


◎金沢産業振興センター店　☎045-784-7455
◎金  沢  公  会  堂  店　☎045-785-3433

コンビニ / プレイガイド / 日本旅行　上大岡京急支店・金沢文庫支店・横須賀中央支店・OMC トラベル金沢八景店
シーサイドライン金沢八景駅・新杉田駅 / ファミリーマート金沢八景駅前店 / リヴィニ / 金沢区役所１F 売店
横濱金沢ブルワリー / 南横浜ビール研究所 / RotoBrewery 麺や天空 / 横浜紅谷 / 名月 / 菊月 / 鳳月堂 / 横浜金沢観光協会

前 売 り 取 扱 い

横濱金沢ブリュワリー（横　浜）
南横浜ビール研究所（横　浜）

Roto Brewery（横　浜）
鎌倉ビール（鎌　倉）

横須賀ビール（横須賀）
高田馬場ビール工房（東　京）

ウェラワン（東　京）
東京深川ガハハビール（東　京）
吉備土手下麦酒醸造所（岡　山）

真備竹林麦酒醸造所（岡　山）
石見麦酒（島　根）

ファーマーズブルワリー穂波（島　根）
ミロクビール（香　川）

福繁食品麦酒醸造部（香　川）
ブルーウッドブリュワリー（和歌山）

マイルストーンブルーイング東加古川醸造所（兵　庫）

ビール出店

横浜金沢の地産地消を応援！
日本各地から選りすぐりの地ビール約80種がやってくる！

入場
無料

supporting company

地元金沢！
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10枚綴りチケット10枚　3,600円
※前売りチケット購入の方限定

各日先着300名様にオリジナ
ルグラスを1個プレゼント！

ビールチケット10枚　4,000円
ビールチケット 5枚　2,000円

（1枚400円）
※会場チケット売場にて販売し

ます。フードは現金制となり
ます。
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シーパラコラボ前売りチケット
大人（20歳以上）3,400円▶▶▶3,100円

（アクアリゾーツパス+ビールチケット1杯券）

シーパラワンデーパス・金沢区民感謝企画！
大　 　 　 人  5,200円▶▶▶2,600円
小 中・シ ニ ア 3,700円▶▶▶1,850円
幼　 　 　 児 2,100円▶▶▶1,050円
※金沢区に在住/在勤/在学の方対象（当日、シーパラ窓口にて販売。なお、
　　　　　　　　　　　　　　　　　証明書の提示が必要となります）
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（最寄駅：シーサイドライン八景島駅）

10/12（土）13（日）14（月祝）
10：00～20：00（最終日～17：30）

横浜・八景島シーパラダイス
　　イベント広場 サーフコースター横

グルメ出店

ステージ

地元発信ブース

●金沢の食材やシーパラをテーマ
にした自慢フードがいっぱい !

●地元のバンド、パフォーマーが続々登場 !
●“ビールで日本を元気にしようの会”会長「大島

圭太」と、地元フラダンスチームやアーティス
トが会場を盛り上げます。

●金沢の歴史、自然、観光、産業や
　キャンパスの活動を発信 !
●金沢の観光や産業・ブランドのPR

by横浜金沢観光協会
●プラスチックから発電して、わたあめを

作ってみよう !
by関東学院大学理工学部 武田克彦研究室

●地球のヒーロー“コンブ”は地球を救う !!
by 里海イニシアティブ

●特設スペース　ふわふわで遊ぼう !
●家族でゆったり楽しめる芝生のピク

ニックスペースもあるよ！

ガラポン抽選
開催 !!

地元の名産品やビール
工房オリジナル商品が当たる!!

特製コンビーフ焼きそば
by 加藤牛肉店

よろこんぶうどん
by 吉田製麺店

ボランティア募集中!
※詳しくは、HPをご覧下さい

地元金沢！

小柴の穴子丼
by 中央卸売市場×柴漁港
限定50食※14日のみ

ハンバーガー
by B.A.Y

おひさまシイタケフランクのグリル
by 横浜テクノタワーホテル

パラソル付の予約席で、
ゆっくり落ち着いてお
楽しみいただけます。

90分　2,000円
（1テーブル4席）

※詳しくはHPで！

主催：横浜金沢エリア活性化プロジェクト
　　　（横浜・八景島シーパラダイス、横浜金沢観光協会）

公式 HP
http://yokohama-kanazawa-beerfes.com

QR コード

ピクニック広場

工房をめぐってスタンプラリー
・ 5つで1回                           
・ 水族館入場でさらにもう1回 !



