドラインに乗車します

1/28(月)

募集：30名　締切：1/18(金)必着
集合場所：京急能見台駅
　　　　　（受付時間：９:00～９:30)
コース：約4km、3時間

半日コース

横濱金澤の風物詩めぐり
「初不動に行ってみよう」

金沢冬の旬

毎週(日)、(祝)の漁船出漁日　13:30～16:00くらいまで
※当日の水揚に応じて営業時間を短縮する場合があります。
※天候等により漁のない日は営業しません。
【これからが旬の魚介類】甲イカ（スミイカ）・タチウオ・イシモチ・ヒラメなど
●年末の営業は12/24(月振休)まで、年始は１/20(日)から営業します。
問合せ/☎045-785-6161(テープ案内)
（シーサイドライン「海の公園柴口駅」より徒歩５分 ※駐車場あり）

柴漁港名産品直売所

横濱金澤の風物詩めぐり
「芋観世音への道」

3/10(日)

募集：30名　締切：2/23(土)必着
集合場所：京急杉田駅（受付時間：９:00～９:30)

コース：約4km、3時間

半日コース

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

柴漁港では今年もホタテ畜養中です。大きく育つ、2月頃には
直売所やどんぶりやにお目見えするかも…お楽しみに

小柴のどんぶりや

東京湾を見下ろす丘に市民農園や観光農園など農業
とふれあえて、新鮮野菜が買える直売所（管理事務
所前直売は土日営業）もあります。美味しいミカンは
10月から温州、11月初旬から12月下旬頃まで、はやか
という品種のミカン狩りが楽しめます。
ミカン40分間食べ放題（全員）　ミカンのお土産あり（3歳以上）

3/31(日)

募集：60名　締切：2/21(木)必着
集合場所：京急富岡駅
　　　　　 （受付時間：９:00～９:30)

コース：約9km、5.5時間

『富岡海荘図巻』を歩く④
失われた海岸線（富岡～金沢八景）

京急富岡駅▶六地蔵▶堰の坂▶循環器呼吸器病センター▶長浜
野口記念公園▶柴シーサイドファーム▶宝蔵院▶柴熊野神社▶
海の公園▶野島▶室の木▶小上馬新田跡▶瀬ケ崎バス停（解散） 

１日コース

大好評の「海産物フェスタ」今年も開催です！
＊八景島周辺遊覧船
＊おさかな、わかめ、あさり販売
＊生わかめつかみどり！
＊生海苔むしり体験！

金沢漁港海産物フェスタ
2/24
（日）

　シーサイドライン「野島公園駅」「海の公園南口駅」から徒歩5分
【問合せ】横浜市漁業協同組合 金沢支所
　　　　　金沢区海の公園９番　☎045-781-8929

9:00～14:00  雨天決行

※有料駐車場500円（先着200台に限り生わかめプレゼント）
　混み合いますので海の公園駐車場(有料)もご利用ください。

横浜市の敬老パスが
ある方は持参してく
ださい。

京急能見台駅▶ビーコンヒル▶日平橋▶旧不動尊跡▶
不動池▶谷津関ケ谷不動尊▶能見堂跡付近▶
赤井不動尊・正法院（解散）▶金沢文庫駅

横浜市の敬老パスが
ある方は持参してく
ださい。

※昼食持参ください
※昼食持参ください

パート２

LaFusion菜na
自家製のクラフトビールとこだわり食材の

創作料理のマリアージュを楽しめます。

低温でしっとり仕上げたあん肝にポン酢ジュレがよく合います。食材の味を引き立てる
優しい飲みくちのNoukendai春風エールも人気です。リピート率70％の手作り生おせち
（3段重24,000円税込）  予約受付中！ （限定100個） ▶ https://www.g-fusion.net/

●住所／能見台通8-2 ●電話／045-788-4575
●営業時間／月～金17：00～22：30　土16：00～22：30
●定休日／日曜日・不定休 ●年末年始／12/29～1/3休業

かいせき工房ききょう
懐石料理の伝統的な味わいを気軽に楽しんで

いただけます。ご予約をおすすめします。

●住所／瀬戸5-3ローズマンションアネックス1F ●電話／045-701-0900
●営業時間／11：30～14：30（LO14：00） ／17：00～21：30（LO20：30）
●定休日／火曜日 ●年末年始／12/29～1/3休業

小鉢、造り（3点）、焼物、煮物、揚物、酢の物、食事、自家製甘味に
飲み放題がついたコースです。忘年会、新年会におすすめです。

は満寿司
寿司の技術と伝統を守り、基本のネタにこだわってい

ます。七福神めぐりのお帰りにぜひお寄りください。

●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
●定休日／木曜日 ●年末年始／12/31～1/4　出前のみ営業

正統派の上質なにぎりはいかがですか？
お得な平日限定のランチ（1,000円税別～）も人気です。

FRYING FISH
釣り人から頂戴した魚、地魚、地物を使った料理を提供

するお店。たち飲みスペースで一杯、座席スペースで

ゆっくりお食事。色々な用途でご利用いただけます。

●住所／瀬戸23-15 ●電話／045-352-8588
●営業時間／平日・祝15：00～23：00（LO22:00）  土日 12：00～23：00（LO22：00）
●定休日／木曜日 ●年末年始／12/31～1/3休業

