
※申込方法は、中面
　をご覧ください

【お願い】
・車、自転車、バイクでのご来場はご遠慮ください。
・喫煙は指定の場所でお願いいたします。
・ペットを連れてのご来場はご遠慮ください。
・ごみはお持ち帰りください。
※例年18:30～21：00頃の時間は、海の公園周辺で
　交通規制が行われます。
【開催可否案内ダイヤル】

050-3159-6791（当日のみ）
（一部の携帯、PHS からはかけられません）

【問合せ】金沢まつり実行委員会
Tel 045-788-7801 Fax045-788-1937

8/24（土） 海の公園
19:00～20:00 ※荒天中止
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1853年7月に浦賀沖に姿を現したペリー艦隊は、安全な碇泊地として小柴沖のアメリカン・
アンカレッジと名付けられた場所に錨を下しました。翌年２月にもこの場所に碇泊し、開国
の重要な予備交渉が行われました。彼らは夏島など美しい日本の風景に感激したそうです。
太田屋さんの船でペリー艦隊の航路を辿り金沢沖からの夕景をお楽しみください。心地よい
風に吹かれながら眺める夕景は最高です! !

～船から、夕日と八景島を横にみて～
ペリー艦隊の航路と碇泊地を巡る

観光

たより
No.40

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。

発行：横浜金沢観光協会
〒236－0028　横浜市金沢区洲崎町1－18協働オフィス金沢内
tel 045-780-3431 fax 045-349-7035
令和元年6月10日発行

Google翻訳をご利用になれます

主催：NPO法人横濱金澤シティガイド協会

～船から、夕日と八景島を横にみて～
ペリー艦隊の航路と碇泊地を巡る

1853年7月に浦賀沖に姿を現したペリー艦隊は、安全な碇泊地として小柴沖のアメリカン・
アンカレッジと名付けられた場所に錨を下しました。翌年２月にもこの場所に碇泊し、開国
の重要な予備交渉が行われました。彼らは夏島など美しい日本の風景に感激したそうです。
太田屋さんの船でペリー艦隊の航路を辿り金沢沖からの夕景をお楽しみください。心地よい
風に吹かれながら眺める夕景は最高です! !

コース：歩行距離 約1km、約2.5時間
（説明・休憩・乗船時間約40分を含みます）

（雨天並びに諸般事情により出船できない場合は中止します）
＊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。

※申込方法は、中面
　をご覧ください

シーサイドライン「海の公園柴口駅」▶海の公園▶
八景島▶アメリカン・アンカレッジ記念碑▶客船ターミナル前桟橋（乗船）▶
金沢沖遊覧▶太田屋桟橋／野島（下船、解散）

観光協会後援ウォーク

第45回

金沢まつり花火大会
八景島や野島公園などからもゆったりと楽しめます

京浜急行「金沢文庫駅」下車 徒歩約20分
シーサイドライン「海の公園南口駅」・

「海の公園柴口駅」下車すぐ

8/24（土） 海の公園
19:00～20:00 ※荒天中止 【お願い】

・車、自転車、バイクでのご来場はご遠慮ください。
・喫煙は指定の場所でお願いいたします。
・ペットを連れてのご来場はご遠慮ください。
・ごみはお持ち帰りください。
※例年18:30～21：00頃の時間は、海の公園周辺で
　交通規制が行われます。
【開催可否案内ダイヤル】

050-3159-6791（当日のみ）
（一部の携帯、PHS からはかけられません）

【問合せ】金沢まつり実行委員会
Tel 045-788-7801 Fax045-788-1937

　金沢の夏の風物詩、金沢まつり花火大会が開催されま
す。伝統花火から創作花火まで多彩な種類を打ち上げ、
ラストは大玉の連打から特大スターマインでフィナーレ
を迎えます。会場には美味しいお店がたくさん出店しま
す！こちらもお楽しみいっぱいです♪

集合場所：シーサイドライン「海の公園柴口駅」改札口
　　　　　（受付時間：16：00～16：30）
募集人員：100名（応募者多数の場合は抽選となります）
　　　　　※抽選に外れた方には締切後に連絡します
参　加　費：2,000円（乗船代、資料代・保険料を含む）
　　　　　交通費等は自己負担
申込締切：7/19（金）必着
後　　援：横浜金沢観光協会
協　　力：太田屋

集合場所：シーサイドライン「海の公園柴口駅」改札口
　　　　　（受付時間：16：00～16：30）
募集人員：100名（応募者多数の場合は抽選となります）
　　　　　※抽選に外れた方には締切後に連絡します
参　加　費：2,000円（乗船代、資料代・保険料を含む）
　　　　　交通費等は自己負担
申込締切：7/19（金）必着
後　　援：横浜金沢観光協会
協　　力：太田屋

