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2019 合同公募展入選作品「だるまさんが並んだ」髙橋　重範2019 合同公募展入選作品「だるまさんが並んだ」髙橋　重範

詳しくは中面特集ページをご覧ください。

イベント

新年の
２大

イベント

新年の
２大

花ごよみ
1月

2月

3月

●スイセン（水仙）
泥牛庵・富岡総合公園・金沢自然公園
ロウバイ（蝋梅）
称名寺・金沢自然公園

●菜の花
金沢自然公園

●ニリンソウ
称名寺市民の森

●タチツボスミレ
富岡総合公園・称名寺市民の森
金沢市民の森

●ウラシマソウ
富岡総合公園・称名寺市民の森

●梅
能見堂跡・称名寺市民の森
富岡総合公園・金沢自然公園
金沢自然公園では、園内各所に梅が植えら
れており、約30種、350本の梅を見ること
ができます。大寒を過ぎると、うきうき林
の梅林も少しずつですが咲き始め、徐々に
春を感じられます。時期をずらしながら、
斜面をピンクや白に染めていきます。

“がんばっぺ東北”「岩手県三陸山田」直送のおいしい牡蠣がたべら
れます！その他、東北産の新鮮なホタテや、仙台名物牛タン、地元横
浜金沢の漁港や、南部市場から仕入れる、美味しい超新鮮な魚介類
や野菜をこだわりをもって提
供しています。今年も期間限
定で営業いたしますので、是
非、おいしい牡蠣と地元食材
を味わってみて下さい。平日
限定ランチメニューも大人気
です。

期間限定

営業時間：11:00～21:00（ラストオーダー 20:30）
　　　　  平日ランチ11:00～14:00
 　　（※メニュー　ミックスフライ、カキフライ、穴子天丼、カキ天丼） 
交　　通：シーサイドライン「八景島駅」より徒歩１分 
駐　車　場：海の公園柴口駐車場をご利用下さい。(普通車１時間310円)
　　　　  ※かき小屋利用の方は１時間サービス 
問　合　せ：（一社）海の公園活性化協力会　☎080-1218-3967

海の公園　かき小屋
～3/31（火）※年末年始 12/31（火）～1/2（木）休業

●椿
富岡総合公園・金沢自然公園



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

70

2020開運七福神スタンプラリーin
柳原良平アートミュージアム

七福神マップ

こでられね～秋田大集合２０２０
in 横浜・八景島シーパラダイス

秋田県横手市から「本物の雪」を運んで作る「かまくら」や、雪の滑り台が出現し、雪国秋田が体験できます！

また、男鹿市の「なまはげ」、大館市の「秋田犬」も登場！！

さらに「横手やきそば」や秋田名物「きりたんぽ」をはじめとした数多くのご当地グルメが楽しめる飲食ブースや

お土産品など、「こでられね～」秋田の魅力がまるごと大集合！

秋田に会いに、おざってたんせ～！

ご当地グルメ・特産品ブース

10:00～17:00(13日のみ16:00まで)

10:00～ 甘酒サービス(各日限定1,000名様)

11:00～ こでられね～秋田自慢こタイム

12:00～ 男鹿・なまはげ太鼓(第1部)

14:00～ 男鹿・なまはげ太鼓(第2部)

15:00～ 餅まき

スケジュール

１月１１日(土)～１月１３日(月祝)

海の公園柴
口駅

海の公園柴
口駅

京急富岡駅京急富岡駅

シーサイド
ライン

シーサイド
ライン

京急線京急線

京急線京急線

瀬戸神社
弁財天

正法院
福禄寿

5分5分

龍華寺
大黒天

伝心寺
毘沙門天

寶蔵院
寿老人

富岡八幡宮
蛭子尊

長昌寺
布袋尊

2分2分

2分2分

37分37分

6分6分

30分30分

10分10分

7分7分

7分7分

10分10分

15分15分

9分9分

14分14分

56分56分

金沢文庫駅金沢文庫駅

（時速4k
mで歩いた

めやすです
）

（時速4k
mで歩いた

めやすです
）

金沢文庫駅金沢文庫駅

金沢八景駅金沢八景駅

4分4分

所要時間のご案内
歩いても 電車でも♪

弁財天 瀬戸神社と
弁財天琵琶

島神社

　源頼朝が、古代からの聖地でも

あった瀬戸に三島明神をお招きし

て「瀬戸神社」を造営した時、妻

の政子が日頃崇敬した弁財天を

祀ったのが「琵琶島神社」。六浦

湊の中心にあって、物流海運・商

売繁昌の「舟寄弁天」とも、御神

像のお姿から「立身弁財天」とも呼ばれ、立身出世、夫婦和合、縁結

び、また音楽・技芸の守り神として古来崇敬されます。

べん　　ざい　　てん

毘沙門天び　　しゃ　 もん　 てん

大黒天 　源頼朝が文治年中に六浦山中に

建てた浄願寺が始まりといわれてい

ます。明応8年、融弁上人によって、

光徳寺と併合され移築、龍華寺とな

りました。800年以上の歴史を有す

寺には、貴重な宝物が所蔵され、牡

丹などの花の寺としても有名です。

　大黒天の功徳は食物財宝ばかり

ではなく、招運開運のめでたい神としても人気があります。当寺でも約百年

前から元旦に祈願をしてそのお札を皆様に配布してきました。

だい　　こく　　てん

　曹洞宗の寺で創建は宝治元年

（1247年）、開基は執権北条時頼と

されており、本尊は釈迦如来で、脇

仏に普賢菩薩と文殊菩薩を配しま

す。寺は数回の火災等に遭ったが、

大永元年（1521年）北条氏繁が養

拙宗牧（ようせつしゅうぼく）大和尚

を招いて開山として再興しました。

　毘沙門天は知恵と武勇、戦勝の神様でスポーツの試合や、受験の守護、

開運出世、厄除けにも良いとされている神様です。

幸福をもたらす

七福神めぐり

瀬戸神社　金沢区瀬戸18-14

龍華寺　金沢区洲崎町9-31

伝心寺　金沢区町屋町16-28

明治20年、伊藤博文を中心に明治憲法

の草案作りをしていた料亭・東屋に昭和

10年に建てられました。東屋廃業後、博文

別邸に移動後、現在地にあります。

A 明治憲法草創の碑

北条実時創建。四季折々も美しい浄土

庭園と金沢八景「称名の晩鐘」の梵鐘

があります。毎年5月に薪能が行なわ

れます。

E 称名寺

通称『バス通り』と呼ばれる旧国道

沿いには、中世から現代までの歴

史を感じさせる神社仏閣・遺跡・言

い伝えなどが多く残されています。

B 歴史の道
C 旧伊藤博文金沢別邸

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

　当山は、弘法大師さまが井戸を

掘られ、お加持すると赤い水に変

わり、御不動様のお姿を描かれ、

「赤井のお不動さま」と親しまれ、

今日までご祈祷（家内安全、交通

安全など）が続けられています。ま

た、「福禄寿」には、次のような願

いがこめられています。（福）健康

で素晴らしいご家族（禄）仕事や勉強、お金などに恵まれる（寿）元気で

長生き出来る。

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

福禄寿ふく　　ろく　　じゅ

正法院　金沢区釜利谷東3-4-24

卍 伝心寺卍
龍華寺

歯科医院●

町屋神社●

京急サニーマート
●

金
沢
小
学
校
通
り

至
寶
蔵
院
↓

約
50
ｍ

警察署●

至正法院

●区役所

●八幡神社

町屋

君ヶ崎

N

京急線

金沢八景駅

野島公園駅

金沢文庫駅

シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

●

タクシー乗り場

瀬戸橋

琵
琶
島

●

●金沢小学校

●パン屋
●イオン瀬戸神社

国道16号
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そば越後屋 歴史の道
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飯鉢