釣魚や漁港で仕入れた新鮮な白身魚とフライドポテト。自家製タルタルソースでいただ
きます。パーティーメニュー、飲み放題あり。プランはお店までお問い合わせください。

日本料理 桔梗亭
柴漁港そばにある、気軽に懐席料理が

楽しめるお店です。毎月変わるメニューで、

何度でも楽しめます。

●住所／柴町347-9 ●電話／045-785-0901
●営業時間／11：30～14：30（LO14：00） ／17：00～21：30（LO20：00）
●定休日／月曜日 ●年末年始／12/28～1/1休業

ブリ、サワラ、カキなど旬の食材を使った料理で、
穴子は一年中使用しています。

山喜鮨
地元小柴漁港、金沢漁港で水揚げされた魚介を中心に

旬の食材を丁寧に仕込み提供しています。お祝いや

法事、宴会など16名まで利用可能な奥座敷もあります。

●住所／町屋19-9 ●電話／045-701-3969
●営業時間／11：30～14：00（LO13：30） ／17：00～22：00（LO21：30）
●定休日／月曜日（月曜祝日の場合翌火曜日） ●年末年始／休まず営業 12/31～1/3出前のみ

東京湾の魚を中心にカワハギ、ヒラメ、スミイカのお造り、ハモ碗、ショウサイフグの唐揚げ、
タチウオ、カマスの炙り、穴子の握りなど。その日ごとに折り混ぜてご提供しています。

松葉鮨
創業４０年の老舗。季節の新鮮食材を提供します。

鍋料理（よせ鍋、ふぐ鍋）の予約受付中！

広いお座敷あります。宴会にご利用いただけます。

●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 ●年末年始／12/31は20：00まで  1/1～1/3出前のみ

穴子丼  2,260円（税込）
地元小柴の穴子を使った穴子丼はふっくらやわらかで絶品です。

清川寿司

●住所／六浦南2-5-3 ●電話／045-782-9343
●営業時間／11：00～22：00（LO21:30）
●定休日／月曜日 ●年末年始／元日より休まず営業

清川寿司一番人気のにぎり寿司です。
本マグロを使った特上のにぎり。お正月にいかがですか？

東京湾の魚や市場より全国各地の上物の魚を

仕入れて握る、寿司専門店です。

お正月出前予約受付中！

飯 鉢
称名寺境内にある静かなお店。

旬の材料を使った季節感あふれる料理を

お出しします。

●住所/金沢町202 ●電話/045-788-1181
●営業時間/昼11：30～14：00 （完全予約制） 夜17：30～21：00
●定休日/なし ●年末年始/12/26～1/2休

手作りの料理30数種類が色どりよく盛り合わせてあり
毎年好評です。穴子棒寿司、車海老棒寿司も人気です！

アナゴや旬の地魚の天ぷらが味わえます。
金・土・日・祝 11:00～14:00頃まで。
売り切れ次第終了します。
●年内は12/24(月振休)まで、
   年始は1/11(金)より通常営業します。
問合せ/☎045-701-8182（平日） 柴漁港内

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。

飲物・敷物・雨具など

申込
方法

持ち物
横濱金澤シティガイドと行く

ウォーキング

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問合せ・申込み （※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）

金沢区制70周年記念

※雨天実施 ※雨天実施※雨天実施 ※雨天実施

おすすめメニュー

おすすめメニュー

おすすめメニュー

おすすめメニュー

おすすめメニュー

おすすめメニュー

おすすめメニュー

＜野島・夕照橋先販売所＞
・忠彦丸(ただひこまる) ☎045-785-8922
・番敏丸(ばんとしまる) ☎045-781-8786
・番只丸(ばんただまる) ☎045-786-8997

乾海苔問屋   のりの藤森
京急金沢八景駅より徒歩15分またはシーサイドライン海の公園南口より徒歩8分
☎045-781-8228　営業時間／9:30～19:00
定休日／日曜日（12月は無休）

冬は海苔の旬！
美味しい海苔はここで買えます

＜金沢漁港内販売所＞
・川俊丸(かわとしまる) ☎045-786-1771

5,000円おまかせコース

寿司（にぎり） 活き粋  2,800円(税別)

飲み放題付き特別コース  5,000円(税込)

特上にぎり  3,700円（税込）おすすめメニュー フィッシュ＆チップス １ピース１５０円 

桔梗弁当  3,000円 おせち料理  20,000円(税別)
あん肝ポン酢ジュレ＆Noukendai春風エール

週末限定入荷の岩手三陸直送の海産物あります。
詳しい内容は、facebookで更新中 ！

シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩5分

シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩15分

冬（年末年始）は地元で美味しい魚（肴）を食べよう冬（年末年始）は地元で美味しい魚（肴）を食べよう