7/27（土） 16：30～19：007/27（土） 16：30～19：00

花火写真：H30花火大賞　山梨雅明「夜空の祭典」

横浜金沢観光協会



かなざわの祭り

野島稲荷神社・洲崎神社 野島稲荷神社（野島町23-1）
洲崎神社（洲崎町9-28）

7/7（日）　法楽（野島稲荷神社）
7/13（土）　宵宮（万燈神輿）
7/14（日）　例大祭 本祭（神輿渡御）

町屋神社・八幡神社 町屋神社（町屋町4-20）
八幡神社（寺前1-10-19）

7/13（土）　宵宮（万燈神輿）
7/14（日）　例大祭 本祭（神輿渡御）

安立寺 （町屋7-4）
☎045-701-7597

灯篭流し
8/16（金）18：00頃から金沢漁港
安立寺の宗祖日蓮上人が着岸したといわれる野島海岸に向かい祈念、灯
篭を流す「海施餓鬼（うみせがき）」は仏教の法会のひとつです。

瀬戸神社 （瀬戸18-14）
☎045-701-9992

瀬戸神社　夏越大祓・茅の輪くぐり
6/30（日）　15：00～
神社では6月末と12月末に、知らず知らずに犯した罪や心身の穢れ
を祓い清める「大祓」が行われます。６月を夏越しの祓、12月を年越
しの祓とも呼びます。平安時代から行われる神事です。
天王祭　出御祭　7/7（日）15：00～
天王祭　三ツ目神楽（湯立神楽）　7/9（火）19：00～境内
　　　　　　　　　　　　　　　神輿車庫前

釜で湯を煮えたぎらせ、その湯をもちいて神事を執り行
い、無病息災・五穀豊穣・豊漁などを願ったり、その年の
吉兆を占う神事です。
天王祭　巡幸祭・神輿渡御　
　　　　7/14（日）9：00～

なごしのおおはらえ

熊野神社（柴町）・手子神社 熊野神社（柴町41）
手子神社（釜利谷南1-1-8）

7/20（土）　宵宮（万燈神輿）
7/21（日）　例大祭 本祭（神輿渡御）

富岡八幡宮 （富岡東4-5-41）
☎045-776-3838

祇園舟神事
例大祭「祇園舟」は横浜市無形文化財第１号に指定さ
れており、800年余りの伝統を継承されております。
船溜まりから茅舟を乗せ沖に運び、帰路は岸まで競漕
する和船の様が勇壮なお祭りです。
7/14（日）　例大祭　大祭式　10：00～
　　　　　　　　祇園舟神事　11：00頃
7/15（月祝）　一心泣き相撲
赤ちゃんの健康と成長を祈願する行事です。
http://www.nakisumo.jp

富岡八幡宮秋季大祭
9/21（土）　宵宮祭18：00～
9/22（日）　神輿渡御・雅楽（予定）
詳細は後日HPにてご確認ください。

浅間神社 （谷津町432）
8/31（土）　宵宮（万燈神輿）
9/1（日）　例大祭　本祭（神輿渡御）

金沢漁港 （海の公園9）
☎045-781-8929

汐祭（漁港の祭り）
9/1（日）
13：30頃から金沢漁港/野島稲荷神社
豊漁と漁の安全を祈る祭りです。海上神事、大
漁丸を沖で流します。
8/31（土）　宵宮
9/1（日）　本祭

金沢文庫すずらん通り商店会
夏の縁日　6月から8月の10.20.30日開催
能見台駅前商店会の七夕祭り
6/30（日）　
流しそうめん、サンマのおふるまい（東北復興支援）
に、ビンゴ大会など楽しいイベントを行います。
能見台駅前商店会　☎045-783-3303

ユニオンセンター 夏祭り！
7/26（金）～8/4（日）の10日間
ガラポン抽選会あり。
ウォーターイベント（すべり台付巨大遊具）
開催日：7/26（金）～28（日）、8/2（金）～4（日）
　　　　11:00～16:00（予定）
☎045-782-0190　ユニオンセンター（池ヶ谷）

納涼盆踊り大会
8/3（土）17：00～21：00
金沢文庫商業振興協同組合主催です。

（ふれあい商店街http://kanazawa-bunko.com/・
すずらん通り商店会）連合商店街

“ガチハンバーグ！”とは…
横浜の商店街で販売され、愛さ
れ、親しまれている「ハンバーグ」
を、皆さまの投票によって順位を
決定するイベントです。
金沢区内商店街より5つのハン
バーグがエントリー。
みんなで応援しましょう！

