
称名寺ライトアップ称名寺ライトアップ
4/29（水祝）～5/6（水振休）18：00
～21：00　※5/3（日祝）は橋の立
入りは出来ません。
浄土庭園と反り橋・平橋を背景に能
のひとときをお楽しみください。

4/29（水祝）～5/6（水振休）18：00
～21：00　※5/3（日祝）は橋の立
入りは出来ません。
浄土庭園と反り橋・平橋を背景に能
のひとときをお楽しみください。

【前売券】 ①金沢区役所１階１号会議室
 　3/21（土）～22（日）8：45～16：00　※１人６枚まで
 ②チケットぴあ
 　3/21（土）10：00～4/28（火）まで
 　☎0570-02-9999（Ｐコード：500-156）
 ③3/23（月）以降チケット専用電話で受付
 　☎080-5186-4407　☎080-5190-9559
【当日券】 称名寺仁王門前で16：00～（雨天時販売なし）
【入場料】 前売券（指定席）S席6,500円、A席6,000円、
 当日券（自由席）6,000円
問合せ：ふみくらの仲間たち「称名寺薪能」実行委員会
　　　　☎080-5186-4407・080-5190-9559
　　　　FAX：045-783-1375
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■第２３回「称名寺薪能」事前講座・ワークショップ
日時：4/11（土）①14：00～15：30（13：30開場）
　②15：45～16：45（事前講座終了後開場）
会場：金沢公会堂多目的室（区役所２階）
定員：①１００人（先着）　②３０人（先着）
参加費：①・②各５００円（前売券・当日券とも）
　※前売券は薪能チケット前売券販売①と同時に販売
内容：①事前講座
能「北斎」に主演する能楽師、櫻間右陣氏による易しく解りやすい薪能の楽しみ方の解説。
　　　②ワークショップ（金沢区ゆかりの能「六浦」の揺と仕舞）
　　　　揺と仕舞を体験出来るワークショップ
問合せ：ふみくらの仲間たち「称名寺薪能」実行委員会 
☎080-5186-4407/080-5190-9559　FAX045-783-1375

■県立金沢文庫による薪能協力講座『文庫の北斎版画-二代目文庫長の選択-』
日時：4/26（土）13：30～15：00　会場：県立金沢文庫（金沢町142）
定員：100名（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料（ただし、当日観覧券が必要です。第23回称名寺薪能チケットをお持ちの方ならびに金沢区民の方は団体料金が適応されます）
講師：県立金沢文庫学芸員　道津　綾乃氏
応募方法：往復はがき（1人1枚）に「薪能協力講座希望」住所・氏名・電話番号を記載の上、県立金沢文庫

（〒236-0015金沢区金沢町142）まで郵送か、県立金沢文庫ＨＰ「講座申込フォーム」にて。いずれも4/12（日）必着
問合せ：県立金沢文庫　☎045-701-9069　FAX045-788-1060

■

第
23
回

称名寺
薪　能

5/3（日祝）
16：30開場/17:30開演
会場　称名寺境内特設能舞台
　　　　　　　　※雨天時：金沢公会堂

出　演

能 ▶  櫻間右陣 （シテ方　金春流）他  ●  狂言 ▶  野村萬斎 （狂言方　和泉流）他
さくら ま う じん の むらまん さい

能　「北斎」
稀代の絵師・北斎を描き、世界に名だたる浮世絵を残した天才・北斎の魂を讃える能。

狂言　「呼声」
無断で旅をした太郎冠者と、それを知って立腹した主人が、次郎冠者を伴に太郎冠者
を訪れるが・・・　その様子に気付き居留守を決め込む太郎冠者と、何とか出て来させ
ようとする主人とのやり取りが見ものの名狂言。

ほくさい

よびこえ

■第23回「称名寺薪能」事前講座・ワークショップ
日　時：4/11（土）①14：00～15：30（13：30開場）
　　　　②15：45～16：45（事前講座終了後開場）
会　場：金沢公会堂多目的室（区役所２階）
定　員： ①100人（先着）　②30人（先着）
参加費： ①・②各500円（前売券・当日券とも）
　　　　※前売券は薪能チケット前売券販売①と同時に販売
内　容： ①事前講座