9/20（金）グランドオープン！9/20（金）グランドオープン！

ブランチ横浜南部市場ブランチ横浜南部市場
9/20（金）グランドオープン！

横浜南部市場に新たなランドマーク施設が登場
「発見」「体験」「発信」のテーマで「食」のにぎわいを創出します。

ブランチ横浜南部市場

※イベントは予告なく変更
　する場合がございます。
※マルシェや詰め放題は、
　なくなり次第終了です。
※雨天時は、会場・内容を変
　更して実施、もしく雨天
　中止です。
※写真はイメージです。

マーケット広場

海辺広場

9：30　オープニングセレモニー　海辺広場
10：00　振る舞い 餅まき　海辺広場
11：00、17：00　オープン記念先着500名様

“保冷付トートバッグ”プレゼント
※ご利用レシート2,000円以上（税込・合算可）
　の方各回先着250名様　海辺広場

12：00、13：00、14：00、15：00　ぼたんちゃん、いそっぴ、
けいきゅんが登場！
館内周回

9/20（金）

ぼたんちゃん いそっぴ けいきゅん
大型スクリーンで観戦！
ラグビーワールドカップパブリックビューイング＆映画祭　海辺広場
9/20(金)19：45～　ラグビー観戦（日本 vs ロシア）
9/21（土）18：30（予定）～　「スダンド・バイ・ミー」上映
9/22（日）18：00（予定）～　「ネバーエンディング・ストーリー」上映

9/20（金）～22（日）

10：00～17：00　ブランチマルシェ  マーケット広場
金沢ブランドなどのワゴン販売

【文明堂食品工業、のりの藤森、珈琲豆＆癒し処
ちろりや、アマンダリーナ他】

10：00～17：00　横浜女性企業家inブランチ　交流スペース他

9/21（土）～23（月祝）

11：00、13：00、15：00　ステージパフォーマンス
地元の団体によるステージパフォーマンスを開催！  海辺広場

9/22（日）

11：00　鮮魚詰め放題
13：00　野菜詰め放題
15：00　野菜詰め放題  海辺広場

9/23（月祝）
※ご利用レシート2,000円以上（税込み・合算可）
　ご提示でお一人様1袋配布

よこはまウォーキングポイント スタンプラリー

9/20（金）～11/24（日）

ブランチ横浜南部市場
営業時間：8：00～22：00
　　　　　（※店舗により異なる）
定　休　日：1月1日、2日
　　　　　（※一部店舗を除く）

金沢区鳥浜町1-1　☎045-374-5392
☎045-650-5402 （9/19（木）まで大和リース横浜支店）　
駐車場：775台　駐輪場：372台
https://www.branch-sc.com/yokohama_nanbu/

9/21（土）横浜南部市場水産エリア
ブランチ南部市場オープニングに合わせ

9：00～12：00【通常より1時間長く行います！】
※終了時間は予定です

　「海鮮つみれ汁」サービスします！
　品切れの際はご容赦下さい

第1、3水曜日9：00～11：00
横浜南部市場水産エリア
横浜南部市場水産協同組合　☎045-345-2680
ご注意：ブランチ横浜南部市場の駐車
場をご利用ください。
※従来の駐車場は利用出来なくなりました。

土曜市
協力：横浜南部市場
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通常の開催は



あおみかんレシピキャンペーンあおみかんレシピキャンペーン

第45回
金沢まつり

いきいきフェスタ

金沢まつり

いきいきフェスタ

金沢まつり

いきいきフェスタ

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

9/28（土）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢散歩-Ⅵ＞　「室町・戦国時代の六浦」
募集20名　締切9/18（水）必着
集合場所：金沢八景駅3階橋上改札口（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：5㎞、3時間
金沢八景駅→金龍院→（能仁寺跡：米倉陣屋跡）→（淨願寺跡：上行寺東
遺跡）→上行寺→嶺松寺跡→小山若犬丸二児の墓→長生寺→三艘会館
文殊堂→厄神様→瀬ヶ崎稲荷神社→京急追浜駅（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 11/16（土）
フォーラムKANAZAWA体験学習　13:00～15:00
募集30名　事前申込及び当日参加もOK
集合場所：金沢区役所1階ロビー　参加費無料
コ　ー　ス：4㎞、2時間
金沢区役所→姫小島水門→琵琶島神社（瀬戸神社）→平潟湾プロム
ナード→夕照橋→染王寺→野島稲荷神社→掩体壕→野島展望台(雨天
の場合は登らず)→旧伊藤博文金沢別邸→野島橋→野島公園駅（解散）
＊ガイドによる街歩きを体験。干拓の歴史遺跡を訪ね、江戸時代の歌
川広重晩年の「版画の中心に描かれた野島」の展望台まで歩く。