ガチでうまい横浜の商店街No.1決定戦！
第９回目はガチハンバーグ！

チーズハンバーグ
Mr.WOOD BAR

【金沢文庫駅東口徒歩5分】

投票期間：6/1（土）～7/31（水）　　投票方法：ハガキ投票・web投票 等
エントリーブック配布場所：各エントリー店/エントリー店所属商店街/18区役所 他
各賞発表：8月下旬～9月上旬（予定）　https://gachihamburg.com/

KAM Combo ハンバーグ
富岡KAM

【京急富岡駅東口徒歩3分】

ハンバーグステーキ
自家製洋食の店 レストラン 山水

【能見台駅徒歩2分】

野菜たっぷりハンバーグ
一楽苑

【六浦駅東口徒歩3分】

ハンバーグプレート
SUNCOAST

【京急富岡駅東口徒歩3分】

商 店 街 の 催 し



金沢
部門入

賞作品・金沢区役所で展示

金沢区長賞
「朝焼けの平潟湾」松尾嘉孝

横浜金沢観光協会会長賞
「シーパラダイスの夕景」渡邊孝恭

時間：20:30～20:40

7/13㈯・14㈰・20㈯・27㈯

8/3㈯・10㈯～17㈯

八景島あじさい茶会
6/15㈯・16㈰ 10:00～15:00

料金：茶券300円（お菓子付）
受付：各日先着200名様

あじさいの増やし方教室
6/18㈫・25㈫ 10:00～11:00

料金：無料
受付：各前日17：00まで

バラとあじさいの
フラワーアレンジメント教室

6/28㈮ 10:00～12:00
料金：500円

受付：6/20㈭ 17：00まで

あじさいガイドツアー
6/17㈪・21㈮ 10:00～10:30

料金：無料
受付：当日

押し花展
開催中～30㈰ 9：00～17：00

場所：客船ターミナル

あじさい剪定ボランティア
7/10㈬～12㈮ 9：00～11：00

　料金：無料　
受付：6/30㈰ 17：30まで

時間：20:30～20:40

7/13㈯・14㈰・20㈯・27㈯

8/3㈯・10㈯～17㈯

70

◆あじさい八景見どころ
　スタンプラリー

あじさいの見どころを8カ所巡る
スタンプラリーです。
期間中毎日開催　参加費：無料

◆みんなのあじさい写真展
募集期間：募集中～7/5㈮
展示期間：7/20㈯～8/4㈰
場　　所：客船ターミナル

海の公園では、6月以降も“潮干狩り”を楽しむことができます。今年も特別
企画として、“シーサイドライン潮干狩り広報部長”潮干狩り超人原田知篤さ
んと、アシスタントにはすっかりおなじみ2代目プロモーションガールの
“幸野ゆりあ”さんを迎え、ワークショップを開催します。とっておきの裏技
も教えてもらえますよ！
ＧＷ同様、道路や駐車場は混雑しますので、“海の公園柴口駅・南口駅下車
0分”のシーサイドラインに乗って、潮干狩りを楽しみましょう！

～シーサイドラインで行こう ! !
海の公園　潮干狩り～

開催日時　6/16㈰ 9：15～11：00（集合時間9：00）
　　　　　　　　　　場　　所　海の公園
　　　　　　　　　　内　　容　潮干狩りの極意を伝授
　　　　　　　　　　※詳細は横浜シーサイドラインHPをご覧ください
　　　　　　　　　　　http://www.seasideline.co.jp/index.html
　　　　　　　　　　　問合せ：シーサイドライン営業課
　　　　　　　　　　　045-787-70０4（平日9：00～17：20）