能「北斎」に主演する能楽師、櫻間右陣師による
易しく解りやすい薪能の楽しみ方の解説。
②ワークショップ（金沢区ゆかりの能「六浦」の
謡と仕舞）

　　　　謡と仕舞を体験出来るワークショップ
問合せ：ふみくらの仲間たち「称名寺薪能」実行委員会 
　　　　☎080-5186-4407/080-5190-9559
　　　　FAX045-783-1375

■県立金沢文庫による薪能協力講座
　『文庫の北斎版画-二代目文庫長の選択-』
日　時：4/26（日）13：30～15：00
会　場：県立金沢文庫（金沢町142）
定　員：100名（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料（ただし、当日観覧券が必要です。第23回称

名寺薪能チケットをお持ちの方ならびに金沢区
民の方は団体料金が適応されます）

講　師：県立金沢文庫学芸員　道津　綾乃氏
応募方法：往復はがき（1人1枚）に「薪能協力講座希望」

住所・氏名・電話番号を記載の上、県立金沢文庫
（〒236-0015金沢区金沢町142）まで郵送
か、県立金沢文庫ＨＰ「講座申込フォーム」に
て。いずれも4/12（日）必着

問合せ：県立金沢文庫
　　　　☎045-701-9069　FAX045-788-1060

観光

たより
No.43

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２年３月10日発行

Google翻訳をご利用になれます

横浜金沢観光協会

「称名寺の春　荒引敏夫」「称名寺の春　荒引敏夫」

撮影：三上文規撮影：三上文規

「イベントの開催可否につきましては、各イベントの
  HP などで、ご確認をお願いいたします。」



横浜、湘南の名店が集結したフードコート、
ライブ感・クラフト感を味わえるフードホール

海辺のテラス席を設けた居心地のよいレストランなど、
バラエティ豊かな飲食店が多数ラインナップ

▼
店舗数が約170店舗にスケールアップ

▼

▲
ファミリーで安心して楽しめる設備が充実

地域材を使用した木育ひろば「ベビーラウンジうみのもり」
フードコートにも小上がり席を完備

▲
「セントラルコート」

一息つきたいお客様や外で遊びたい子どもたちを
迎える2,000平米超の中庭

4/10（金）
三井アウトレットパーク　横浜ベイサイド

GRAND OPEN!!GRAND OPEN!!
三井アウトレットパーク　横浜ベイサイド

「NEW MARINA LIFE」
～アジア最大級のマリーナを眺めながらの 

ショッピングや食事、 広場でのアウトドア体験
イベントなど 海辺の環境ならではの

上質なライフスタイルをご提案～

4/10（金）

三井アウトレットパーク　横浜ベイサイド
通常営業時間：物販・サービス 10:00～20:00
　　　　　　　飲食 11:00～21:00
　　　　　　　フードコート 10:30～21:00
　　　　　　　※営業時間は変更になる場合があります。
定休日：不定休

所在地：横浜市金沢区白帆5番2
交　通：横浜シーサイドライン「鳥浜駅」から徒歩5分
　　　　※オープン期は混雑が予想される為、公共交通機関をご利用下さい。
https://mitsui-shopping-park.com/mop/yokohama/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はHPにてご確認下さい。

※画像は全てイメージです

※従前の店舗数に比べて



3/20（金祝）～22（日）
10：00～15：00

GOOD OPEN AIRS 2020 SPRINGGOOD OPEN AIRS 2020 SPRING

＊ＳＵＶ同乗体験、マウンテン
バイク試乗、展示、SUP体験

＊アウトドアギア・アパレル・
マウンテンバイク・フィッシ
ングメーカー等の製品紹介、
販売

＊地元企業（NPO法人Aozora
　Factory）の製品紹介、ワー

クショップ
＊飲食ブース出店

ウィングキッチン金沢八景ウィングキッチン金沢八景

金沢動物園 春まつり !金沢動物園 春まつり !金沢動物園 春まつり !