Oven

神奈川県立
金沢文庫

D

　当院は真言宗御室派、本山を京都仁

和寺に頂き、御本尊は大日如来をお祀

りしています。創建年代は火災のため、

正確な資料が残っていないのでおおよ

そ鎌倉時代前期の開山と思われます。

　昔からの一村一ヶ寺の形を残したお

寺です。境内からは柴漁港、八景島を眼

下に東京湾を見渡せます。

　寿老人様は長い髭をたくわえられ、手に杖や宝珠、桃を持たれ、長寿を司る

神様です。

横浜唯一の海水浴場。青い海と豊

かな緑の一年中楽しめる公園です。
F 海の公園

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

寿老人じゅ　 ろう　 じん

寶蔵院　金沢区柴町214

横浜の漁業を担う港。直

売所や食堂も人気です。
H 柴漁港

明治31年初代内閣総理大臣・伊藤博文

が建てた海浜別邸建築で市指定有形文

化財。4月末に見頃の牡丹園があります。

☎　788-1919　

休　第１，３月曜・年末年始 

並木北駅並木北駅

七福神めぐりは七つの災いを除き、七つの幸福を与える

神 を々お参りして福運を祈る行事で、室町時代から庶民

の間で信仰されています。数ある七福神めぐりの中でも

横浜金澤七福神は海を見ながらまわれるとっても爽やか

なコース。元旦から8日までご開帳しています。期間内に

は横浜・八景島シーパラダイスをゴールとする八か所をめ

ぐるスタンプラリーも開催され、どなたでも参加できる楽し

いコースです。 丸番号は裏面掲載店です。

MAP－1

　当宮は約800年前、建久2年

（1191年）鎌倉幕府を開くにあ

たって源頼朝が摂津の西宮より

エビス様を勧請しこの村の守り神

としたのが始めで現在まで八幡様

と一緒にお祀りされています。

　エビス様は芦の舟に乗って海

路を開き西宮の浜にたどり着いた

という神話から海上安全の海の守り神又、商売繁盛の福の神として

崇敬されて来ました。

　当山は天正2年（1574）、鎌倉

明月院の仙渓僧才禅師によって

開かれ、臨済宗建長寺派、本尊釈

迦如来。毎年3月に厳修される芋

観音の縁日は多くの参詣者でにぎ

わいます。また直木賞に名を残す

直木三十五の墓所があり、2月に

は南国忌が行なわれます。

　布袋和尚は900年頃、中国におられた禅僧で福を呼ぶ弥勒菩薩の

化身と尊ばれました。

蛭子尊えび　　す　  そん

富岡八幡宮　金沢区富岡東4-5-41 布袋尊ほ　　てい　　そん

長昌寺　金沢区富岡東3-23-21

昔の海岸線の面影を残す美し

い入江。夏の風物詩“祇園舟”の

場所です。

K 舟溜り

しだれ桜、牡丹の寺。裏山の墓地

には「豊嶋明重父子供養塔」（市登

録文化財）があります。

J 慶珊寺

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

●八幡宮入口（看板）

至能見台

●こどもログハウス

●
富岡東中学校

●

京急ストア京急富岡駅

↑
※本店は1㎞先

●

コンビニ
●

和食レストラン

富岡並木地区センター●金沢総合高校●

国道16号

シーサイドライン

並木北駅

鳥浜駅

南部市場駅

富岡総合公園

富岡八幡公園

東富岡

鳥見塚

富岡町

宮の前
金沢総合
高校入口

←

至杉田→

至ベイサイドマリーナ・アウトレット→

並木中央駅

N

卍

富岡八幡宮富岡八幡宮

長昌寺

舟溜り
K

慶珊寺J

横浜パンの家駅前店

御菓子司
横浜紅谷

20

ブランチ横浜南部市場22

並木 葉隠

菓匠 富貴 とやまミート

21

19 17 18

〶

MAP－4

●町内会館

●銀行
アピタ●

●花屋

釜利谷
東小北

←

→

→

→

金沢文庫駅

至金沢八景

←至瀬戸神社

至能見台

西口

すずらん通り

至神奈川県立金沢文庫

至伝心寺

東口

○文

N

卍
正法院

漫遊記

は満寿司13

そば処どん 11

12

MAP－3

徒歩徒歩
電車電車

日本最大級の水族館。遊園地やレ

ストラン・ショップにホテル・マリーナ

がある。花の名所や花火など季節ご

とにイベントが行なわれています。

☎　７８８-８８８８（自動応答）

G 横浜・八景島シーパラダイス

D 神奈川県立金沢文庫

我が国で現存する最古の武家文庫。中世の

歴史博物館として鎌倉時代の諸相を今日に

伝える国宝・文化財などを展示しています。

☎　701-9069　営　9：00～16：30

休　月曜、祝日の翌日、12/28～１/４

バスターミナル

卍
寶蔵院

←

←

至
称
名
寺

シーサイド・
　　スパ八景島

●

●

●

●

コンビニ
スーパー

町内会館

公園

至富岡八幡宮
八景島
入口 柴漁港

柴町

海の公園
柴口駅

八景島駅 N

海の公園
F

柴漁港
H

日本料理 桔梗亭

ブレーメン14
15

16

MAP－2

でん しん   じ

りゅう  げ    じ

せ　  と    じん   じゃ

ほう ぞう  いん

ちょうしょう じ

とみ おか はち  まん ぐう

しょう ぼう いん

「海・島・生
きもの」のテ

ーマパーク

動物取扱業に関する表示 ●氏名／株式会社横浜八景島 ●事業所の名称／横浜･八景島シーパラダイス ●事業所の所在地／横

浜市金沢区八景島 ●登録に係る動物取扱業の種別／展示 ●登録番号／70-033 ●登録年月日／2007年2月15日 ●登録の

有効期限の末日／2022年2月14日 ●動物取扱責任者／大津 大　※天候および動物たちの体調により、イベント内容・展示が

一部変更・中止になる場合がございます。※写真・イラストはイメージです。※ご来島の際は公共の交通機関のご利用が便利です。

10％割引クーポ
ン10％割引クーポ
ン

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ

以上押し、本券と一緒に上記対象店舗

のいずれかの店舗にて、お会計の際に

ご提出ください。※1回のお会計につ

き、1枚ご利用いただけます※他の割引

との併用はできません。※一部対象外

の商品がございます。※コピー不可。

「Seafood & Grill YAKIYA」

「軽飲食店舗ドルフィン」

「ハワイアンカフェ&レストラン　　

　Merengue（メレンゲ）」

10％割引クーポ
ン10％割引クーポ
ン

対象店舗

対象店舗

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ以

上押し、本券と一緒に上記対象店舗の

いずれかの店舗にて、お会計の際に

ご提出ください。※1回のお会計につき、

1枚ご利用いただけます。※他の割引と

の併用はできません。※コピー不可。

「フレンディア」

「ジンベエSHOP」

シーパラ×横浜金
澤七福神スタンプ

ラリー

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ以上

押し、本券と一緒にアクアミュージアム1F

チケット売場にお持ちください。※1枚につき

5名さままで有効。※コピー不可。

シーパラ×横浜
金澤七福神スタ

ンプラリー シーパラ×横浜金
澤七福神スタンプ

ラリー

ワンデーパス特別クー
ポンワンデーパス特別クー
ポン

3,400円▶
3,300円

名
小・中学生

1,900円▶
1,800円

名
幼児（4才

以上）

4,700円▶
4,400円

名
大人・高校

生

3,400円▶
3,300円

名
シニア（65

才以上）

「横浜金澤
七福神スタ

ンプラリー
」にご参加の

お客さまが
対象です。

キリトリ

横浜金澤七
福神めぐり

の

記念にいか
がですか？

横浜金沢七福神の寺社でお求め

になれます。御朱印帳は1,200円

（税別）。各寺社御朱印は300円で

す。スタンプラリー当日は八景島

ゴールでも販売いたします。

オリジナル
御朱印帳

はいかが
ですか

福笹：300円

ミニ絵馬：300円（一か所）

色紙：500円

御朱印：300円（一か所） 絵本：1,000円（税別）

どんぶらどんぶら七福神

みき つきみ/文

柳原 良平/画

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい2-1-1

TEL：045-221-0280　FAX：045-221-0277

https://www.nippon-maru.or.jp/

■ 開館時間　10：00～17：00（入館は16：30まで）

■ 休 館 日  月曜日（祝日にあたる場合は翌日休館）

　　　　　　 2019年12月29日（日）～12月31日（火）

■ 入 館 料 　横浜みなと博物館（柳原良平アートミュージアム）単館券

　　　　　　 一般400円、65歳以上250円、

              
     小・中・高校生200円（土曜日は100円）

柳原良平ア
ートミュー

ジアム特集
展示

2020年1月1日（元旦）～2020年３月22日（日）まで

帆船日本丸の修繕工事期間（予定）：2019年12月から2020年2月下旬まで

なお、横浜みなと博物館・柳原良平アートミュージアムは、工事中も通常通り開館します。「十二支と宝
船」

３ 

校

参加費

無　料

　　　　　　　 を持って
　　　　　出かけよう！

第16回 横浜金澤七福神第16回 横浜金澤七福神

スタンプラリースタンプラリースタンプラリー
横浜・八景島シーパラダ
イスをゴールとするス
タンプラリーは１日だ
け行われるイベントで、
どなたでもご参加いた

だけます。各寺社で配布されている「スタンプラリー
シート」にスタンプを押しながら、七福神めぐりをお
楽しみください。まわる順番は自由です。７寺社全て
のスタンプを押したら、ゴールの横浜・八景島シーパ
ラダイスへお持ちください。先着1,000名様に記念
品を差し上げます。

令和2年

9：00～16：00

荒天時中止

1月12日（日）1月12日（日）

マップ
表面

マップ
裏面

● ● ●

歴史と自然に恵まれた横浜金
沢。「七福神マップ」を片手に、
開運招福と健康ウォークを兼
ねて、七福神をめぐる小さな
旅をしてみませんか？
横浜市に深く貢献された柳原
良平先生（1931～2015）の

絵本「どんぶらどんぶら七福神」のかわいらしい親しみの
ある神様の絵がキャラクターです。

七福神マップ

お得な
クーポン付き

横浜金沢のいいもの、おいしいものに出会えるよ。
★スタンプラリー参加者特典
　●横浜金澤七福神スタンプラリーにご参加の方を対象に割

引特典があります。
　●スタンプラリーシートにスタンプを１つ以上押してマッ

プ裏面のクーポンと一緒に、対象店舗へお持ちください。
マップ配布場所：各７寺社、京急「京急富岡駅・金沢文庫
駅・金沢八景駅」、シーサイドライン「新杉田駅・金沢八景
駅」、横浜金沢観光協会　他

※八景島のスタンプは1/12（日）にゴールで押すことができ
ます。1/1（元日）～31（金）（12（日）除く）は八景島客船
ターミナルにて押すことができます。

横浜金澤七福神オリジナル御朱印帳発売！
各寺社・横浜金沢観光協会でお求めになれます。
スタンプラリー当日の八景島ゴールでも販売します。

主　催：横浜金沢観光協会
共　催：金沢区役所、八景島指定管理者
後　援：京浜急行電鉄（株）
　　　  横浜・八景島シーパラダイス、（公財）帆船日本丸記念財団
協　力：横濱金澤シティガイド協会
問合せ：横浜金沢観光協会　045-780-3431
　　　 当日の開催の問合せ：045-664-2525
　　　  （横浜市コールセンター　午前8：00から）

●色紙：500円　
　御朱印：300円（1カ所）

●福笹：300円　ミニ絵馬：300円（１カ所）

●どんぶらどんぶら七福神　みき つきみ/文　柳原 良平/画　絵本：1,000円（税別）

「横浜みなと博物館」蔵

2020開運七福神スタンプラリーin
柳原良平アートミュージアム

横浜みなと博物館で楽しいスタンプラリー!!