シーサイドライン潮干狩り広報部長
潮干狩り超人『原田知篤さん』による
潮干狩りワークショップ

～シーサイドラインで行こう ! !
海の公園　潮干狩り～

合同公募展2019合同公募展2019

シーサイドライン新杉田駅改札口内で、入選
作品の作品展を９月に開催（予定）。
詳細は後日、HPにてお知らせいたします。

6/10㈪ 16：00まで
会場：横浜市民ギャラリー ３階展示室
　　　桜木町駅徒歩10分・日ノ出町駅徒歩8分
　　　☎：045-315-2828

作 品 展

開 催

期　間：開催中～6/30㈰
県内最大級、２万株のあじさいが咲き誇ります。
イベントも盛りだくさん！

期　間：開催中～6/30㈰
県内最大級、２万株のあじさいが咲き誇ります。
イベントも盛りだくさん！

横浜・八景島シーパラダイス横浜・八景島シーパラダイス
☎045-788-8888（自動案内）http://www.seaparadise.co.jp

花火シンフォニア花火シンフォニア

予約不要
参加無料

その他にもさまざまなイベントを開催！

金沢
部門入

賞作品・金沢区役所で展示展示期間：7/1㈪～12㈮
区役所開庁時間内

1日は10：00から　12日は16：30まで
場所：1階エレベーター前  展示スペース

第19回 八景島あじさい祭第19回 八景島あじさい祭

イベントは中止となりました



夏

三大三大

夏だ！ あついぞ！
金 沢 区 の
　　　ハンバーガー店

夏だ！ あついぞ！
金 沢 区 の
　　　ハンバーガー店

横濱金澤シティ ガイドと行く

ウォー キングウォー キングウォー キング

7/14（日）
横濱金澤風物詩めぐり　祇園舟神事と二松庵散策
募集20名　締切7/4（木）必着
集合場所：京急富岡駅
コ　ー　ス：約3㎞、3時間
京急富岡駅→二松庵（庭園散策）→伊藤博文仮寓跡→旧海岸線→富岡
八幡宮→船だまり（神事見学）→富岡並木地区センター（解散）
＊解散後、祇園舟が帰着するまで富岡並木地区センターで休憩できます。

半日コース 9/1（日）
横濱金澤風物詩めぐり　野島の汐まつり
募集20名　締切8/22（木）必着
集合場所：金沢八景駅
コ　ー　ス：4㎞、3時間
金沢八景駅→瀬戸神社→琵琶島神社→姫小島水門→帰帆橋→永島亀
巣翁功徳碑→染王寺→野島稲荷神社→掩体壕→旧伊藤博文金沢別邸
→金沢漁港（解散）

半日コース

NPO法人横濱金澤シティガイト協会　〒236-0027  金沢区瀬戸15-13　
TEL・FAX 045-787-0469（※電話では申込出来ません）http://yokokanaguide.org/問合せ・申込み

Jaffe Joffer

ジャッフェジョッファ

谷津町36 MAHALOPLACE 1Ｆ 
TEL 045-352-8595 
京急金沢文庫駅東口より徒歩3分 
営業時間：11：00～18:00
　　　　　（L.O 17：30）
定　休　日：月曜日
Ｈ　　　Ｐ：http://jaffe-joffer.com/

金沢文庫駅国道16号沿いにある、ハン
ハーガーショップ ジャッフェジョッ
ファ。絶品のバーガーが自慢の店。明るく
おしゃれな店内はゆったりと出来る
ソファー席・テーブル席と寛げる空間です。
自家製にこだわり、バンズ、ベーコン、ス
イーツなど毎日お店で手作りしています。
ランチにカフェにテイクアウトにお気軽
にご利用下さい！
愛犬家に朗報♪　６月中旬よりわんちゃ
んと一緒に店内でお召し上がりいただけ
ます。（お席と時間に限定あり）
ベーコンハニーマ
スタードバーガー

（フライドポテト付）
1,490円（税込み）
牛肉100%パティ、
自 家 製 ベ ー コ ン 、
チーズ、マヨネーズ
を自家製バンズでは
さみ、しっかり甘い
ハニーマスタード
ソースがとろ～り！

BAYSIDE BASE

ベイサイドベース

釜利谷東2-16-16-3102
TEL 045-349-9495
京浜急行「金沢文庫駅」より徒歩4分
営業時間：月～水、金～日、祝日
　　　　　祝前日：11:00～22:00
　　　　　（フードL.O. 21:30）
定　休　日：木曜日
Ｈ　　　Ｐ：https://bayside-base.owst.jp/

SUN COAST

サンコースト

富岡東5-18-15
TEL 045-349-5775
京浜急行 京急富岡駅より徒歩３分
営業時間：11：30～15：00
　　　　　18：00～23：00　
定　休　日：水曜日・第2・4日曜日
Ｈ　　　Ｐ：http://suncoastcafe.sub.jp

京急富岡駅の裏手にひっそりと佇むカ
フェダイナーSUNCOAST(サンコース
ト)。エンターテイメントを感じる店内で
レコードプレーヤーから流れる音楽を聴
きながらゆったり過ごせます。
テイクアウトもOK
です！

チーズバーガー（ポ
テト付）980円（税
別）
こんがりと焼いた
バンズにパティと
チェダーチーズが
相性抜群！ポテト
に ト ッ ピ ン グ で
ハ ニ ー マ ス
タード（100

円）をつけても美味しい♪
バーガーに良く合うドラフトのクラフトビールもありま
す。ぜひ、一緒にお召し上がり下さい！

金沢区からハンバーガーカルチャーを発信！

横浜にはハンバーガーの団体が無く、金沢区の3つのハンバーガー
ショップで団体が立ち上がりました。
ハンバーガーを知ってもらいたい！ハンバーガーを根付かせたい！ハ
ンバーガーというカルチャーをお互いが協力をして、美味しく、楽しく
活動をしていきます。
熱い気持ちを持った人たちとつながり、イベントなどを通し広げて行き
たい！ハンバーガーでつながろう！！
＜問合せ＞　掲載3店の紹介欄をご覧ください。

