＊称名寺

花ごよみ

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。仁王門前の桜並木
（約50本）のトンネルも素晴らしく、提灯の灯りに照らさ
れた夜桜も幻想的です。
★桜まつり福祉お花見バザー（称名寺）
3/30(土)
バザー（金沢町公園）10：00〜13：00
模擬店（称名寺庭園）10：00〜13：30
境内にはつきたて餅やかき揚げうどん、ちま
きや豚汁、焼きそば、ポップコーン、フラン
クフルトなど模擬店がたくさん並びます。

＊横浜・八景島
シーパラダイス

3/9(土)〜4/7(日)
5種700本の桜が見ごろを迎えるほか、期間限定で運行する
「さくらトレイン」や「お花見ペンギンパレード」を行います。

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）は約２４０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「富岡」から「鳥見塚」下車すぐ
又はシーサイドライン南部市場駅より徒歩約５分
☎774-3003（富岡総合公園）

１６号片吹交差点から西柴3.4丁目
へ向かう坂道は桜並木です。
濃いピンク色の花が街を色どります。

＊野島公園
山頂の展望台付近の桜がきれいです。
〔アクセス〕
シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩10分
☎781-8146（野島公園）

半日コース

6/8(土)〜30(日)
海に囲まれた八景島の島内
各所に県内最大級、2万株
のあじさいが咲き誇ります。

潮風に吹かれながら遊歩道沿いの
ヤマザクラを楽しめます。
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「海の公園南口駅」
「海の公園柴口駅」「八景島駅」より
すぐ ☎701-3450

※雨天実施

桜スポットそぞろ歩き 3/30(土) 9:30〜12:30
コース：約５ｋｍ、３時間 (説明・休憩時間を含みます) 高低差あり

＊瀬戸神社の山アジサイ
境内に約130種の山アジサイが
かわいらしい花を咲かせます。
5月中旬頃から6月初旬頃に楽し
めます。

＊金沢自然公園（金沢動物園）
ソメイヨシノをはじめ10数種2000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。

金沢文庫駅西口 → 称名寺 → 西柴桜並木 → 太寧寺 → 片吹公園 →
谷津不動尊 → 能見台の森 → 金沢文庫駅西口（解散）
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付時間：9:00〜9:30）
募集人員：50名
締 切：3/20(水)必着
参 加 費：500円（資料代・保険料を含みます）小学生は無料
持 ち 物：飲み物・雨具など
＊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。

ウォーキング

問合せ・申込み

4/20(土)

半日コース

◆旧伊藤博文金沢別邸のぼたんまつり

※雨天実施

〔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）
☎783-9100（金沢動物園）
1日コース

※雨天実施

◆長浜公園つつじ祭り
4/29(月祝) 9：00〜14：00
長浜公園運動場
自治会親睦グランドゴルフ大会、フリーマーケット
や体力測定他（予定）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「富岡駅」又はシーサイドライン
「並木中央駅」より徒歩14分

◆あじさい技芸祭

＊平潟湾プロムナードのブラシノキ

5/25(土)、雨天予備日 26(日)
14：00 祭典 14：30 技芸奉納
今年も歌唱、ダンス、殺陣のなどのパフォーマンス
が奉納されます。
〔アクセス〕
金沢八景駅より徒歩２分 ☎701-9992（瀬戸神社）

花全体がブラシに似ているのでこの名前がつき
ました。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〕「金沢八景駅」より徒歩3分

5月初旬から阿字ヶ池のまわりに
咲きます。朱色の反り橋、平橋に
黄色が映えます。6月頃まで見ら
れます。

5/25(土)

半日コース

※雨天実施

◆柴シーサイドファーム入口のラベンダー
柴シーサイドファーム入口にモリタラベンダー園があります。
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、木曜以外の10：00〜16：00半頃
（雨天休園）（要問合せ ☎701-5387）
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

＊称名寺の黄しょうぶ

5/11(土)

4/13(土)〜5/6(月振休)
海沿いのぼたん園にて39種220株の
ぼたんをご覧ください。
5/6(月振休)
13：00〜14：00
クラッシックコンサート（予約不要・無料）
金沢区フィルハーモニーオーケストラ
10：00〜16：30
庭園喫茶（和菓子とお茶の販売、売り切れ
次第終了）・植物質問コーナー