開運
招福

1/1（元日）～13（月・祝）
柳原良平アートミュージアム等に置かれた、七福神の
絵柄のスタンプを集めて回ります。

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-1-1
 TEL：045-221-0280
 FAX：045-221-0277
 https://www.nippon-maru.or.jp/
　開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
　休　館　日：月曜日（祝日にあたる場合は翌日休館）
　　　　　　12/29（日）～12/31（火）
　　　　　　1/27（月）～1/31（金）
　入　館　料：横浜みなと博物館
　　　　　　（柳原良平アートミュージアム）単館券
　　　　　　一般400円、65歳以上250円
　　　　　　小・中・高校生200円（土曜日は100円）

※帆船日本丸の修繕工事期間（予定）：2019年12月から
2020年2月下旬まで。なお、横浜みなと博物館・柳原良
平アートミュージアムは、工事中も通常通り開館します。

1/1（元日）～3/22（日）　特集展示「十二支と宝船」

七福神マ
ップ

七福神マ
ップ

●御朱印帳：1,200円

●御朱印：300円（各寺社）



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

70

2020開運七福神スタンプラリーin
柳原良平アートミュージアム

七福神マップ

こでられね～秋田大集合２０２０
in 横浜・八景島シーパラダイス

秋田県横手市から「本物の雪」を運んで作る「かまくら」や、雪の滑り台が出現し、雪国秋田が体験できます！

また、男鹿市の「なまはげ」、大館市の「秋田犬」も登場！！

さらに「横手やきそば」や秋田名物「きりたんぽ」をはじめとした数多くのご当地グルメが楽しめる飲食ブースや

お土産品など、「こでられね～」秋田の魅力がまるごと大集合！

秋田に会いに、おざってたんせ～！

ご当地グルメ・特産品ブース

10:00～17:00(13日のみ16:00まで)

10:00～ 甘酒サービス(各日限定1,000名様)

11:00～ こでられね～秋田自慢こタイム

12:00～ 男鹿・なまはげ太鼓(第1部)

14:00～ 男鹿・なまはげ太鼓(第2部)

15:00～ 餅まき

スケジュール

１月１１日(土)～１月１３日(月祝)