横浜市金沢動物園　☎045-783-9100 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/kanazawa/

ウィングキッチン金沢八景
オープン！

4Ｆ 焼鳥日高
 伝説のすた丼屋
 カプリチョーザ
 紅龍酒家（ホンロンシュカ）

3F 京急ストア

2F タリーズコーヒー
 アイシティ
 八景駅前眼科

1F セブンイレブン
 日本橋屋長兵衛
 八景生花店

GOOD OPEN AIRS 2020 SPRING
～アウトドアフェス in 海の公園～

～青い海と緑豊かな海の公園で、多様なアウトド
アアイテムとの出会い、自然と触れ合い、遊ぶ体験
を通じて、オープンエア、すなわち玄関から一歩外
に出た世界の楽しみ方を提案します～
4/18（土）19（日）10：00～16：00　※荒天中止
場所：海の公園

※別会場での様子です。

主　催：グッドオープンエアズ実行委員会
共　催：（公財）横浜市緑の協会
問合せ：グッドオープンエアズ実行委員会事務局　☎045-459-2288

駅前開発の進む金沢
八景駅に、駅直結型商
業施設「ウィングキッ
チン金沢八景」が２月
28日にオープンしま
した。
３階（京急線ホーム
階）には京急ストア、
２階には108席のタ
リーズコーヒーなど
飲食店を含む11店舗
が開業。

タリーズコーヒーは
コミュニティカフェ
として、パンフレット
などお取りいただけ
る、観光情報発信コー
ナーの設置もありま
す。横浜金沢の玄関口
となる、金沢八景駅直
結で大変便利です。ぜ
ひ、ご利用ください。

グッド オープン エアズ スプリング

3/17（火）の金沢動物園開園記念日を地元

金沢区の方々とお祝いし、来園者への感謝

の気持ちを込めたクイズ大会やワーク

ショップなどのイベントを実施します。

詳しくはHPにてご確認下さい。

3/20（金祝）～22（日）
10：00～15：00

飼育の日
特別イベント

GW特別企画 
「アフリカまつり」

ヒツジの
毛刈りショー

2020

4/19（日）は「飼育（しいく）の日」。この日にちなみ、動物園の
飼育についてのイベントを行います。
・「飼育員のとっておき写真展」 
  4/14（火）～4/19（日）※予定
  飼育員の撮った動物たちの写真展を行います。
・「飼育の日特別ガイド」 4/18（土）・19（日）
  いつものわくわくタイムが飼育の日バージョンに。

5/2（土）～5/6（水振休）
アフリカにスポットをあて、動物園アフリカ区の動物につい
てのガイドや、アフリカに関連した催しなどを行います。

5/5（火祝）
動物園で飼育しているヒツジたちの一年伸びた毛をスッキリ
毛刈りします。ヒツジについての分かりやすい解説付きです。
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5/９(土) 9:30～13:00　　　　　  ※雨天中止

コース：7km、3.5時間(見学・説明・休憩時間を含む)
　　　　起伏のあるコースです。

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（当協会から受付確認のハガキは出しません。
　　　　　当日、集合場所にお越しください）
参　加　費：500円　交通費等は自己負担
持　ち　物：飲物・敷物・雨具・虫除けスプレーなど
申込方法：下記参照　※コース名「市民の森」
申込締切：５/２（土）必着

横浜金沢観光協会後援ウォーキング

新緑の「市民の森」散策はいかが？ ～称名寺市民の森から釜利谷市民の森へ～

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。
[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）
☎045-783-9100（金沢動物園）

✿金沢のさくら✿
称名寺
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。
[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」より徒歩10分
京急線「金沢文庫駅」より徒歩12分　※駐車場は
ありません
★福祉お花見バザー（称名寺・金沢町公園）
　3/28（土）※荒天時翌日順延予定
　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、焼き鳥、焼きそば、おでん、ポップコーンな
ど模擬店がたくさん並びます。
金沢南部地区連合町内会・
金沢南部地区社会福祉協議会

横浜・八景島シーパラダイス
「はるパラ！」～4/5（日）
島内に約700本の桜が咲き誇ります。
5万尾のイワシが桜吹雪のように乱舞する「スーパー
イワシイリュージョン」やペンギンたちによるパレー
ドなど春イベント盛りだくさん。春限定メニューも
登場。