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

営業期間：11/1（金）～令和2年3/31（火）
　　　　　店休日：12/31・1/1・2
営業時間：11：00～21：00(L.O.20：30)
交　　通：シーサイドライン
　　　　　　　　　「八景島駅」より徒歩1分
　　　　　海の公園 管理センター前
駐　車　場：海の公園柴口駐車場をご利用ください。
　　　　　（普通車1時間310円）
　　　　　※かき小屋利用の方は1時間無料
問　合　せ：（一社）海の公園活性化協力会
　　　　　☎080-1218-3967

10/19（土）海の公園  10：00～15：30

■問合せ：金沢区役所　地域振興課　☎045-788-7801
　※荒天時は翌日順延（当日朝6：30～、テレフォンサービス　☎050-3159-6791で確認を！）

＊バザー・事業PRコーナー
公共・公益団体、福祉団体等によるバザーや各
団体の事業PR。
体験型のブースや、美味しいものを販売する
ブースもたくさん！出店数は約90店舗！

＊市内最大級のフリーマーケット
市内最大級約150店舗が出店。
掘り出し物もたくさん！

＊野外ステージ
バトントワリング・ヒップホップ・フラダンス
など区内で活動中の多彩なグループが出演。
今年も特設ステージを用意します！

お楽しみ
大抽選会
豪華賞品が
当たります。

11/1（金）11：00～

海の公園
かき小屋

期間限定

私たちはずっと東北を応援します！
三陸山田の新鮮な殻付きカキを始めとし
た魚介類などを炭火で豪快
に焼いて味わえます。
平日限定ランチメニューも
大人気 !

みかん狩りが始まります！柴シーサイド恵みの里
美味しいみかん狩りは10月下旬から12月下旬まで楽しめます。※無くなり次第終了
みかんは40分間食べ放題（全員）、みかんのお土産あり（3歳以上）
料　金：小学生以上800円　3歳以上の未就学児400円　3歳未満無料
　　　　※料金は変更になる場合あり
　　　　9：00～14：30（12：00～13：00お休み）　月曜休園　

直売所営業　※売切れ次第終了

土曜日7：30～15：00　日曜日7：30～12：00

収穫祭　12/21（土）8：00～14：00　※売切れ次第終了

柴町464　京急金沢文庫駅から柴町行バス、柴町バス停より徒歩5分
■問合せ：JA横浜柴農園管理事務所　☎045-785-6844

参加費：各コース500円
（保険料、資料代含む）

スリッパ卓球金沢区大会
9/14（土）全はまスリッパ卓球選手権 金沢文庫ふれあい商店街予選
エントリー 10：00～　予選 10：30～13：00頃

第7回商店街プロレス
11/16（土） 開催
場所　金沢文庫ふれあい広場（笹下釜利谷道路高架下）
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://kanazawa-bunko.com/

金沢産業団地  秋の祭典  PIAフェスタ2019
10/1１（金）・1２（土） 10：00～21：00　※12日は16：00まで
会場　横浜市金沢産業振興センター（金沢区福浦1-5-2）
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。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。

※イベント等は実施予定です。雨天など諸事情により変更・中止になる場合があります。
金沢シーサイドライン「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（横浜金沢産業連絡協議会内）
　　　　☎045-781-1131　http://www.sanrenkyo.jp

Aozora Factory ～親子向けモノづくり体験&金沢マルシェ～
@ 金沢産業振興センターグラウンド
10/12（土） 10：00 ～ 16：00　※小雨決行。荒天時中止
会場　金沢産業振興センター グランド
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、も
のづくりコラボレーションなど約30ブース出店予定です。
シーサイドライン「金沢産業振興センター」駅からすぐ
問合せ　NPO 法人Aozora Factory(株式会社ヨコハマ機工 内 )　
　　　　☎045-784-2626
　　　　E-Mail info@aozorafactory.com 
　　　　http://aozorafactory.com