海の公園柴
口駅

海の公園柴
口駅

京急富岡駅京急富岡駅

シーサイド
ライン

シーサイド
ライン

京急線京急線

京急線京急線

瀬戸神社
弁財天

正法院
福禄寿

5分5分

龍華寺
大黒天

伝心寺
毘沙門天

寶蔵院
寿老人

富岡八幡宮
蛭子尊

長昌寺
布袋尊

2分2分

2分2分

37分37分

6分6分

30分30分

10分10分

7分7分

7分7分

10分10分

15分15分

9分9分

14分14分

56分56分

金沢文庫駅金沢文庫駅

（時速4k
mで歩いた

めやすです
）

（時速4k
mで歩いた

めやすです
）

金沢文庫駅金沢文庫駅

金沢八景駅金沢八景駅

4分4分

所要時間のご案内
歩いても 電車でも♪

弁財天 瀬戸神社と
弁財天琵琶

島神社

　源頼朝が、古代からの聖地でも

あった瀬戸に三島明神をお招きし

て「瀬戸神社」を造営した時、妻

の政子が日頃崇敬した弁財天を

祀ったのが「琵琶島神社」。六浦

湊の中心にあって、物流海運・商

売繁昌の「舟寄弁天」とも、御神

像のお姿から「立身弁財天」とも呼ばれ、立身出世、夫婦和合、縁結

び、また音楽・技芸の守り神として古来崇敬されます。

べん　　ざい　　てん

毘沙門天び　　しゃ　 もん　 てん

大黒天 　源頼朝が文治年中に六浦山中に

建てた浄願寺が始まりといわれてい

ます。明応8年、融弁上人によって、

光徳寺と併合され移築、龍華寺とな

りました。800年以上の歴史を有す

寺には、貴重な宝物が所蔵され、牡

丹などの花の寺としても有名です。

　大黒天の功徳は食物財宝ばかり

ではなく、招運開運のめでたい神としても人気があります。当寺でも約百年

前から元旦に祈願をしてそのお札を皆様に配布してきました。

だい　　こく　　てん

　曹洞宗の寺で創建は宝治元年

（1247年）、開基は執権北条時頼と

されており、本尊は釈迦如来で、脇

仏に普賢菩薩と文殊菩薩を配しま

す。寺は数回の火災等に遭ったが、

大永元年（1521年）北条氏繁が養

拙宗牧（ようせつしゅうぼく）大和尚

を招いて開山として再興しました。

　毘沙門天は知恵と武勇、戦勝の神様でスポーツの試合や、受験の守護、

開運出世、厄除けにも良いとされている神様です。

幸福をもたらす

七福神めぐり

瀬戸神社　金沢区瀬戸18-14

龍華寺　金沢区洲崎町9-31

伝心寺　金沢区町屋町16-28

明治20年、伊藤博文を中心に明治憲法

の草案作りをしていた料亭・東屋に昭和

10年に建てられました。東屋廃業後、博文

別邸に移動後、現在地にあります。

A 明治憲法草創の碑

北条実時創建。四季折々も美しい浄土

庭園と金沢八景「称名の晩鐘」の梵鐘

があります。毎年5月に薪能が行なわ

れます。

E 称名寺

通称『バス通り』と呼ばれる旧国道

沿いには、中世から現代までの歴

史を感じさせる神社仏閣・遺跡・言

い伝えなどが多く残されています。

B 歴史の道
C 旧伊藤博文金沢別邸

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

　当山は、弘法大師さまが井戸を

掘られ、お加持すると赤い水に変

わり、御不動様のお姿を描かれ、

「赤井のお不動さま」と親しまれ、

今日までご祈祷（家内安全、交通

安全など）が続けられています。ま

た、「福禄寿」には、次のような願

いがこめられています。（福）健康

で素晴らしいご家族（禄）仕事や勉強、お金などに恵まれる（寿）元気で

長生き出来る。

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

福禄寿ふく　　ろく　　じゅ

正法院　金沢区釜利谷東3-4-24

卍 伝心寺卍
龍華寺

歯科医院●

町屋神社●

京急サニーマート
●

金
沢
小
学
校
通
り

至
寶
蔵
院
↓

約
50
ｍ

警察署●

至正法院

●区役所

●八幡神社

町屋

君ヶ崎

N

京急線

金沢八景駅

野島公園駅

金沢文庫駅

シ
ー
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

●

タクシー乗り場

瀬戸橋

琵
琶
島

●

●金沢小学校

●パン屋
●イオン瀬戸神社

国道16号

明治憲法
草創の碑

鳳月堂

鰻松

地魚料理
やすらぎ

そば越後屋 歴史の道

称名寺E
A

B

1

7
のりの藤森

山喜鮨

御菓子処 菊月
KAKURENBO

BEER CAFE

4

5

3

2

8
9

10

6

←

日本料理
飯鉢

Oven

神奈川県立
金沢文庫

D

　当院は真言宗御室派、本山を京都仁

和寺に頂き、御本尊は大日如来をお祀

りしています。創建年代は火災のため、

正確な資料が残っていないのでおおよ

そ鎌倉時代前期の開山と思われます。

　昔からの一村一ヶ寺の形を残したお

寺です。境内からは柴漁港、八景島を眼

下に東京湾を見渡せます。

　寿老人様は長い髭をたくわえられ、手に杖や宝珠、桃を持たれ、長寿を司る

神様です。

横浜唯一の海水浴場。青い海と豊

かな緑の一年中楽しめる公園です。
F 海の公園

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

寿老人じゅ　 ろう　 じん

寶蔵院　金沢区柴町214

横浜の漁業を担う港。直

売所や食堂も人気です。
H 柴漁港

明治31年初代内閣総理大臣・伊藤博文

が建てた海浜別邸建築で市指定有形文

化財。4月末に見頃の牡丹園があります。

☎　788-1919　

休　第１，３月曜・年末年始 

並木北駅並木北駅

七福神めぐりは七つの災いを除き、七つの幸福を与える

神 を々お参りして福運を祈る行事で、室町時代から庶民

の間で信仰されています。数ある七福神めぐりの中でも

横浜金澤七福神は海を見ながらまわれるとっても爽やか

なコース。元旦から8日までご開帳しています。期間内に

は横浜・八景島シーパラダイスをゴールとする八か所をめ

ぐるスタンプラリーも開催され、どなたでも参加できる楽し

いコースです。 丸番号は裏面掲載店です。

MAP－1

　当宮は約800年前、建久2年

（1191年）鎌倉幕府を開くにあ

たって源頼朝が摂津の西宮より

エビス様を勧請しこの村の守り神

としたのが始めで現在まで八幡様

と一緒にお祀りされています。

　エビス様は芦の舟に乗って海

路を開き西宮の浜にたどり着いた

という神話から海上安全の海の守り神又、商売繁盛の福の神として

崇敬されて来ました。

　当山は天正2年（1574）、鎌倉

明月院の仙渓僧才禅師によって

開かれ、臨済宗建長寺派、本尊釈

迦如来。毎年3月に厳修される芋

観音の縁日は多くの参詣者でにぎ

わいます。また直木賞に名を残す

直木三十五の墓所があり、2月に

は南国忌が行なわれます。

　布袋和尚は900年頃、中国におられた禅僧で福を呼ぶ弥勒菩薩の

化身と尊ばれました。

蛭子尊えび　　す　  そん

富岡八幡宮　金沢区富岡東4-5-41 布袋尊ほ　　てい　　そん

長昌寺　金沢区富岡東3-23-21

昔の海岸線の面影を残す美し

い入江。夏の風物詩“祇園舟”の

場所です。

K 舟溜り

しだれ桜、牡丹の寺。裏山の墓地

には「豊嶋明重父子供養塔」（市登

録文化財）があります。

J 慶珊寺

見どころ見どころ

ちょっと寄
り道・・・

●八幡宮入口（看板）

至能見台

●こどもログハウス

●
富岡東中学校

●

京急ストア京急富岡駅

↑
※本店は1㎞先

●

コンビニ
●

和食レストラン

富岡並木地区センター●金沢総合高校●

国道16号

シーサイドライン

並木北駅

鳥浜駅

南部市場駅

富岡総合公園

富岡八幡公園

東富岡

鳥見塚

富岡町

宮の前
金沢総合
高校入口

←

至杉田→

至ベイサイドマリーナ・アウトレット→

並木中央駅

N

卍

富岡八幡宮富岡八幡宮

長昌寺

舟溜り
K

慶珊寺J

横浜パンの家駅前店

御菓子司
横浜紅谷

20

ブランチ横浜南部市場22

並木 葉隠

菓匠 富貴 とやまミート

21

19 17 18

〶

MAP－4

●町内会館

●銀行
アピタ●

●花屋

釜利谷
東小北

←

→

→

→

金沢文庫駅

至金沢八景

←至瀬戸神社

至能見台

西口

すずらん通り

至神奈川県立金沢文庫

至伝心寺

東口

○文

N

卍
正法院

漫遊記

は満寿司13

そば処どん 11

12

MAP－3

徒歩徒歩
電車電車

日本最大級の水族館。遊園地やレ

ストラン・ショップにホテル・マリーナ

がある。花の名所や花火など季節ご

とにイベントが行なわれています。

☎　７８８-８８８８（自動応答）

G 横浜・八景島シーパラダイス

D 神奈川県立金沢文庫

我が国で現存する最古の武家文庫。中世の

歴史博物館として鎌倉時代の諸相を今日に

伝える国宝・文化財などを展示しています。

☎　701-9069　営　9：00～16：30

休　月曜、祝日の翌日、12/28～１/４

バスターミナル

卍
寶蔵院

←

←

至
称
名
寺

シーサイド・
　　スパ八景島

●

●

●

●

コンビニ
スーパー

町内会館

公園

至富岡八幡宮
八景島
入口 柴漁港

柴町

海の公園
柴口駅

八景島駅 N

海の公園
F

柴漁港
H

日本料理 桔梗亭

ブレーメン14
15

16

MAP－2

でん しん   じ

りゅう  げ    じ

せ　  と    じん   じゃ

ほう ぞう  いん

ちょうしょう じ

とみ おか はち  まん ぐう

しょう ぼう いん

「海・島・生
きもの」のテ

ーマパーク

動物取扱業に関する表示 ●氏名／株式会社横浜八景島 ●事業所の名称／横浜･八景島シーパラダイス ●事業所の所在地／横

浜市金沢区八景島 ●登録に係る動物取扱業の種別／展示 ●登録番号／70-033 ●登録年月日／2007年2月15日 ●登録の

有効期限の末日／2022年2月14日 ●動物取扱責任者／大津 大　※天候および動物たちの体調により、イベント内容・展示が

一部変更・中止になる場合がございます。※写真・イラストはイメージです。※ご来島の際は公共の交通機関のご利用が便利です。

10％割引クーポ
ン10％割引クーポ
ン

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ

以上押し、本券と一緒に上記対象店舗

のいずれかの店舗にて、お会計の際に

ご提出ください。※1回のお会計につ

き、1枚ご利用いただけます※他の割引

との併用はできません。※一部対象外

の商品がございます。※コピー不可。

「Seafood & Grill YAKIYA」

「軽飲食店舗ドルフィン」

「ハワイアンカフェ&レストラン　　

　Merengue（メレンゲ）」

10％割引クーポ
ン10％割引クーポ
ン

対象店舗

対象店舗

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ以

上押し、本券と一緒に上記対象店舗の

いずれかの店舗にて、お会計の際に

ご提出ください。※1回のお会計につき、

1枚ご利用いただけます。※他の割引と

の併用はできません。※コピー不可。

「フレンディア」

「ジンベエSHOP」

シーパラ×横浜金
澤七福神スタンプ

ラリー

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

有効期間 2020.1/1（水・祝）～31（金）

※スタンプラリーシートにスタンプを1つ以上

押し、本券と一緒にアクアミュージアム1F

チケット売場にお持ちください。※1枚につき

5名さままで有効。※コピー不可。

シーパラ×横浜
金澤七福神スタ

ンプラリー シーパラ×横浜金
澤七福神スタンプ

ラリー

ワンデーパス特別クー
ポンワンデーパス特別クー
ポン

3,400円▶
3,300円

名
小・中学生

1,900円▶
1,800円

名
幼児（4才

以上）

4,700円▶
4,400円

名
大人・高校

生

3,400円▶
3,300円

名
シニア（65

才以上）

「横浜金澤
七福神スタ

ンプラリー
」にご参加の

お客さまが
対象です。

キリトリ

横浜金澤七
福神めぐり

の

記念にいか
がですか？

横浜金沢七福神の寺社でお求め

になれます。御朱印帳は1,200円

（税別）。各寺社御朱印は300円で

す。スタンプラリー当日は八景島

ゴールでも販売いたします。

オリジナル
御朱印帳

はいかが
ですか

福笹：300円

ミニ絵馬：300円（一か所）

色紙：500円

御朱印：300円（一か所） 絵本：1,000円（税別）

どんぶらどんぶら七福神

みき つきみ/文

柳原 良平/画

〒220-0012　横浜市西区みなとみらい2-1-1

TEL：045-221-0280　FAX：045-221-0277

https://www.nippon-maru.or.jp/

■ 開館時間　10：00～17：00（入館は16：30まで）

■ 休 館 日  月曜日（祝日にあたる場合は翌日休館）

　　　　　　 2019年12月29日（日）～12月31日（火）

■ 入 館 料 　横浜みなと博物館（柳原良平アートミュージアム）単館券

　　　　　　 一般400円、65歳以上250円、

              
     小・中・高校生200円（土曜日は100円）

柳原良平ア
ートミュー

ジアム特集
展示

2020年1月1日（元旦）～2020年３月22日（日）まで

帆船日本丸の修繕工事期間（予定）：2019年12月から2020年2月下旬まで

なお、横浜みなと博物館・柳原良平アートミュージアムは、工事中も通常通り開館します。「十二支と宝
船」

３ 

校

参加費

無　料

　　　　　　　 を持って
　　　　　出かけよう！

第16回 横浜金澤七福神第16回 横浜金澤七福神

スタンプラリースタンプラリースタンプラリー
横浜・八景島シーパラダ
イスをゴールとするス
タンプラリーは１日だ
け行われるイベントで、
どなたでもご参加いた

だけます。各寺社で配布されている「スタンプラリー
シート」にスタンプを押しながら、七福神めぐりをお
楽しみください。まわる順番は自由です。７寺社全て
のスタンプを押したら、ゴールの横浜・八景島シーパ
ラダイスへお持ちください。先着1,000名様に記念
品を差し上げます。

令和2年

9：00～16：00

荒天時中止

1月12日（日）1月12日（日）

マップ
表面

マップ
裏面

● ● ●

歴史と自然に恵まれた横浜金
沢。「七福神マップ」を片手に、
開運招福と健康ウォークを兼
ねて、七福神をめぐる小さな
旅をしてみませんか？
横浜市に深く貢献された柳原
良平先生（1931～2015）の

絵本「どんぶらどんぶら七福神」のかわいらしい親しみの
ある神様の絵がキャラクターです。

七福神マップ

お得な
クーポン付き

横浜金沢のいいもの、おいしいものに出会えるよ。
★スタンプラリー参加者特典
　●横浜金澤七福神スタンプラリーにご参加の方を対象に割

引特典があります。
　●スタンプラリーシートにスタンプを１つ以上押してマッ

プ裏面のクーポンと一緒に、対象店舗へお持ちください。
マップ配布場所：各７寺社、京急「京急富岡駅・金沢文庫
駅・金沢八景駅」、シーサイドライン「新杉田駅・金沢八景
駅」、横浜金沢観光協会　他

※八景島のスタンプは1/12（日）にゴールで押すことができ
ます。1/1（元日）～31（金）（12（日）除く）は八景島客船
ターミナルにて押すことができます。

横浜金澤七福神オリジナル御朱印帳発売！
各寺社・横浜金沢観光協会でお求めになれます。
スタンプラリー当日の八景島ゴールでも販売します。

主　催：横浜金沢観光協会
共　催：金沢区役所、八景島指定管理者
後　援：京浜急行電鉄（株）
　　　  横浜・八景島シーパラダイス、（公財）帆船日本丸記念財団
協　力：横濱金澤シティガイド協会
問合せ：横浜金沢観光協会　045-780-3431
　　　 当日の開催の問合せ：045-664-2525
　　　  （横浜市コールセンター　午前8：00から）

●色紙：500円　
　御朱印：300円（1カ所）

●福笹：300円　ミニ絵馬：300円（１カ所）

●どんぶらどんぶら七福神　みき つきみ/文　柳原 良平/画　絵本：1,000円（税別）

「横浜みなと博物館」蔵

2020開運七福神スタンプラリーin
柳原良平アートミュージアム

横浜みなと博物館で楽しいスタンプラリー!!

開運
招福

1/1（元日）～13（月・祝）
柳原良平アートミュージアム等に置かれた、七福神の
絵柄のスタンプを集めて回ります。

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-1-1
 TEL：045-221-0280
 FAX：045-221-0277
 https://www.nippon-maru.or.jp/
　開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
　休　館　日：月曜日（祝日にあたる場合は翌日休館）
　　　　　　12/29（日）～12/31（火）
　　　　　　1/27（月）～1/31（金）
　入　館　料：横浜みなと博物館
　　　　　　（柳原良平アートミュージアム）単館券
　　　　　　一般400円、65歳以上250円
　　　　　　小・中・高校生200円（土曜日は100円）

※帆船日本丸の修繕工事期間（予定）：2019年12月から
2020年2月下旬まで。なお、横浜みなと博物館・柳原良
平アートミュージアムは、工事中も通常通り開館します。

1/1（元日）～3/22（日）　特集展示「十二支と宝船」

七福神マ
ップ

七福神マ
ップ

●御朱印帳：1,200円

●御朱印：300円（各寺社）



初日の出

かなざわの寺社の初詣・正月かなざわの寺社の初詣・正月かなざわの寺社の初詣・正月
一年の終わりは厄払いをして除夜の鐘を撞き、清新な気持ちで新年を迎えたいものです。年末年始は、金沢区の寺院・神社へお出かけください。

12/31（火）は翌朝まで開門。反橋と平橋を渡って初詣。
かわいいだるまみくじがあります。
金沢山の頂上に登れば、八景島や房総半島までの眺望も。

（金沢町212）京急「金沢文庫駅」東口より徒歩12分

称
名
寺

除夜の鐘　23：00～（１打数名にて、108打で打ち止め）
　福守り　23：00～　先着700名様に差し上げます。

（町屋7-4）☎045-701-7597　京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩10分

安
立
寺

12/31（火）
15：00～ 境内にてお守りを受けられます。（1/1（元日）8：00頃まで）
23：45~0:00 万燈神輿渡御（野島町内会館より）
 参拝者にお神酒、甘酒、お汁粉のお振舞いがあります。

（野島町23-1）シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩10分

野
島
稲
荷
神
社

12/31（火）18：00　大祓
 1/1（元日） 0：00～　歳旦祭・初神楽奉納
                   0：00～　お神酒・甘酒が振る舞われます。

（富岡東4-5-41　☎045-776-3838）
京急「京急富岡駅」より徒歩８分/シーサイドライン「並木北駅」より徒歩10分

富
岡
八
幡
宮

12/31（火）　除夜の鐘　0：00～1：30まで（1人1打）
甘酒のお振舞いあり
1/1（元日）　元旦祈祷及び大黒天護摩共修行
1/28（火）　初不動護摩共修行