夏だ！ あついぞ！夏だ！ あついぞ！夏だ！ あついぞ！夏だ！ あついぞ！夏だ！ あついぞ！
金 沢 区 の
　　　ハンバーガー店

BURGER ASSOCIATION YOKOHAMA
（バーガー アソシエーション ヨコハマ）

三大
金沢文庫駅より西へ少し歩くと、海
岸沿いのカフェのようなPOPな外
観が目に入ります。兄弟で営む本場
アメリカンテイストな本格ハン
バーガーショップです。お子さまか
ら大人まで、どの年代の方にも、美
味しく安全で安心に食べていただ
きたい、そんな思いで毎日毎日手作
りにこだわって作っています。季節
のスイーツやサンデーも大人気で
す！学生さんにはうれしいお得な
学割バーガーあり。（生徒手帳や定
期券ご持参下さい）テイクアウトや
電話注文もO.K！チリチーズバー
ガー（ポテトorオニオンリング付）

1,380円（税別）専門店から仕入れる新鮮なお
肉で作るステーキの様な肉々しいパティや特
注バンズにじっくりコトコト丁寧に煮込んだ
自家製チリコンカンにナチョチーズがかかり、
男性にも女性にも人気のバーガーです。

横濱金澤風物詩めぐり　野島の汐まつり横濱金澤風物詩めぐり　野島の汐まつり



横浜唯一のゲレンデショップ。ウインドサーフィンとサップの専門店です。ボード、セイル、
パーツの販売から、スクール、レンタル、修理にボードの保管までフルにサポート。海の公園前の黄色い建物が目印です。
住　　所：町屋町35-15 営業時間：10：00～19：00
電　　話：785-8988 定　休　日：月曜日（祝日営業）
最　寄　駅：シーサイドライン Ｈ　　Ｐ：http://www.speedwall.net
　　　　　「海の公園 南口駅 」より徒歩２分

スクール開催中！
SUP
お手軽な半日コース　料金：4,320円
初めての方、2～３回の経験者　バランス・立ち方・
漕ぎ方などインストラクターがついて教えます！
ウインドサーフィン
料金：5,000円～（水曜日3,500円～）
充実したカリキュラムと少人数制で行き届いた講習が受けられます。
＜問合せ＞スピードウォール

ヨットスクール
八景島マリーナでヨットスクールを開講しています。
経験豊富なインストラクターがしっかりとコーチし
ますので、安心して受講できます。
・セーリング体験コース(乗船料無料)
セーリングスポーツへの入門編として開
設。安全に船と帆走の仕組みを学習し、海
と風を楽しんでいただけるコースです。
料　金：無料　※別途保険代500円
・ジュニア特別コース
小学生・中学生対象のヨットスクールです。
料　金：横浜市内の方：4,000円　横浜市外の方：5,000円
・技術習得コース
セーリング技術を身につけたい方々に対して、自ら出艇や帆走、着艇を
行える技能を習得することを目標とするコースです。
料　金：大人（横浜市内）：8,000円　市外の方：10,000円
　　　中学生以下（横浜市内）：4,000円　市外の方：5,000円
　　　※荒天半日の場合は半額
申込み：http://www.hakkeijima-marina.com/entry
問合せ：八景島マリーナ　☎045-788-8822

夏
海

夏
海

夏
海
だ！
だ！

だ！
だ！

だ！
だ！
マリンスポーツにチャレンジしよう！マリンスポーツにチャレンジしよう！マリンスポーツにチャレンジしよう！

SUPを体験しよう！
SUPとは「Stand Up Paddleboard（スタン
ドアップパドルボード）」の略称。その名の通
り、ボードの上に立ち、パドルを漕いで水面を
進んでいく新感覚のアクティビティです。海
上を自由にお散歩気分で走ることが人気の理由です。バランスを取り
ながらのパドリングは体幹とインナーマッスルを効果的に鍛えられ運
動効果は抜群！大人から子供まで経験を問わず手軽に楽しむことがで
きます。横浜唯一の海水浴場で、波も穏やかな海の公園はSUPに大変適
しており、初心者から上級者まで楽しめます。