瀬戸秋月祭
10/12（土） （雨天翌日順延）
区内の子供たちが作った行灯を300個以上飾ります。綿あめの販売
と無料の縁日を行う予定です。幻想的な雰囲気の琵琶島へ、ぜひお出
かけください。
祝詞   17：15～　点灯   17：30頃～19：30
場所　琵琶島神社 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩３分
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）

富岡八幡公園こどもログハウス  第27回なかよしカモメまつり
11/３日（日祝） 10：00～15：00
参加自由・雨天決行（内容変更あり）
金沢総合高校ダンス部「D☆FREAKS」の演技、おもしろ科学たんけ
ん工房「くるくるリング工作」、みなみマジックたのしい会「マジッ
クショー＆ミニ講座」、館内外ゲーム、模擬店など
京急「京急富岡駅」下車徒歩15分・シーサイドライン「並木北駅」
下車徒歩10分
問合せ　富岡八幡公園こどもログハウス　☎045-769-2530

富岡みどり会商店街  結成50周年記念事業  プロレス大会
11/17（日） 10：00～16：00（予定）　※プロレスは12：00頃（予定）
会場　はまと脳神経外科駐車場
模擬店、ちびっこプロレス教室なども開催します！
交通　京急「富岡駅」より徒歩11分　問合せ　マイム富岡店　☎045-771-7496

第8回  あおぞらふれあいまつりin谷津　
11/17（日） 10：00～15：00　雨天決行　
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「LOVE＆PEACE」をテー
マにステージでは、平和の絵本「ぞうれっしゃ
がやってきた」の合唱や、ダンスや大鼓、民謡と
三味線、まとい、フラダンスやバンドなど様々な出演で会場を盛り上げます。毎年
大人気の巨大紙飛行機も飛ばしますので、ぜひご家族であそびに来てください！
問合せ　あおぞら谷津保育園　045-784-0540

●ステージ　開会式、安全祈願、お神楽奉
納（富岡八幡宮）、カラオケ大会＆音楽
イベント

●体育館　小学生サッカースクール、
フットサルイベントほか　　　　

●広場など　献血活動（赤十字）、抽選会、
模擬店ほか　

●体育館　紙飛行機をつくって飛ばそう
●銀行・信金前　落語（出演者調整中）
●ステージ　地元の団体等による演奏や

ダンス・コーラス等披露、富岡宮元お囃
会お囃子、日発太鼓ほか

●グラウンド　Aozora Factory　
made in 金沢区 の技術、製品と触れ合
うことができるワークショップが集
まっています。

●広場など　防災フェスティバル（子供
用消防服着用体験等）、抽選会、模擬店
ほか

11/23（土祝）10：00～15：00
金沢地区センター　1階体育館・中庭
　　　　　　　　　2階中会議室・調理室

金沢ブランド展示会金沢ブランド展示会

横浜金沢ならではの逸品 !
いいもの おいしいもの
を探しに来ませんか !!

会　場：横浜市金沢区泥亀2-14-5　
交　通：京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩5分
　　　　※公共交通機関のご利用をお願いいたします。
主　催：横浜金沢観光協会
後　援：金沢区役所
　　　　特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会
問合せ：横浜金沢観光協会　☎045-780-3431

あおみかんレシピキャンペーン
柴シーサイドファームの生産物を知っていただくため、あおみかん

ジュースや摘果みかんを使った新商品開発を目的とした『あおみか

んレシピキャンペーン4月1日（月）～8月23日（金）』を行いました。

もっとも“あおみかん”が生かされた、今年の商品をご紹介します。

faebiger Alltag(ファービガー  アルターク)
京急富岡東口徒歩4分　横浜金沢クラフト
ビール&グルメフェスタにて10/14（月祝）の
み限定数販売の「あおみかんシフォン」です。

あおみかんの香りと味をより美味しく感じら
れるように作りました。冷やしてチーズケーキ
のようにいただけます。是非、ご賞味ください。結果発表





聖徳太子像 尾道・浄土寺所蔵

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

横浜・八景島シーパラダイス
http://www.seaparadise.co.jp/

☎045-788-8888
（自動案内）

特別展
「聖徳太子信仰―鎌倉仏教の基層と尾道浄土寺の名宝―」
9/21（土）～11/17（日）
中世に広まった聖徳太子信仰。その担い手となったのは叡尊
や忍性に連なる真言律僧たちでした。本展覧会では真言律の
一大拠点であった尾道・浄土寺に伝来した彫刻や古文書を中
心として、金沢文庫が管理する国宝「称名寺聖教・金沢文庫文
書」とともに、聖徳太子信仰にまつわる文献や美術資料を集めて、ご紹介いたします。