（洲崎町9-31）☎045-701-6705
京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩７分

龍
華
寺

除夜の鐘　23：45～（1人1打先着108名様）
（町屋5-1）☎045-701-7598
京急「金沢八景駅」より徒歩10分/シーサイドライン「海の公園南口駅」より徒歩7分

天
然
寺

三が日の間は、破魔矢、お札、お守り等を受けられます。家内安全、商売
繁盛ほか御祈願も受付けています。甘酒のお振舞があります。

（釜利谷南1-1-8）☎045-701-9992（瀬戸神社）
京急「金沢文庫駅」西口より徒歩12分　バス文6.7.10.11系統「小泉」よりすぐ

手
子
神
社

12/31（火） お札、破魔矢（150本）の販売とお振舞いがあります。
　　　　　   景品の当たる富くじもあります。
1/1（元日）　年越祈願祭　新春例祭 0：00～1：00

（谷津町432）京急「金沢文庫駅」西口より徒歩7分

浅
間
神
社

12/31（火） 15:00～　茅の輪神事
人形（ひとがた）に年齢・氏名を記し、身体をなで息を吹きかけて納めます。
1/1（元日）    0：00～　歳旦祭　鶏鳴神事
氏子の中からその年の干支にあたる人が、御神前で鶏の鳴き声を高ら
かに挙げて、新しい年の平安を祈り、新年を迎える古式行事。

（瀬戸18-14）☎045-701-9992
京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩2分

瀬
戸
神
社

1/1（元日）　元朝大護摩供奉修
1/28（火）　 赤井不動大護摩供法要13：00～
お大師さまが井戸を掘られ、お加持すると赤い水に変わって、この水で
ご祈祷すると病が治ったと伝えられています。正法院では「大根加持」
とよばれる厄除、家内安全など皆さまの健康を祈願しています。

（釜利谷東3-4-24）☎045-781-2484
京急「金沢文庫駅」西口より徒歩7分

正
法
院

除夜の鐘　23：30～1：00（半鐘なので、「ゴ～ン」ではなく「カ～ン」です）
大晦日は半鐘を打つことができます。
その後は抹茶が振る舞われる「望年会」
坐ZENと写経体験　双方の都合が合う時、いつでもできます。要予約。
ホームページ   東光禅寺   で検索。www.tokozenji.or.jp

（釜利谷南2-40-8 ☎045-781-0271）京急「金沢文庫駅」西口より
バス6、10、11系統「白山道」または「白山道公園」より徒歩3分

東
光
禅
寺

除夜の鐘　23：30～1：00　甘酒のお振舞あり
1/8（水）14：00～初薬師護摩供養法要

（寺前2-23-52）☎045-701-8646
京急「金沢文庫駅」東口より徒歩12分

薬
王
寺

琵琶島神社
シーサイドラインの向こうから昇る朝日が平潟湾に反射してとてもきれいです。そのまま瀬戸神社に初詣にも向かえます。

称名寺市民の森/八角堂広場
金沢山のてっぺんの八角堂広場からは四方が見渡せ、海の公園・野島・房総半島・円海山が一望です。

海の公園
昇る朝日の中、シーパラダイスのジェットコースターのシルエットが美しい、フォトジェニックなスポットです。

野島公園
展望台からの眺めは、東京湾から房総半島、八景島、富士や丹沢の山並みと360度の展望。
ただし人気スポットなので人が多めです。

横浜・八景島シーパラダイス
八景島内セントラルベイ奥の防波堤やシーパラダイスタワーがおすすめです。房総半島の山並みから昇る朝日が望めます。

金沢動物園のしいの木山展望台
※施設情報の動物園の記事をご参照ください。

　　　　　　　平潟湾　西田　敏夫

琵琶島神社
シーサイドラインの向こうから昇る朝日が平潟
湾に反射してとてもきれいです。そのまま瀬戸
神社に初詣にも向かえます。

称名寺市民の森/八角堂広場
金沢山のてっぺんの八角堂広場からは四方が見
渡せ、海の公園・野島・房総半島・円海山が一望で
す。

海の公園
昇る朝日の中、横浜・八景島シーパラダイスの
ジェットコースターのシルエットが美しい、
フォトジェニックなスポットです。

野島公園
展望台からの眺めは、東京湾から房総半島、八景
島、富士や丹沢の山並みと360度の展望。
ただし人気スポットなので人が多めです。

横浜・八景島シーパラダイス
八景島内セントラルベイ奥の防波堤やシーパラ
ダイスタワーがおすすめです。房総半島の山並
みから昇る朝日が望めます。

金沢動物園のしいの木山展望台
※施設情報の動物園の記事をご参照ください。

平潟湾　西田　敏夫

2020年元日の日の出時刻は、6時50分。
一年の始まりを感じながら、厳かな気持ちで
初日の出を拝んでみてはいかがでしょうか？ 初日の出



1/18（土）

第25回

金
沢
冬
の
風
物
詩

正
月
飾
り
や
門
松
、書
初
め
を
持
っ
て
み
ん
な
集
ま
れ
！

1/18（土）
（荒天時は19日に順延、同日も荒天の場合は中止）

10：00～15：00

火入れは13：00の予定
＊火入れ役は文庫小学校、子年の児童の皆さん

◆願い事、書初め、お団子焼き、
　模擬店など

●横浜・八景島シーパラダイス
　シーパラシー太ぬいぐるみ【１個】
●金沢動物園（横浜市緑の協会）
　入園引換券【2枚1組10名】
●横浜テクノタワーホテル
　ご宿泊ペア招待券（朝食付き）【２組】
●シーサイド・スパ八景島
　スパ招待券【2名5組10名】

獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！
獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！
獅子舞やお囃子

　　　がやってくる！

毎年好評の金沢区木遣囃子連絡
協議会の皆さまのご協力により、
木遣り、祭囃子、獅子舞等の披露
があります。
伝統的な木遣りやお囃子をぜひ
ご覧ください！

金沢動物園
タヌキやアライグマのはく製
にさわってみよう！

八景島こども体験教室
海の仲間たちのぬり絵や貝の
ストラップ作り、レザーアクセ
サリー作りが体験できます。

金沢研究会
（横浜市立大学）
コマ遊びをしよう！
オリジナルのコマを作って、楽しもう！

お願い 人形及びぬいぐるみ、
神棚などは出さないでください。

正月飾りなどのプラスチック・金具などは取り外し、 当日の12：30までに
持参してください。それ以降は受付ません。
※中止となった場合、お出しいただいたものは観光協会が適切に対応させて
　いただきます。

■主　催：横浜金沢観光協会
■共　催：金沢区役所、（公財）横浜市緑の協会
■協　力：金沢消防団、金沢消防署、金沢南部地区連合町内会、金沢地区連合町内会、
　　　　　金沢区青少年指導員協議会、金沢区青少年団体連絡会、（株）金沢臨海サービス、
　　　　　金沢区街あるき友の会、文庫小学校
■問合せ：横浜金沢観光協会　☎045-780-3431

横浜市コールセンター
（8：00から）

☎045-664-2525

当
日
開
催
の

お
　

問
　

合
　

せ

12：00より本部テントにて抽選券を配布します
抽選会：14：30　本部テント前

地元事業者様 豪華協賛商品（予定）

お楽しみ大抽選会 豪華賞品
が当たる！ 先着700枚 ※1人1枚

●文明堂食品工業
　さんどら10個入り【20箱】
●アクアビット
　本醸造生原酒1.8ℓ【1本】
●ウイッシュボン
　横濱レンガ通り6個入り【20箱】
●シャーロン
　スモールポテトパイ6個入り【10箱】
●御菓子司 横浜紅谷
　金沢ブランド和菓子詰合せ【10箱】

●御菓子処 菊月
　かねさわ一番ポテト6個入り【10箱】
●横浜パンの家
　マロンブレッドハーフ【6本】
●海の公園 かき小屋
　お食事招待券2名1組【2名】
●南部フーズ
　椎茸佃煮【10個】
●武居商店
　オリジナルソースギフトセット【10箱】

有効期限
令和2年5/31まで



年末・年始は金沢区で美味しい を食べよう！そば・うどん年末・年始は金沢区で美味しい を食べよう！そば・うどん
並木葉隠

場　　所：並木 1-17-4-8 オーケー並木店前
問合わせ：☎045-773-6416
交　　通：シーサイドライン 「並木中央 」より徒歩８分
営業時間：11：00 ～ 15：00　17：00 ～ 19：00
定　休　日：日曜日　1/1 ～ 1/3（年始は曜日により変動あり）

そば処どん 金沢文庫店

場　　所：釜利谷東 2-14-5 関口ビル 1Ｆ2Ｆ
問合わせ：☎045-349-9352
交　　通：京急「金沢文庫駅西口」より徒歩 3 分
営業時間：月～金 11：00 ～ 15：00　17：00 ～ 24：00
　　　　　土日祝 11：00 ～ 24：00
　　　　　1/2、3　12：00 ～ 21：00
定　休　日：元日

吉田製麺店

場　　所：谷津町 347
問合わせ：☎045-786-8068
交　　通：京急「金沢文庫駅」東口より徒歩 2 分
営業時間：11：00 ～ 14：30　17：00 ～ 24：00
定　休　日：日曜日
　　　　　年末年始の休業日はお問合せください。

サワモカ SUGITA

場　　所：福浦 3-11-2（杉田ゴルフ場内）
問合わせ：☎045-374-5232
交　　通：シーサイドライン「八景島駅」より徒歩 9 分
 　　　　　　　　　　　　　「市大医学部駅」より徒歩 10 分
　　　　　※お車でお越しの際はゴルフ場の駐車場をご利用下さい。
営業時間：11：00 ～ 17：00（L.O16:30）
定　休　日：不定休　年末年始：12/30（月）・1/1（元日）～1/3（金）
　　　　　※ゴルフ場は営業しています。

杉田ゴルフ場・テニスコートに併設されているサワ
モカSUGITA。毎日店内でそば粉から、生そばを作っ
ています。ランチ（11：00～14：00）には、おそばとミニ
小丼、ミニサラダ、お好きなドリンクの付いたお得な
セットや、せいろそばやかけそばも人気です。
店内は広くゆったりとしたスペースを確保し、ベ
ビーカーも入店しやすくなっています。ゴルフのあ
と、またファミリーやカップル、どなたでもご利用い
ただけます。ウォーキングの途中や、近くの横浜・八
景島シーパラダイスで遊んでおなかが空いたら、美
味しいおそばを食べてみてはいかがですか？