6/22（土）
SUP POLO JAPAN GAMES 横浜大会
SUPでPOLOをしよう！
年齢性別問わず、小学生以上から誰でも参
加でき、チームで楽しむ、見ていても楽し
い大会です。
会　　場：海の公園特設会場
定　　員：16チーム
参　加　費：1チーム(3名～5名)　15,000円
応募方法：http://wowsports.jp/event/spjg/
主　　催：SUP POLO JAPAN GAMES大会実行委員会
問　合　せ：http://wowsports.jp/contact

7/6（土）・7/7（日）
ROXY FITNESS RUNSUPYOGA in 横浜
ランニング、スタンドアップパドル、ヨガ
をしてビーチ遊びをみんなで楽しもう！
というイベント。2015年には世界各国で
行われるまでに拡大し、スペイン・ハワイ・
フランス・カリフォルニアなど世界中の女
性たちが参加しています。アクティブな女
性たちが、みんなで楽しく思いっきりカラダを動かすとても楽し
いイベントです。
開催場所：海の公園　開催時間：9：00～15：30
主　　催：ボートライダーズジャパン株式会社
公式ＨＰ：https://www.roxy.jp/runsupyoga2019
問　合　せ：RUNSUPYOGA2019運営事務局

mail:info@runsupyoga2019.com

※別会場での様子です。

女性限定

横濱金澤シティ ガイドと行く

ウォー キングウォー キングウォー キング

9/21（土）
横浜金沢散歩　町屋散策
募集20名　締切9/11（水）
集合場所：金沢八景駅
コ　ー　ス：3㎞、3時間
金沢八景駅→龍華寺→安立寺→天然寺（拝観）→町屋神社→伝心寺→
寺前八幡神社→金沢文庫駅（解散）
＊金沢の中心地であった町屋界隈の寺社をじっくり周ります。

半日コース 9/28（土）
横浜金沢散歩　室町・戦国時代の六浦を歩く
募集20名　締切9/18（水）
集合場所：金沢八景駅
コ　ー　ス：4㎞、3時間
金沢八景駅→上行寺→長生寺→三艘会館文殊堂→厄神様→瀬ヶ崎稲
荷神社→金龍院→金沢八景駅（解散）
＊室町･戦国時代も栄えた六浦で、当時を偲び寺社等を歩きます。

半日コース

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

★表紙の7/27（土）のウォークは2,000円

持　ち　物：飲み物・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みください。ホームページからも申し込むことができます。
※すべてのコースは、諸般の事情によりコースが変更になる場合があります。

横浜金沢散歩　室町・戦国時代の六浦を歩く横浜金沢散歩　室町・戦国時代の六浦を歩く

SPEED WALL／スピードウォール

イ ベ ン ト 情 報



施　設　案　内
神奈川県立金沢文庫
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

☎045-701-9069 横浜市金沢動物園
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/

☎045-783-9100

長浜ホール
http://www.nagahama-hall.com/

☎045-782-7371

海の公園
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/uminokouen/

☎045-701-3450

旧伊藤博文金沢別邸
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/nojima/

☎045-788-1919

特別展
浄土宗七祖聖冏（しょうげい）と関東浄土教
―常福寺の名宝を中心に―
開催中～7/15（月祝）
茨城県・常福寺は水戸徳川家の菩提寺として崇
敬を集めてきた古刹です。
本展覧会では、常福寺を中心として関東で活躍
した浄土宗の聖冏（しょうげい）にゆかりの文
献・仏像・絵画を一堂に集め、関東における浄土
教の広まりをご覧いただきます。

　観覧時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　休　館　日：毎週月曜日（ただし7/15（月祝）は開館）
　観　覧　料：一般600円（500円）、20歳未満・学生500円（400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

特別展〔次回予告〕
東京大学東洋文化研究所×金沢文庫　東洋学への誘い
7/20（土）～9/16（月・祝）
アジア研究の拠点である東京大学東洋文化研究所が所蔵する漢籍や美術資料を、金
沢文庫が保管する古書とともに展示し、東洋学研究という観点から金沢文庫の歴史
を考えます。

　観覧時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　休　館　日：毎週月曜日（ただし8/12（月振休）、9/16（月祝）は開館）、8/13（火）
　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

銅造阿弥陀如来立像　鎌倉時代　常福寺所蔵

環境月間イベント〔ズーレンジャー  カードラリー〕
6月土日開催
動物ガイドに参加された方に、オリジナルカードをプレゼントします。
すべてのガイドに参加して、全６種類のカードを集めてください！

企画展〔むし・虫・カブトムシ！展〕
7/13(土)～8/25(日)
外国産のカブトムシ・クワガタムシや、国内の身近な昆虫
をご覧いただくことができます。
また、期間限定で国産のカブトムシを間近で見られる

「カブトムシ観察ゾーン」もオープン。
「カブトムシ観察ゾーン」7/13（土）～8/18（日）
※7/27（土）・28（日）、8月の土日祝日は、ガイドツアーのため順次入場。