　観覧時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　休　館　日：月曜日（祝日は開館し、翌日休館）、10/23日（水）
　観　覧　料：20歳以上700円（600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

館内整備に伴う休館のお知らせ
「11/18（月）～令和2年3月中旬（予定）」※HP等でご確認ください。

お月見飾り
9/7(土)～16（月・祝）9：30～16：30 見学無料
重陽の節句・中秋の名月にあわせ、邸内でお月見のしつらえをご覧いただけます。
博文邸ヨガ
9/27（金）17：30～19：00 ※好天時は邸庭・雨天時は邸内で
開催レッスン後、邸内で「畳でごろごろ」をお楽しみいただけます。
事前申込制・先着順：10名　参加費：1500円（お水・お抹茶券付）
申込方法：電話または直接来館にて受付　申込開始：9/1（日）10：00～
復元10周年記念 パネル展示

「伊藤博文がいた頃の金沢」と「2009年 復元の記憶」
10/12（土）～10/27（日）9：30～16：30 見学無料

復元10周年記念 お茶会
10/13（日）10:00～15:00
席主　裏千家　田中宗美氏（金沢茶道会）　お茶代：700円
事前に茶券をお求めいただきます。お求めは旧伊藤博文金沢別邸窓口にて。
朗読と箏「源氏物語」他 10/19（土）13:30開演
奏者・朗読者　梶田恵臣氏・井沢英子氏　事前申込・先着制：40名
参　加　費：1000円（お抹茶とお干菓子付）　申込開始：9/11日10：00～
復元10周年記念 歴史講座

「伊藤博文公と明治憲法制定、金沢との関わり」
10/21（月・休館日）10：00～11：30
講演者　NPO法人  横浜金澤シティガイド協会  松﨑寛 氏  事前申込・先着制：40名
参　加　費：500円（配布資料付）　申込開始：9/11（水）10：00～

シルバーウィークスペシャル「お達者ステージ」
9/14（土）～16（月・祝）
地域で活躍する元気な皆さんのステージを行います。
老人週間
9/15（日）～9/21（土） ※休園日除く 横浜市内在住の65歳以上の方は入園無料
※年齢と住所が確認できるものをご持参ください。
アニマルアートコラボ展 vol.10
9/7（土）～11/10（日）
アート作品の展示やワークショップを開催します。
どうぶつえんの文化祭
10/12（土）～14（月・祝）
自然環境に関するブースや展示、ステージイベントを開催します。
ハロウィン特別イベント
10/26（土）、27（日）
動物園ならではのハロウィンイベントを開催します。
干支（ネズミ）の年賀状用記念撮影スポット
11月上旬 ～1/5（日）（予定）

第55回みず色の風コンサート～ロマン派・印象派　弦楽四重奏の世界
9/14（土）13：30開場　14：00開演　料金1,500円 
出演：カルテットN
曲目：弦楽四重奏曲（ドビュッシー）弦楽四重奏曲第13番”ロザムンデ”（シューベルト）他
生涯学習フェスティバル2019
9/28（土）9：30～17：00　料金：無料 
金沢区民活動センターに登録の“街の先生”や団体等による演技、演奏、講座等パ
フォーマンスを披露
ゴスペルコンサート
10/5(土)13：30開場　14：00開演　料金1,000円
※小学生以下無料 
出演：愛ミチコ＆逗子ゴスペルクワイア

【特別出演】長浜ホールゴスペルコーラスワークショップ受講生
歴史から学び、未来を見つめる。野口英世フェア
11/16(土) 10：00～16：00　料金：無料 
落語：桂幸丸「幸丸流 野口英世伝」　13：00開場　13：30開演

（事前登録制　10/11受付開始）
パネル展　①野口英世の活躍とその舞台　②野口英世の生涯
　　　　　（以上各10：00～16：00）

「母から子への手紙」コンテスト　平成30年度入賞作品展示

花火シンフォニア
9/14（土）、15（日）、21（土）、22（日）、10/12（土）、13（日）、27（日）
ハロウィンイベント
9/7（土）～10/31（木）
ハロウィンペンギンパレードや海の動物たちのショー。
海の動物たちとシーパラならではのハロウィンをお楽しみいただけます。