昭和55年に京急富岡駅前にある「葉隠」からのれん分
けをし、現在の地に開業して40年になる老舗そば屋。
店名は「葉隠入門」の「武士道は生きている」から名付
けています。

そば粉は三種類のそば
粉を使い、提供しています。つけ天が人気ですが、一番
人気はハーフサイズの丼物とそば等のセットランチ。
肉類は国産のみを使用しています。夕方からはお酒の
メニューも。お仕事帰りにも楽しめます。横浜金澤七
福神の富岡八幡宮、長昌寺の近くなので、お正月の七
福神めぐりの際にお立
ち寄りいただけます。
※年始の休業日あり

京急金沢文庫駅西口より徒歩3分の所にある、飲めるおそば屋さん。そ
ばは国産そば粉の二八そばで、コシと香りは抜群です。本鰹節と宗田
鰹節を独自ブレンドした出汁は香りの強い辛口ベース。人気は「つけ
天ざるそば」1,300円（税別）いつまで経ってもサクサクな天ぷらと共
にそばをお召し上がりください。

ワインソムリエ、日本酒唎酒師、ビアテイスターの三つの資格を持つ店主
がセレクトしたお酒が店内に溢れています。そばがき、自家製玉子焼き、
月夜の化かしあいシーザーサラダ（そばの実入り）などおつまみも豊富。
1階30席、2階50席があり、宴会にもご利用いただけます。女子会4時間全
品種飲み放題コース3,500円（税込）が大人気！
年越しそばに・・・年越しそば（持帰り用）
650円（税別）の予約受付中！

金 沢 冬 の 旬

漁港では今年もホタテ畜養中です。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！
毎週（日）（祝）の漁船出漁日の13：30～16：00頃まで
※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。
※天候等により漁の無い日は営業しません。
年末の営業は12/22（日）まで。年始は1/19（日）から
営業します。

【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
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

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。
※売切れ次第終了します。
年内の営業は12/22（日）まで。
年始は1/10（金）より通常営業
します。
問合せ：☎045-701-8182
　　　　（平日）柴漁港内

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があります。
美味しいみかん狩りは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
柴町464　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

柴シーサイド恵みの里

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

1/5（日）　　　　　　※雨天実施
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅲ＞　「横浜金澤七福神めぐり」
募集：60名　締切：12/25（水）
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約8㎞、5.5時間
京急金沢文庫駅→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―（シーサイドライン：290円）→南部市場駅→長昌寺（布袋尊）→
富岡八幡宮（蛭子尊）→京急富岡駅（解散）
本年も良い年でありますように、願いをこめて七福神めぐりに参加しましょう。

1日コース 1/28（火）
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅳ＞　「初不動に行ってみよう」
募集：20名　締切：1/18（土）
集合場所：京急能見台駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
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
谷津関ケ谷不動尊や正法院で不動明王がご開帳となる行事です。一年
の無病息災を願い多くの人々が参拝します。

半日コース 3/29（日）
＜横浜金沢散歩-Ⅷ＞　「金沢の桜と範頼伝説」
募集：30名　締切：3/19（木）
集合場所：京急能見台駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約6㎞、3時間
京急能見台駅→能見台東公園→太寧寺→西柴桜並木→海岸（尼）寺跡
→薬王寺→称名寺（解散）
金沢には、「源範頼」（源頼朝の異母弟）にまつわる伝説が残されて
います。金沢の所領、修善寺から脱出後に隠れ住んだ場所、墓碑、
位牌など。範頼に因む「蒲桜」（北本市から入手）も植えられています。

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
持　ち　物：飲み物・敷物・雨具など
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。
※雨天実施ですが、荒天（台風、暴風雨、大雪等）の場合は、中止です。
※申込開始は、各企画の2か月前ですが、シティガイド協会ホームページに掲載

後となります。

参加費：各コース500円 （保険料、資料代含む） 半日コース：9:30～12:30　1日コース：9:30～15:00

3/8（日）
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅴ＞　「芋観世音への道」
募集：20名　締切：2/27（木）
集合場所：京急杉田駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
京急本線、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）旧東海道・保土ヶ谷宿から金沢道に分岐する地
点「金沢横丁」には、往時の観光地金沢への案内道標が並んでいます。「富
岡山芋大明神への道」と刻まれた石碑に当時の賑わいが偲ばれます。

半日コース

受講期間：令和2年4/12（日）～令和3年3/14（日）
受講資格：健康・健脚で、ガイド活動に興味のある方
募集人数：30名（応募者多数の場合は抽選）
受　講　料：10,000円

申込締切：3/6（金）
申込方法は、企画ガイドの申し込みと同じです。
当否については、協会からハガキでお知らせいた
します。

横浜金沢は歴史と文化の香る街。海と緑に囲まれた自然豊かな町
＜NPO法人横濱金澤シティガイド協会は、令和２年度のガイド養成講座受講生を募集します＞

金沢文庫駅東口近くのすず
らん通りからさらに国道側
へもう一歩入った通りにあ
るラーメン店。自慢は店内
に製麺室があり、なんとラーメン以外にうどんも
打っています。
ブルーカーボン事業の一環で金沢文庫の海で取れた
「ぶんこのこんぶ」を使ったよろこんぶうどんを是非
ご賞味ください。お店では生麺を販売しています。
1週間前予約でご注文を承ります。年明けうどんにぜ
ひ、よろこんぶうどんを！
運が良ければ区内で行われる様々なイベントで食べ
られるかも・・・。

年末・年始は金沢区で美味しい を食べよう！そば・うどん
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並木葉隠

場　　所：並木 1-17-4-8 オーケー並木店前
問合わせ：☎045-773-6416
交　　通：シーサイドライン 「並木中央 」より徒歩８分
営業時間：11：00 ～ 15：00　17：00 ～ 19：00
定　休　日：日曜日　1/1 ～ 1/3（年始は曜日により変動あり）

そば処どん 金沢文庫店

場　　所：釜利谷東 2-14-5 関口ビル 1Ｆ2Ｆ
問合わせ：☎045-349-9352
交　　通：京急「金沢文庫駅西口」より徒歩 3 分
営業時間：月～金 11：00 ～ 15：00　17：00 ～ 24：00
　　　　　土日祝 11：00 ～ 24：00
　　　　　1/2、3　12：00 ～ 21：00
定　休　日：元日

吉田製麺店

場　　所：谷津町 347
問合わせ：☎045-786-8068
交　　通：京急「金沢文庫駅」東口より徒歩 2 分
営業時間：11：00 ～ 14：30　17：00 ～ 24：00
定　休　日：日曜日
　　　　　年末年始の休業日はお問合せください。

サワモカ SUGITA

場　　所：福浦 3-11-2（杉田ゴルフ場内）
問合わせ：☎045-374-5232
交　　通：シーサイドライン「八景島駅」より徒歩 9 分
 　　　　　　　　　　　　　「市大医学部駅」より徒歩 10 分
　　　　　※お車でお越しの際はゴルフ場の駐車場をご利用下さい。
営業時間：11：00 ～ 17：00（L.O16:30）
定　休　日：不定休　年末年始：12/30（月）・1/1（元日）～1/3（金）
　　　　　※ゴルフ場は営業しています。

杉田ゴルフ場・テニスコートに併設されているサワ
モカSUGITA。毎日店内でそば粉から、生そばを作っ
ています。ランチ（11：00～14：00）には、おそばとミニ
小丼、ミニサラダ、お好きなドリンクの付いたお得な
セットや、せいろそばやかけそばも人気です。
店内は広くゆったりとしたスペースを確保し、ベ
ビーカーも入店しやすくなっています。ゴルフのあ
と、またファミリーやカップル、どなたでもご利用い
ただけます。ウォーキングの途中や、近くの横浜・八
景島シーパラダイスで遊んでおなかが空いたら、美
味しいおそばを食べてみてはいかがですか？

昭和55年に京急富岡駅前にある「葉隠」からのれん分
けをし、現在の地に開業して40年になる老舗そば屋。
店名は「葉隠入門」の「武士道は生きている」から名付
けています。

そば粉は三種類のそば
粉を使い、提供しています。つけ天が人気ですが、一番
人気はハーフサイズの丼物とそば等のセットランチ。
肉類は国産のみを使用しています。夕方からはお酒の
メニューも。お仕事帰りにも楽しめます。横浜金澤七
福神の富岡八幡宮、長昌寺の近くなので、お正月の七
福神めぐりの際にお立
ち寄りいただけます。
※年始の休業日あり

京急金沢文庫駅西口より徒歩3分の所にある、飲めるおそば屋さん。そ
ばは国産そば粉の二八そばで、コシと香りは抜群です。本鰹節と宗田
鰹節を独自ブレンドした出汁は香りの強い辛口ベース。人気は「つけ
天ざるそば」1,300円（税別）いつまで経ってもサクサクな天ぷらと共
にそばをお召し上がりください。

ワインソムリエ、日本酒唎酒師、ビアテイスターの三つの資格を持つ店主
がセレクトしたお酒が店内に溢れています。そばがき、自家製玉子焼き、
月夜の化かしあいシーザーサラダ（そばの実入り）などおつまみも豊富。
1階30席、2階50席があり、宴会にもご利用いただけます。女子会4時間全
品種飲み放題コース3,500円（税込）が大人気！
年越しそばに・・・年越しそば（持帰り用）
650円（税別）の予約受付中！

金 沢 冬 の 旬

漁港では今年もホタテ畜養中です。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！
毎週（日）（祝）の漁船出漁日の13：30～16：00頃まで
※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。
※天候等により漁の無い日は営業しません。
年末の営業は12/22（日）まで。年始は1/19（日）から
営業します。

【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
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

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。
※売切れ次第終了します。
年内の営業は12/22（日）まで。
年始は1/10（金）より通常営業
します。
問合せ：☎045-701-8182
　　　　（平日）柴漁港内

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があります。
美味しいみかん狩りは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
柴町464　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

柴シーサイド恵みの里

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

1/5（日）　　　　　　※雨天実施
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅲ＞　「横浜金澤七福神めぐり」
募集：60名　締切：12/25（水）
集合場所：金沢文庫駅西口広場（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約8㎞、5.5時間
京急金沢文庫駅→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―（シーサイドライン：290円）→南部市場駅→長昌寺（布袋尊）→
富岡八幡宮（蛭子尊）→京急富岡駅（解散）
本年も良い年でありますように、願いをこめて七福神めぐりに参加しましょう。