よこはま夜の動物園〔ナイト金沢ZOO〕
8月土日祝日（予定）
8月土日祝日は開園時間を延長して20:30まで開園（19:30最終入園）

アジサイ・ヤマユリが見頃をむかえます
金沢動物園（金沢自然公園）では、セイヨウ
アジサイなど5種類約3,000株のアジサ
イや、自生のヤマユリをご覧いただけます。
開花予定は、アジサイは6月上旬、ヤマユリ
は6月中旬の見込みです。

海の公園BBQ場　手ぶらでも楽しめます！
予約はHPをご覧ください。https://yokohamagrill.com/

第3回YOKOHAMA
シーサイドマラソン
6/22（土）　開会式　9：10～

海開き式
7/13（土）　9：00～　ビーチクリーン
9：40～　マーチングバンド演奏　
開会式　10：00

第54回みず色の風コンサート～辛島安妃子・歌の世界
6/15（土）　13：30開場　14：00開演 
出　演　者：辛島安妃子（ソプラノ）　案野弘子（ピアノ）　七澤清貴（バイオリン） 
チケット：1,500円（前売・当日共　前売で完売の場合当日券の販売は行いません）
※未就学児童の入場はお断りしています。

ゴスペルコーラスワークショップ 7月～10月（募集）
受講日：7/17、8/7・21、9/4・18、10/2　すべて水曜日　10：00～11：30
場　　所：多目的ルーム
内　　容：神様からのよき知らせ”ゴスペル”を仲間と歌って元気になりましょう。
　　　　　乳幼児のお子様は同伴でどうぞ。
費　　用：9,000円（全6回）
定　　員：30名
申込方法：電話、ファックス、メール、窓口
　　　　　講座名、氏名、住所、電話番号をお知らせください。

夏のファミリーコンサート～おおたか静流・声のお絵かき
7/21（日）　10：00開場・10：30開演
出　演　者：おおたか静流（Ｖｏ.他）
内　　容：ＮＨＫｅテレ”にほんごであそぼ”でおなじみのおおたか静流。
　　　　　乳幼児のお子様も一緒に楽しめるよう、客席に”フリースペース”を設置。
　　　　　ベビーカーでの入場も可能です。
チケット：1,000円（中学生以上・小学生以下無料）※6/11受付開始

夏休みこども体験教室～手作り顕微鏡と本物の顕微鏡
でミクロの世界を探検しよう（募集）
8/3（土）　①10：00～12：00　②13：00～15：00
場　　所：多目的ルーム
内　　容：①ペットボトルで顕微鏡作り体験　②手作りと本物の

顕微鏡で見比べ体験　③旧細菌検査室見学体験
費　　用：無料
講　　師：ＮＰＯ法人野口英世よこはま顕彰会会員
対　　象：小学生（定員：各回先着20名）
申込方法：希望時間・参加者名・学校名・学年・住所・電話番号・同伴

者の有無をご記入の上FAXまたはメールでお申込みく
ださい※7/11受付開始。

歴史講座「伊藤博文の愛した野島の今昔」
6/17(月)10：00～11：30 ※講座当日は休館日ですが、講座は開講致します。
明治憲法草案を夏島で作成した博文公がそのゆかりの地として別邸を構えた野島。野
島の海や暮らしの変遷を紐解きます。
講　　師：吉谷 長幸 氏　※横濱金澤シティガイド協会所属
募集人数：40名（先着順）
参　加　費：500円（資料代含む）
申込方法：電話または直接来館にて事前申込制

七夕飾り
6/30（日）～7/7（日）
邸前に笹をしつらえます。短冊に願い事を書いて飾ってください。

夏の薬膳講座「夏を快適に過ごす」
7/16（火）10:30～12:00
当日は、ミニ薬膳をお楽しみいただけます。
講　　師：野沢 育代氏（栄養士＆国際薬膳師）
募集人数：30名（事前申込制・先着順）
参　加　費：1,500円
申込方法：電話または直接来館にて受付（6/１1(火)より予約受付開始）

旧伊藤博文金沢別邸を“もっと知ろう”クイズ
7/20（土）～8/25（日）10:00～16:00(休館日８/５(月)・8/19(月)を除く)
申込方法：ご希望の方は別邸受付でお申込み下さい。
参加賞：博文邸オリジナルグッズをプレゼント
参加費：無料

YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2019
7/27（土）、28（日）　ビーチハンド・ビーチテニス・ビーチサッカー
8/3（土）、8/4（日）　ビーチバレー・ビーチサッカー
当日参加イベントあります。
ビーチクリーン開催！※7/27（土）8/3（土）
詳しくはホームページをご覧ください