サンドアートフェスティバル（金沢文庫芸術祭）
9/15（日）10：00～　ミニ砂像体験 午前の部10：00～ 
　　　　　　　　　　　  午後の部13：00～ 50名先着順
第2回金沢八景シーカヤック大会
9/22（日）10:30～15:30
コース：海の公園－野島海岸－野島水路－タ照橋－
　　　　平潟湾－琵琶島（回航）
問合せ：横浜金沢カヌークラブ事務局  ☎045-322-6766  https://www.ykcc.jp
第3回YOKOHAMAビーチサイドマラソン
10/12（土）9：25～　問合せ FUNランニング実行委員会 ☎03-5480-4100
http://yokohama-beachside-run.net/

横浜30Ｋ（ヨコハマサーティーケー）マラソン
12/7（土）8:30～
問合せ アールビーズスポーツ財団　yokohama@runners.co.jp
なぎさ広場カップサッカー大会　12/14（土）



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。

9月月
9/15（日）  第21回金沢文庫芸術祭 オープニングフェスティバル ～こどもの未来は地球の未来～
9：30～20：00　入場無料　※小雨決行荒天中止　会場：海の公園

「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。オープニングフェスティバルでは、手作りアートの展示即売、体験コーナー、屋台、パレード、ライブなどを開催します。
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。
詳しい内容はHPをご覧ください。https://www.bunko-art.org　問合せ：金沢文庫芸術祭実行委員会　☎090-2522-0493（浅葉弾）

9/29（日）  第25回金沢水の日　申込不要
10:00～15:00　野島青少年研修センターロビー
横浜市で唯一の自然海岸が残る野島。
水と深いかかわりがある金沢の豊かな
自然について、楽しみながら学びま
しょう。
海や川の生き物展示、あさりの水質浄
化実験、自然工作教室、他
交　通：シーサイドライン
　　　　　 「野島公園駅」下車徒歩5分
問合せ：野島公園　☎045-781-8146

9/29（日）  第10回横浜シーサイドトライアスロン大会
第10回目となる今回、待望のスプリントディスタンスを新設しました。
八景島シーパラダイスをスタート・フィニッ
シュとして、バイクコースは金沢工業団地を
巡ります。自然に恵まれた金沢のシーサイド
を駆け抜けてみませんか？
大人から子供まで楽しめる横浜シーサイド
トライアスロン大会に是非ご参加ください。
会　場：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
　　　 ☎045-680-5538　https://sea.tri.yokohama/

10月月
10/5（土）  旧川合玉堂別邸  秋のイベント「管楽合奏・合唱」
開　園　時　間 10：00～15：00　※雨天中止

「管楽合奏・合唱」　庭園にて管楽合奏・合唱をお聴き下さい　入場無料
出　演　時　間 第１回11：00～11：30、第２回13：00～13：30
出　　　演 パスタ管楽合奏団、パスタ合唱団
場　　　所 富岡東5-19-22　京急富岡駅東口下車　徒歩２分
 ※当日、駅からの案内板があります。駐車場はありません。
 ※ご希望の方は園内をボランティアガイドがご案内いたします。

当日連絡先 旧川合玉堂別邸　☎080-1241-0910
問　合　せ 金沢区区政推進課企画調整係　
 ☎045-788-7729　FAX045-786-4887

【一般開園】 11/２（土）、12/７（土）10：00～15：00
【特別開園】 12/14（土）10：00～15：00
※最終入園時間は、開園時間終了の30分前まで
※荒天中止の場合あり

10/20（日）  金沢工場３Ｒ夢（スリム）！フェスタ2019 ～STOP食品ロス！減量にトライ～
10：00～15:00　資源循環局金沢工場　入場無料
様々なイベントを楽しく体験してもらいながら、3Ｒ（「リデュース」、「リユース」、「リサイクル」）や焼却工場の仕組み
について理解を深めていただく人気のイベントです。
★リユース家具の無料提供☆リユース工作教室★工場内見学バスツアー☆収集車の乗車体験★3R夢サイエンス教室
☆フードドライブの実施★地域活動の紹介
交　通：シーサイドライン　並木中央駅から徒歩15分  幸浦駅から徒歩12分※ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。
問合せ：☎045-784-9711 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/shokai/shokyaku/kojo-ka/kanazawak.html