富岡総合公園
鳥見塚バス停からケヤキ広場につづ
く桜並木（ソメイヨシノ等）は約60
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「京急富岡駅」バス停から「鳥
見塚」バス停下車又はシーサイドライ
ン南部市場駅より徒歩約8分
☎045-774-3003（富岡総合公園）

西柴神代曙桜
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
ンク色の花が街を彩ります。

野島公園
山頂の展望台付近の桜がきれいです。八景島や
東京湾を望めます。
[アクセス]
シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩10分
☎045-781-8146（野島公園）

龍華寺のぼたんまつり
4/18（土）～20（月）10：00～16：00
境内には約14種200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
☎045-701-6705（龍華寺）

旧伊藤博文金沢別邸のぼたんまつり
4/11（土）～26（日）9：00～17：00　　　　
海沿いのぼたん園にて、およそ40種類・200株のぼ
たんをご覧ください。　　　　　　　　　　
歌のコンサート「日本の春」 
4/19（日）14：00～15：00
ソプラノ歌手　武井涼子氏
ピアニスト　寺本佐和子氏
観覧無料
庭園喫茶10：00～16：00
　　　　　   （L.O15：30）

長浜公園つつじ祭り
4/29（水祝）9：00～13：30
長浜公園運動場・園路
自治会親睦グランドゴルフ大
会、フリーマーケットや健康
チェックコーナー他、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
☎045-782-8004

称名寺の黄しょうぶ
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。

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。期間内の月曜日、木曜日以外の
10：00～16：30（雨天休園）
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
☎045-701-5387

5/16（土）・17（日）
10：00～15：00
丘の広場のバラ園には約
100種500株のさまざ
ま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。

八景島あじさい祭
6/6（土）～28（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。

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月下旬頃から6月中旬頃に楽しめます。

あじさい技芸祭
5/30(土)、雨天予備日31(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
☎045-701-9992（瀬戸神社）

野島運河沿いのタチアオイ
5月下旬から6月上旬頃になると野島運河沿いに色とり
どりのタチアオイが綺麗な花を咲かせます。潮風に吹か
れながらのお散歩も気持ち良いです。
[アクセス]
シーサイドライン野島公園駅下車すぐ

　金沢のぼたん

　金沢のあじさい

　八景島バラフェスタ

✿金沢自然公園（金沢動物園）　

海の公園
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。

平潟湾プロムナードのブラシノキ
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]
京急・シーサイドライン金沢八景駅
より徒歩3分

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（当協会から受付確認のハガキは出しません。
　　　　　当日、集合場所にお越しください）
参　加　費：500円　交通費等は自己負担
持　ち　物：飲物・敷物・雨具・虫除けスプレーなど
申込方法：下記参照　※コース名「市民の森」
申込締切：５/２（土）必着

横浜金沢観光協会後援ウォーキング

新緑の「市民の森」散策はいかが？ ～称名寺市民の森から釜利谷市民の森へ～
コース：7km、3.5時間(見学・説明・休憩時間を含む)
　　　　起伏のあるコースです。

京急金沢文庫駅西口→称名寺→称名寺市民の
森・称名寺三山(日向山、稲荷山、金沢山)→能見
堂緑地→六国峠ハイキングコース→釜利谷市
民の森・金沢自然公園　ののはな館(解散)

＊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。

5/９(土) 9:30～13:00　　　　　  ※雨天中止半日コース

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

4/19（日）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢散歩-Ⅰ＞　「金沢の牡丹を訪ねて」
募集20名
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：約6㎞、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）

半日コース 5/24（日）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢散歩-Ⅱ＞　「ヤマアジサイと瀬戸神社」
募集20名
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：約4㎞、3時間
金沢八景駅→円通寺跡→米倉陣屋跡→金龍禅院→琵琶島神社→瀬戸
橋→瀬戸神社（ヤマアジサイの鑑賞・解散）