ビーチバレー大会
京急カップ　8/24（土）
ガリガリ君カップ　9/8（日）
高校ラグビー大会
9/8（日）横浜唯一の海水浴場！！



イベントカレンダー ※予定が変更になる場合があります。ご確認のうえ、お出かけください。

6月月
6/22（土）  畠山重保公顕彰墓参会
10：00～11：00　畠山重保公廟所
鎌倉時代、源頼朝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。
＜問合せ＞横浜金沢文化協会　☎045-782-0705（深津）

7月月
7/13（土）  富岡八幡公園プール開き
１時間毎 25mプール100円・子ども用プール60円
営業時間：9：00～18：00（子ども用プール16時まで）9/1（日）まで
＜問合せ＞☎045-774-2379

7/15（月祝）  JAMSTEC公開セミナー
公開セミナーを中心としたイベントを開催予定です。詳細につきましてはJAMSTECホームページにてご確認ください。※6月中旬頃
問合せ：JAMSTEC横浜研究所広報課　☎045-778-5382（平日10：00～17：00）　http://www.jamstec.go.jp/

7/27（土）・8/3（土）  海水からの塩づくり体験＆“塩の道”を歩く
金沢区では、鎌倉時代から塩づくりが盛んに行なわれていたそうです。そんな金沢区の文化や歴史を体験し、もっと金沢区を好きになってもらうた
め、塩づくり体験を開催します！
今回は自分たちで塩を作り、当時通った朝夷奈切通しを越えて鎌倉（塩なめ地蔵）まで運びます。ひと夏の思い出に、ぜひご参加ください。
7/27（土）海水からの塩づくり体験　8：30～14：30 8/3（土）“塩の道”を歩く　9：00～14：00
場所：海の公園砂浜（BBQ側） 場所：金沢区役所～朝夷奈峠
※雨天・猛暑日の場合翌日7/28（日）に延期 ※雨天・猛暑日の場合翌日８/４（日）に延期

8月月
8/3（土）  第25回  横浜市衛生研究所施設公開　～健康と快適なくらしを守るために～
9：30～16：00（最終受付15：30）参加無料・事前申込み不要
会場：横浜市衛生研究所（富岡東2-7-1）
ミニセミナー：「手洗いで感染症・食中毒を防ごう！」
　　　　　　 　「気をつけよう麻しん・風しん」
パネル展示・体験コーナー・おためし健康チェックもあります！
＜問合せ＞横浜市衛生研究所　電話045-370-8460

9月月
9/15（日）  第21回金沢文庫芸術祭　入場無料
「アートを通じて、創造の芽を育て、次
世代に何かを伝えたい」という願いの
もとにスタートした金沢文庫芸術祭も
今年で21回目を迎えます。「こどもの
未来は地球の未来」をスローガンに、誰
でもたのしく参加でき、人々から愛さ
れる芸術祭を目指しています。
オープニングフェスティバル　9/15（日）9：30～20：00
会場：海の公園
手作りアートの展示即売、体験コーナー、屋台、パレード、ライブなど。
アートラリー　9/15（日）～10/14（月祝）
区内近郊のギャラリーやカフェ、アーティスト自宅にて展示、ワー
クショップ、コンサート、演劇など開催します。
＜問合せ＞：金沢文庫芸術祭実行委員会
☎090-2522-0493（浅葉弾）https://www.bunko-art.org

9/29（日）  第10回横浜シーサイドトライアスロン大会
誰もが参加できる市民参加型トライアスロンとして、2010年9月に初めて
開催し、今年で10回目となります。今回、待望のスプリントディスタンスを新
設しました。
メイン会場である横浜・八景島シーパラダイスをスタート・フィニッシュ地点
として、金沢工業団地周辺をバイクコース、八景島島内をランコースに設定し
て、自然に恵まれた環境の中で開催します。是非会場にお越しください。
7/15（月祝）までエントリー受付中！
会場：横浜・八景島シーパラダイス、金沢工業団地周辺
問合せ：横浜シーサイドトライアスロン大会実行委員会
☎046-680-5538　http://sea.tri.yokohama/

【対　象】区内在住・在学の小・中学生50人（先着順）
【参加費】無料
【持ち物】昼食・飲み物・帽子（8/3のバス代は個人負担）
【申込方法】7/1（月）から申込開始 ※定員になり次第締切
HP内申込フォームまたはＥメールに、住所・氏名（ふりがな）・電話番号・学年・保護者氏名（保護者同伴必須）を記入
＜問合せ＞区民活動支援担当「塩づくり担当」☎788-7806　Ｅメール：kz-bunka@city.yokohama.jp



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