1日コース 1/28（火）
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅳ＞　「初不動に行ってみよう」
募集：20名　締切：1/18（土）
集合場所：京急能見台駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
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
谷津関ケ谷不動尊や正法院で不動明王がご開帳となる行事です。一年
の無病息災を願い多くの人々が参拝します。

半日コース 3/29（日）
＜横浜金沢散歩-Ⅷ＞　「金沢の桜と範頼伝説」
募集：30名　締切：3/19（木）
集合場所：京急能見台駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約6㎞、3時間
京急能見台駅→能見台東公園→太寧寺→西柴桜並木→海岸（尼）寺跡
→薬王寺→称名寺（解散）
金沢には、「源範頼」（源頼朝の異母弟）にまつわる伝説が残されて
います。金沢の所領、修善寺から脱出後に隠れ住んだ場所、墓碑、
位牌など。範頼に因む「蒲桜」（北本市から入手）も植えられています。

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
持　ち　物：飲み物・敷物・雨具など
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。
※雨天実施ですが、荒天（台風、暴風雨、大雪等）の場合は、中止です。
※申込開始は、各企画の2か月前ですが、シティガイド協会ホームページに掲載

後となります。

参加費：各コース500円 （保険料、資料代含む） 半日コース：9:30～12:30　1日コース：9:30～15:00

3/8（日）
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅴ＞　「芋観世音への道」
募集：20名　締切：2/27（木）
集合場所：京急杉田駅（受付：9:15～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
京急本線、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）旧東海道・保土ヶ谷宿から金沢道に分岐する地
点「金沢横丁」には、往時の観光地金沢への案内道標が並んでいます。「富
岡山芋大明神への道」と刻まれた石碑に当時の賑わいが偲ばれます。

半日コース

受講期間：令和2年4/12（日）～令和3年3/14（日）
受講資格：健康・健脚で、ガイド活動に興味のある方
募集人数：30名（応募者多数の場合は抽選）
受　講　料：10,000円

申込締切：3/6（金）
申込方法は、企画ガイドの申し込みと同じです。
当否については、協会からハガキでお知らせいた
します。

横浜金沢は歴史と文化の香る街。海と緑に囲まれた自然豊かな町
＜NPO法人横濱金澤シティガイド協会は、令和２年度のガイド養成講座受講生を募集します＞

金沢文庫駅東口近くのすず
らん通りからさらに国道側
へもう一歩入った通りにあ
るラーメン店。自慢は店内
に製麺室があり、なんとラーメン以外にうどんも
打っています。
ブルーカーボン事業の一環で金沢文庫の海で取れた
「ぶんこのこんぶ」を使ったよろこんぶうどんを是非
ご賞味ください。お店では生麺を販売しています。
1週間前予約でご注文を承ります。年明けうどんにぜ
ひ、よろこんぶうどんを！
運が良ければ区内で行われる様々なイベントで食べ
られるかも・・・。

年末・年始は金沢区で美味しい を食べよう！そば・うどん



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

＜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
  シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩15分

＜金沢漁港内販売所＞
  川俊丸（かわとしまる） ☎045-786-1771
  シーサイドライン野島公園駅下車／徒歩5分

乾海苔問屋  のりの藤森

年 末 年 始 の お 買 い 物
長峰製茶（横浜金沢店）
選りすぐりのお茶と甘味処・全国の菓子・食品もあります。
年末セール：12／21(土)～12／29(日)予定
年　　　始：1／4(土)～1／11(土)

４(土)、５(日)、６(月)は、福袋の販売と新春特価ソフトクリーム
100円♪

営業時間：9：00～18：00(L.O17：00)
定　休　日：なし　※夏季・冬季休暇あり
年末年始：12／30(月)～1／3(金)休業
問　合　せ：045-784-7027
　　　　　（シーサイドライン幸浦駅より徒歩３分）

ウイッシュボン工場直売店
金沢ブランド「横濱レンガ通り」はお土産品に大人気！
クリスマスケーキ予約受付中～12/14（土）
お渡し日　12/23（月祝）・12/24（火）
フレーズ4号（12cm）2500円（税込）
フレーズ5号（15cm）2800円（税込）
数量限定特別販売品
キャラメルノエル（15ｃｍ）2800円（税込）
年末セール：12/21（土）横濱レンガ通り切り落とし
　　　　　　大袋（750ｇ）350円（税込）
　　　　　　通常　270g→200円（税込）
営業時間：10：00～16：00
定　休　日：日曜日・月曜日
年末年始：12/29（日）～1/6（月）休業
問　合　せ：045-342-5355
　　　　　（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩５分）

横浜南部市場　食の専門店街
野菜、お肉、お魚からこだわりの食材まで、どなたでもお買い物ができます！
歳末大売出し：12/26（木）～12/31（火）8：00～14：00 ※31日（火）は自由営業日
営業時間：平日6：00～18：00　日・祝9：00～14：00
　　　　　※営業時間は店舗により異なります
　　　　　南部亭（食堂）平日8：00～14：00　日・祝9：00～14：00
　　　　　横濱屋本舗食堂　10：00～20：00
定　休　日：水曜日
年末年始：1/1（元日）～1/４（土）休業
問　合　せ：045-779-2870
　　　　　（シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ）

江戸清
各種中華まん、惣菜などお値打ち価格で！工場
直売でしか買えない個数限定「直出しブタま
ん」も。
年末の工場直売あり。詳しくはお問合せくださ
い。
問　合　せ：045-791-1611
　　　　　（シーサイドライン「幸浦駅」より徒歩5分）

文明堂食品工業
釜出しカステラ648円（税込）サイズがひとま
わり大きくなってリニューアル！可愛らしい
デザインが入ったボックスタイプになりまし
た。
営業時間：9：00～17：00
定　休　日：元日のみ
年末年始：12/31（火） 9：00～12：00
　　　　　1/2（木）・1/3（金） 9：00～15：00
問　合　せ：045-785-0002
　　　　　（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩3分）

南部フーズ
おせちに欠かせない煮豆に佃煮。金沢ブランド
の「生のり佃煮」と「金の椎茸佃煮」やくるみ小
女子、釜あげ大正金時豆などを大好評発売中で
す！12/28（土）は年末セール。毎月第4金・土
曜日のセールも好評です。
営業時間：9：00～16：00
定　休　日：水曜日・日曜日
年末年始：12/29（日）～1/5（日）休業
問　合　せ：045-782-1001
　　　　　（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩4分）

梅蘭福浦食品工場直売所
美味しい中華点心の工場直売所です。
小龍包10個入り400円、エビニラ餃子10個
入り500円、お菓子お買い得パック5個入り
450円
営業時間：10：00～17：00
定　休　日：水曜日
年末年始：要問合せ
問　合　せ：045-353-7215
　　　　　（シーサイドライン「産業振興センター駅」より徒歩4分）

玉栄
今年のお正月セット（金沢ブランド玉子焼き入り）は限定200セット4,000円

（税込・送料別）です。注文締切12/14（土）となります。
お電話にてご注文ください。お渡しは県漁連前、玉栄倉
庫にて。
問　合　せ：045-775-2247

（シーサイドライン「南部市場駅」よりすぐ）

MDCアウトレットセール
直営店だからできる激安セール！！
12/21（土）、1/25（土）、2/22（土）、3/28（土）10：00～売切れ次第（雨天決行）
問　合　せ：横浜マーチャンダイジングセンター　☎045-784-1501
　　　　　（シーサイドライン「幸浦駅」よりすぐ）

Café&Market CORE
カフェ内にあるマーケットコーナーで金沢ブランド認定商品のハマケイのシ
ウマイ、永島農園の干ししいたけ、干しキクラゲなどの販売をしています。
かをりや江戸清の商品も人気です。
12月上旬より各社年末お楽しみ袋販売予定。
営業時間：平日10：00～22：00（イートインLO21:00）
　　　　　休日10：00～17：00（イートインLO16：30）
定　休　日：なし※メンテナンスの為、臨時休業あり
年末年始：12/28（土）～1/5（日）休業
問　合　せ：045-788-7401
　　　　　（シーサイドライン「産業振興センター駅」よりすぐ）



金沢漁港海産物フェスタ金沢漁港海産物フェスタ

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

●『スーパーイワシイリュージョン  ～クリスマスver.～』
　赤や緑の照明とクリスマスソングにあわせて国内最多5
万尾のイワシが乱舞します。
　1日4回実施。特別回の2回は、サンタダイバーが登場し、
イワシやエイに餌のクリスマスプレゼント。
●『海の動物たちのショー ～クリスマスver.～』
　イルカやセイウチなどが登場する大人気のショー。クリ
スマスver.では、サンタクロースやトナカイに仮装したト

レーナーが、クリスマスソングで盛りあげます。
●『クリスマスペンギンパレード』
　７羽以上のペンギンたちが、クリスマスで装飾されたロードを
パレードします。
●『レッサーパンダのクリスマス』
　クリスマスツリーに見立てた笹に、オーナメントのフルーツを、
レッサーパンダの「コキン」が美味しそうに食べる様子が見られます。

～12/25（水）

12/24（火）
●『クリスマス花火シンフォニア』

12/31（火）
●『ハッピーアイランド
　　　カウントダウン2020』

1/1（元日）～1/13（月祝）
●『オタリアの書初め』
　2020年の干支「子」を書きあげます。
　12月31日までは書初めの練習を行います。

1/24（金）～2/9（日）
●『シロイルカの豆まき』
　シロイルカが升をくわえ、客席へ豆
を飛ばします。

～2/29（土）
●『Mystical Island』
　島内各所を光り輝くイルミネーション
が彩ります。
　イルカやホッキョクグマなどの光のオ
ブジェも今冬初登場。

～3/1（日）
●『森のこみちの冬休み』
　「フォレストウム」のカピバラたちに
天然檜風呂をプレゼント。

※雨天決行

＊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
　※内容は変更になる場合があります。

2/24（月振休）
金沢漁港海産物フェスタ

9：00～14：00

※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。
シーサイドライン「野島公園駅」「海の公
園南口駅」より徒歩5分
問合せ：横浜市漁業協同組合  金沢支所
　　　　海の公園9番
　　　　☎045-781-8929