半日コース 6/10（水）　　　　　　※雨天実施
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞　「金沢三十四観音霊場巡り１」
募集50名
集合場所：金沢文庫駅あるいは県立金沢文庫（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約6㎞、5.5時間
金沢文庫駅→県立金沢文庫→称名寺→薬王寺→天然寺→龍華寺→染
王寺→金沢八景駅（解散）＜札番1番～8番＞

１日コース 6/21（日）　　　　　　※雨天中止
＜横浜金沢散歩-Ⅲ＞　「畠山重忠・重保と釜利谷」
募集60名
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
金沢文庫駅→手子神社→釜利谷小川アメニティ→自性院→禅林寺→
畠山重保公廟所→白山道→東光禅寺→白山古道→高舟台第一公園→
鼻欠地蔵→大道中前バス停（解散）

１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

半日コース：9:30～12:30
１日コース：9:30～15:00
持　ち　物：1日コースの場合は昼食・飲み物・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。
※申込開始は、各企画の2か月前ですが、協会ホームページに掲載後となります。
　締切：実施日の7日前（必着）です。
※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。

参加費：各コース500円
（保険料、資料代含む）

4/4（土）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢魅力帳を歩く1＞　「金沢八名木と桜を巡る」
募集30名
集合場所：金沢八景駅３階橋上改札口（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
金沢八景駅→瀬戸神社→姫の島公園→龍華寺→安立寺→泥亀公園→
称名寺→海の公園→海の公園南口（解散）

半日コース ー 横浜金沢魅力帳を歩く ー
金沢区役所発行『横浜金沢魅力帳』記載の名所旧跡を訪ね、金沢
区の魅力を再発見するシリーズ（全６回）です。３回以上の参加
で、回数に応じ金沢区役所より記念品贈呈します。
実施日に、魅力帳の販売[500円（税込）]あり。
後援：金沢区役所　協力：横浜金沢観光協会
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5/９(土) 9:30～13:00　　　　　  ※雨天中止

コース：7km、3.5時間(見学・説明・休憩時間を含む)
　　　　起伏のあるコースです。

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（当協会から受付確認のハガキは出しません。
　　　　　当日、集合場所にお越しください）
参　加　費：500円　交通費等は自己負担
持　ち　物：飲物・敷物・雨具・虫除けスプレーなど
申込方法：下記参照　※コース名「市民の森」
申込締切：５/２（土）必着

横浜金沢観光協会後援ウォーキング

新緑の「市民の森」散策はいかが？ ～称名寺市民の森から釜利谷市民の森へ～

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。
[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）
☎045-783-9100（金沢動物園）

✿金沢のさくら✿
称名寺
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。
[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」より徒歩10分
京急線「金沢文庫駅」より徒歩12分　※駐車場は
ありません
★福祉お花見バザー（称名寺・金沢町公園）
　3/28（土）※荒天時翌日順延予定
　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、焼き鳥、焼きそば、おでん、ポップコーンな
ど模擬店がたくさん並びます。
金沢南部地区連合町内会・
金沢南部地区社会福祉協議会

横浜・八景島シーパラダイス
「はるパラ！」～4/5（日）
島内に約700本の桜が咲き誇ります。
5万尾のイワシが桜吹雪のように乱舞する「スーパー
イワシイリュージョン」やペンギンたちによるパレー
ドなど春イベント盛りだくさん。春限定メニューも
登場。

富岡総合公園
鳥見塚バス停からケヤキ広場につづ
く桜並木（ソメイヨシノ等）は約60
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「京急富岡駅」バス停から「鳥
見塚」バス停下車又はシーサイドライ
ン南部市場駅より徒歩約8分
☎045-774-3003（富岡総合公園）

西柴神代曙桜
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
ンク色の花が街を彩ります。

野島公園
山頂の展望台付近の桜がきれいです。八景島や
東京湾を望めます。
[アクセス]
シーサイドライン「野島公園駅」より徒歩10分
☎045-781-8146（野島公園）

龍華寺のぼたんまつり
4/18（土）～20（月）10：00～16：00
境内には約14種200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
☎045-701-6705（龍華寺）