11月月
11/16（土）  横浜検疫所  旧長濱検疫所一号停留所（検疫資料館）一般公開
10：00～16：00　（受付は15：30まで）　予約不要・入場無料
野口英世博士も勤務した『横浜検疫所』で、明治時代にタイムスリップしてみませんか？
横浜検疫所では、輸入食品・検疫検査センター敷地内にある、旧長濱検疫所一号停留所（検疫資料館）を一般公開
いたします。明治の面影を色濃く残すこの建物は昨年５月に建造物として国の登録有形文化財となりました。建物だけでは
なく、明治期から現在に至る検疫関連の写真や資料、器具、検疫所を訪問した著名人の貴重な書などもご覧になれます。
交　通：京急「能見台駅」より徒歩13分　※お車での入場はご遠慮願います。
問合せ：横浜検疫所総務課　☎045-201-4458　http://www.forth.go.jp/keneki/yokohama/

12月月
12/8（日）  瀬戸神社  歳の市
12：00～19：30頃
交　通：京急・シーサイドライン
　　　  「金沢八景駅」より徒歩２分
問合せ：瀬戸神社　☎045-701-9992

11/17（日）  横浜海の公園  SUP FESTIVAL 2019
9：00～16：00　波も静かでSUPゲレンデとして最適な横浜海の公園で、５回目を迎えるSUP FESTIVALを開催します！
問合せ：横浜海の公園SUP FESTIVAL　実行委員会事務局　☎045-785-8988　（スピードウォール菅野）
　　　  http://supfesyokohama.grupo.jp/

11/23（土祝）・24（日）  JA横浜金沢支店  農業まつり
9：00～14：00（予定）　※24（日）は9：00～13：30（予定）
旬の野菜・花苗などの無料配布（数に限りあり）、
餅つき（販売あり）他、模擬店など
※催事については、変更になる場合があります。
交　通：京急「金沢文庫駅」西口下車徒歩15分
問合せ：☎045-781-5440

お
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Yokohama Medical Festival 2019
11/9（土）、10（日）10：00～17：00
交　通：シーサイドライン「市大医学部駅」より
　　　　徒歩2分
問合せ：YMF2019実行委員会
　　　　☎045-787-2588

浜大祭
11/3（日祝）、4（月振休）10：00～20：00
交　通：京急・シーサイドライン
　　　　「金沢八景駅」より徒歩5分
問合せ：浜大祭実行委員会
　　　　☎045-785-1330
　　　　https://www.hamadaisai69.com

平潟祭
11/2（土）、3（日祝）10：00～17：00
交　通：京急・シーサイドライン
　　　　「金沢八景駅」より徒歩15分
問合せ：学生生活課  ☎045-786-7012

横浜市大

関東学院大
横浜市大
医学部

9/21（土）・22（日）  富岡八幡宮  秋季大祭
9/21（土）宵宮祭  18：00～ 9/22（日）湯立神楽  10：00～
万燈神輿連合渡御  18：30～境内発 天皇陛下御即位奉祝渡御  13：00～境内発
交　通：京急「京急富岡駅」下車徒歩8分  シーサイドライン「並木北駅」下車徒歩10分　問合せ：富岡八幡宮　☎045-776-3838

10/12（土）  水産研究・教育機構横浜庁舎  一般公開 10：00～16:00　中央水産研究所横浜庁舎　入場無料
研究の内容や成果を知っていただき、水産業と海や魚についての理解を深めていただくために、毎年一般公開を開催しています。今年は「教えて！海と魚の秘密」をテー
マに、参加型ラボツアー、タッチプール、ちりめんモンスター、イワシの話など。お子様から大人の方まで、楽しみながら参加出来るイベントや展示がたくさんです。
交　通：シーサイドライン「市大医学部駅」下車徒歩5分　問合せ：☎045-788-7615　http://nrifs.fra.affrc.go.jp/

11/2（土）  富岡八幡宮  うべえじゅう（夜神楽）
19：00～　卯陪従（うべえじゅう）とは、富岡八幡宮に鎌倉時代から伝わる伝統神事で、2月・11月の初卯の日に
夜神楽として湯立神楽を奉納します。この日お参りをすると1年間お参りしたのと同じだけご利益があると伝えらています。
交　通：京急「京急富岡駅」下車徒歩８分　シーサイドライン「並木北駅」下車徒歩10分　問合せ：富岡八幡宮　☎045-776-3838



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