2/24（月振休） 大好評の
「海産物フェスタ」
今年も開催です！

19：30～



施　設　案　内
神奈川県立金沢文庫
https://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

館内整備に伴い、令和2年3月下旬（予定）まで休館いたします。
開館後は、企画展「江戸刷リ物品定メ」を予定しています。
詳しくは、HP等でご確認ください。

クリスマス装飾
～12/25（水）
動物園入口なかよしトンネルとブロンズ像にクリスマスツリーなど、季節に合わせた
装飾を行います。

干支（ねずみ）の年賀状用撮影スポット
～1/5（日）
来年の干支「子」にちなんで、世界最大のネズミの仲間であるカピバラの前にフォトス
ポットを設けます。

集めてうれしい！3動物園ポスターカレンダー
プレゼント　（各日入園先着100名様）
～12/28（土）の毎週土日と、1/2（木）・3（金）

ZOOから初日の出！
1/1（元日）　6:20～8:00（入園は7：30まで）
動物園で初日の出を見よう！先着100名様に
ポスターカレンダープレゼント。

金沢動物園でお正月！
1/2（木）、1/3（金）
園内で竹馬やこま回しなど、
懐かしの正月遊びを体験しよう！

かなざわバレンタイン フェアトレード de 
チョコまつり！
2/８（土）、2/9（日）
バレンタインにちなんだフォトスポットや、チョコを
テーマとしたイベントを開催！

ビーチバレー大会
Y’s CUP キング＆クイーン 1/26（日）
JBV横浜カップ大会 2/9（日）
YBVFクロージング公認大会 3/1（日）
主催：横浜ビーチバレー連盟
　　　☎045-311-1020

なぎさ広場カップサッカー大会
12/14日（土）

マラソン大会
第3回スポーツメイトラン横浜シーサイド海の公園マラソン　1/11（土）
主催：スポーツメイトラン事務局
　　　☎03-6809-5590

第2回横浜海辺のマラソン大会
2/1（土）
主催：ウイズランニング事務局
　　　☎03-6908-7868（平日10時～17時）

第56回みず色の風コンサート～クリスマスに
“クロイツェル”を

12/22（日）13：30開場　
14：00開演　料金1,500円
出演：鮫島明子(ピアノ）
　　　七澤清隆（ヴァイオリンとお話）
曲目：ヴァイオリンソナタ第9番”クロイツェル”他

第57回みず色の風コンサート
～辛島輝治、”大公”を弾く(仮）
3/14（土）　13：30開場　14：00開演
　　　　　  料金1,500円
出演：七澤清隆(ヴァイオリンとお話）他
※内容曲目未定
出演：辛島輝治(ピアノ）　茂木新緑(チェロ）　
　　  七澤清貴(ヴァイオリンとお話）
曲目：ベートーヴェン
　　  ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調 作品97　”大公”ほか
※2/11（火祝）より前売発売開始

無料

無料

博文邸喫茶
12/14（土）・15（日）、1/11（土）～13（月祝）、2/8（土）・9（日）、
3/14（土）・15（日）

お正月飾り
1/4（土）～1/10（金）9：30～15：30
明治期の日本家屋に合わせた日本の伝統的な
お正月飾りをご覧いただけます。

雛飾り
2/1（土）～3/3（火）9：30～16：30
明治後期から大正時代にかけて作られた
優雅な雛飾りをご覧いただけます。

和菓子講座
2/3（月・休館日）第１回10:00～12:00　 第2回13:30～15:30
博文邸喫茶でおなじみの和菓子屋さんが直接指導
講　　師：丹野耕太氏(たんの和菓子店　店主)
定　　員：各回15名事前申込先着順
参　加　費：1,500円 上生菓子4個作成予定
申込方法：電話又は直接来館にて事前申込制　1/11（土）受付開始　　

花と博文邸
3/17（火）～3/22（日）
フラワーアーティスト座間アキーバ氏が、
博文邸を器にして、大胆なフラワーアレンジを披露します。

開館時間・休館日の変更のお知らせ
　～1/31（金） 2/1（土）～3/31（火）
　　博文邸　9：30～15：30 　博文邸　9：30～16：30
　　牡丹園　9：00～16：00 　牡丹園　9：00～17：00
　　休館・休園：月曜日（月曜が祝日の 　休館・休園：毎週第1・第3月曜日
　　場合は、翌平日が休館）および 　※通常営業に戻ります。
　　12/29（日）～1/3（金）（年末年始） 　
　　詳しくはHPをご確認ください。



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。

12月月
12/7（土）・14（土）  旧川合玉堂別邸開園
10：00～15：00（入園は14：30まで）
日本画家、川合玉堂が創作・居住した別荘跡です。紅葉の季節に合
わせて特別に開園します。

区 内

イルミネーション海の公園
点灯期間：～３/31（火）　
点灯時間：16:30 ～ 23:00

　「海の公園管理センター」が
今年もライトアップされます。
シーサイドラインからも楽しむ
ことが出来ます。
　大人気の「かき小屋」の目の
前です。
問合せ：海の公園管理センター
　　　　☎045-701-3450

関東学院大学
点灯期間：～ 12/24（火）

　点灯時間：16:30 ～ 22:00 頃
　金沢八景と文庫キャンパス内をクリスマス
イルミネーションが彩ります。一般の方がご
参加できるクリスマス礼拝も開催されます。
クリスマス礼拝
金沢八景（室の木）キャンパス
　12/13（金）12:15 ～ 13:15　
 　場所：E5号館3階チャペル
 　お話：石渡浩司（大学宗教主任）
　音楽ゲスト：塩谷 達也、塩谷 美和（ゴスペルシンガー）
 　問合せ：大学宗教教育センター事務室 ☎045-786-7218

1/11（土）・2/1（土）・3/7（土）　定期開園
※荒天時中止することもあります。
富岡東5-19-22（京急富岡駅東口下車徒歩2分）
開園時連絡先：☎080-1241-0910
問合せ：金沢区役所区政推進課企画調整係
　　　  ☎045-788-7726　

12/21（土）  柴シーサイドファーム収穫祭
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）、かんきつ類など
金沢文庫駅から柴町行きバス、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

1 月月
1/7（火）  金沢区消防出初式

うべえじゅう（夜神楽）19：00～
800年以上の伝統神事で、2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
ると伝えられています。うべえじゅう
とは、卯の日に行う陪従（べいじゅう）
の神楽という意味です。
問合せ：富岡八幡宮　☎045-776-3838

1/11（土）  朝比奈 どんど焼き
地域の伝統行事で、竹や枯れ木・お正月飾りや書初めなどがまとめられて、高
さ5mにもなる「どんど」で焚き上げます。
場　所：朝比奈町570　内割地区クローバーハイツ下

1/28（火）  正法院 初不動
13：00～
初不動とはその年最初の不動尊の縁日で、毎年1/28に行われる行事です。
正法院では「大根加持」と呼ばれる厄除けを行います。
問合せ：正法院　☎045-781-2484

2 月月
2/6（木）  富岡八幡宮

9：10～11：50
第一部　木遣り、纏振込み、
　　　　一般消防功労者表彰等　
第二部　和太鼓演奏、消防総合訓練、一斉放水
第三部　消防車とのふれあいコーナー
場　所：横浜市金沢公会堂、泥亀公園
問合せ：金沢消防署庶務課　☎045-781-0119

8：30～15：00　海の公園・八景島
箱根駅伝青山学院初優勝・大会2連覇の渡邉利典選手もやってくる！
参加する皆さんは横浜唯一の海水浴場を目の前に、潮風
を感じながら走ります。熱い応援を！
問合せ：金沢区役所地域振興課
　　　  ☎045-788-7805

2/11（火祝）  第49回金沢区 ロードレース大会
　　　　　　 第29回小学生駅伝大会

墓参・講演　13：00～　懇親会：15：00～
場　所：長昌寺　富岡東3-23-21（京急富岡駅下車徒歩15分）
講　演：人間の不思議
講　師：村松友規（「時代屋の女房」にて第87回直木賞受賞）
参加費：法要・講演のみ1,000円
　　　　講演会と懇親会4,500円（会員3,500円）※当日徴収
申込み：往復はがきに氏名、住所、電話、と「講演会のみ」または

「懇親会まで」を明記し、下記へ。
締　切：2/5（水）必着　※定員100名（応募者多数の場合抽選）
問合せ・申込：南国忌の会事務局
〒236-0046釜利谷西3-12-17　窪田 修
☎080-1040-1773

2/23（日祝）  第38回 南国忌 直木三十五追悼忌

龍華寺地蔵堂　10：00～16：00
男の子の飾り（兜や鯉のぼりなど）もつるします。
古布の美しい色や見事な細工をお楽しみください。
問合せ：大谷　美邦子
　　　 ☎045-782-7066

3 月月
3/2（月）・3（火）・4（水）  雛のつるし飾り＆お細工物展

境内の観音堂にまつられている揚柳観音は通称
「芋観音・芋神様」と呼ばれ、疱瘡（天然痘）の守り
仏として、古くから熱い信仰を集めていました。
この通称は、冬でも枯れることのない霊芋の生
えた池があり、その池の中から現れた観音様と
いう言い伝えから由来しています。
問合せ：長昌寺　☎045-771-6970

3/8（日）  長昌寺 芋観音御開帳日　11：00～

 

10：00～15：00（9：45分集合）※荒天順延（2/22（土））
～昔の方法で乾し海苔づくりを体験してみませんか～
昭和50年頃までは、金沢の沿岸は海苔の大養殖場でした。沿岸の埋立によって養殖生産
は一時衰退してしまいましたが、約20年前から野島の北側の沿岸で再開され金沢産の海
苔が復活しました。金沢産の海苔を原料に昔の方法で「乾し海苔」づくりを体験します。
場　所：野島青少年研修センター、野島公園
対象・定員：①区内在住・在学の小・中学生/50組先着（保護者も一緒にご参加ください。）
　　　　　②海苔づくり教室ボランティア/20人程度
持ち物：昼食・飲み物・スリッパ（内履き）・筆記用具
申　込：HP内申込フォームまたはEメールにて、住所（町名）・氏名（ふりがな）・電話番号・
　　　 学年・保護者氏名を記入して、１/11(土)から地域振興課「海苔づくり教室」担当へ
Ｅメール：kz-bunka@city.yokohama.jp
問合せ：金沢区役所 地域振興課 区民活動支援担当
　　　  ☎045-788-7806

2/16（日）  海苔づくり教室  参加者募集！



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