◆八景島あじさい祭

＊海の公園

＊西柴神代曙桜

横濱金澤シティガイドと行く

◆第4回八景島バラフェスタ

4/13(土)〜15(月)
10：00〜16：00
境内には約15種３５0株の色とりどりの
ぼたんが楽しめます。御室流華道展や客殿
ではお抹茶の接待もあります。
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「金沢八景駅」より徒歩8分
☎701-6705（龍華寺）

5/18(土)、19(日)
10：00〜15：00
丘の広場のバラ園には約40
種500株の様々な品種の
バラが咲き乱れます。バラ
マルシェ、バラ苗販売、
ワークショップを行います。

＊富岡総合公園
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横浜金沢観光協会後援ウォーキング

◆龍華寺のぼたんまつり

6/22(土)

半日コース

※雨天実施

＜横浜金沢散歩-Ⅰ＞金沢の牡丹を訪ねて

＜横浜金沢散歩-Ⅱ＞金沢の古道と金沢八景

＜横浜金沢散歩-Ⅲ＞ヤマアジサイと瀬戸神社

＜横浜金沢散歩-Ⅳ＞八景島のアジサイ

募集：20名 締切：4/10(水)必着
集合場所：金沢八景駅

募集：60名 締切：5/1(水)必着
集合場所：金沢八景駅

募集：20名 締切：5/15(水)必着
集合場所：金沢八景駅

募集：20名 締切：6/12(水)必着
集合場所：シーサイドライン野島公園駅

コース：約4km、3時間

コース：約6ｋｍ、5.5時間

コース：約4ｋｍ、3時間

コース：約4ｋｍ、3時間

金沢八景駅 → 平潟湾プロムナード → 夕照橋 →
野島公園 → 旧伊藤博文金沢別邸 → 野島橋 →
明治憲法草創の碑 →（歴史の道）→
龍華寺（「ぼたん祭」開催中）（解散）

金沢八景駅（集合）→ 金龍禅院（九覧亭）→ 上行寺東遺跡 → 上行寺 →
諏訪之橋 → 三艘町内会館 → 内川橋 → 雪見橋 → 平潟橋 → 夕照橋 →
染王寺 → 野島山 → 旧伊藤博文金沢別邸 → 野島橋 → 海の公園 → 帰帆橋 →
洲崎公園 → 明治憲法草創の碑 → 瀬戸橋 → 琵琶島神社 → 金沢八景駅（解散）

金沢八景駅 → 瀬戸神社 → 金龍禅院 → 平潟湾プロムナ−ド →
夕照橋 → 野島公園 → 旧伊藤博文別邸（解散）
＊瀬戸神社で大切に育てられているヤマアジサイを観賞し、
お話しを伺います。

野島公園駅 → 乙艫公園 → 海の公園 → 八景島（解散）
＊道路脇に並ぶタチアオイ、目に鮮やかなハマボウ、しっ
かり根付いたコマツナギ等々、草花、木花を楽しみます。

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

金沢区制
周年イベント

朝一番・元気・おいしいパン屋さん

神奈川県指定銘菓

（※電話では申込出来ません） http://yokokanaguide.org
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持ち物

申込
方法

▶参加費：各コース500円（保険料、資料代含む）

飲物・敷

物・雨具

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。

第１回かねさわ杯 区民かるた大会

みこしパレード

3/16(土) 9:30〜16:00（受付9:00〜）

3/17(日) 12:00〜14:00（式典は走川公園にて11:20〜）
区内各地域のみこし７基が、町屋神社前から寺前八幡神社
などを通り、区役所東側までを練り歩きます。町内の枠を
超えて一堂に集まるのは初めてです。ぜひ、ご覧ください！

小学生から大人まで、初心者の方も歓迎！
熱き戦いが繰り広げられます。
会 場：金沢中学校格技場（釜利谷東1-1-1）
問合せ：782-0705（深津）

など

走川公園〜町屋交差点〜金沢土木事務所〜法務局出張所〜金沢区役所東側

問合せ：金沢区制７０周年みこしパレード実行委員会

☎771-2458（永島）