旧伊藤博文金沢別邸のぼたんまつり
4/11（土）～26（日）9：00～17：00　　　　
海沿いのぼたん園にて、およそ40種類・200株のぼ
たんをご覧ください。　　　　　　　　　　
歌のコンサート「日本の春」 
4/19（日）14：00～15：00
ソプラノ歌手　武井涼子氏
ピアニスト　寺本佐和子氏
観覧無料
庭園喫茶10：00～16：00
　　　　　   （L.O15：30）

長浜公園つつじ祭り
4/29（水祝）9：00～13：30
長浜公園運動場・園路
自治会親睦グランドゴルフ大
会、フリーマーケットや健康
チェックコーナー他、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
☎045-782-8004

称名寺の黄しょうぶ
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。

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。期間内の月曜日、木曜日以外の
10：00～16：30（雨天休園）
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
☎045-701-5387

5/16（土）・17（日）
10：00～15：00
丘の広場のバラ園には約
100種500株のさまざ
ま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。

八景島あじさい祭
6/6（土）～28（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。

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月下旬頃から6月中旬頃に楽しめます。

あじさい技芸祭
5/30(土)、雨天予備日31(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
☎045-701-9992（瀬戸神社）

野島運河沿いのタチアオイ
5月下旬から6月上旬頃になると野島運河沿いに色とり
どりのタチアオイが綺麗な花を咲かせます。潮風に吹か
れながらのお散歩も気持ち良いです。
[アクセス]
シーサイドライン野島公園駅下車すぐ

　金沢のぼたん

　金沢のあじさい

　八景島バラフェスタ

✿金沢自然公園（金沢動物園）　

海の公園
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。

平潟湾プロムナードのブラシノキ
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]
京急・シーサイドライン金沢八景駅
より徒歩3分

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（当協会から受付確認のハガキは出しません。
　　　　　当日、集合場所にお越しください）
参　加　費：500円　交通費等は自己負担
持　ち　物：飲物・敷物・雨具・虫除けスプレーなど
申込方法：下記参照　※コース名「市民の森」
申込締切：５/２（土）必着

横浜金沢観光協会後援ウォーキング

新緑の「市民の森」散策はいかが？ ～称名寺市民の森から釜利谷市民の森へ～
コース：7km、3.5時間(見学・説明・休憩時間を含む)
　　　　起伏のあるコースです。

京急金沢文庫駅西口→称名寺→称名寺市民の
森・称名寺三山(日向山、稲荷山、金沢山)→能見
堂緑地→六国峠ハイキングコース→釜利谷市
民の森・金沢自然公園　ののはな館(解散)

＊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。

5/９(土) 9:30～13:00　　　　　  ※雨天中止半日コース

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

4/19（日）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢散歩-Ⅰ＞　「金沢の牡丹を訪ねて」
募集20名
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：約6㎞、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）

半日コース 5/24（日）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢散歩-Ⅱ＞　「ヤマアジサイと瀬戸神社」
募集20名
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：約4㎞、3時間
金沢八景駅→円通寺跡→米倉陣屋跡→金龍禅院→琵琶島神社→瀬戸
橋→瀬戸神社（ヤマアジサイの鑑賞・解散）

半日コース 6/10（水）　　　　　　※雨天実施
＜横濱金澤風物詩めぐり-Ⅰ＞　「金沢三十四観音霊場巡り１」
募集50名
集合場所：金沢文庫駅あるいは県立金沢文庫（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約6㎞、5.5時間
金沢文庫駅→県立金沢文庫→称名寺→薬王寺→天然寺→龍華寺→染
王寺→金沢八景駅（解散）＜札番1番～8番＞

１日コース 6/21（日）　　　　　　※雨天中止
＜横浜金沢散歩-Ⅲ＞　「畠山重忠・重保と釜利谷」
募集60名
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
金沢文庫駅→手子神社→釜利谷小川アメニティ→自性院→禅林寺→
畠山重保公廟所→白山道→東光禅寺→白山古道→高舟台第一公園→
鼻欠地蔵→大道中前バス停（解散）

１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

半日コース：9:30～12:30
１日コース：9:30～15:00
持　ち　物：1日コースの場合は昼食・飲み物・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。
※申込開始は、各企画の2か月前ですが、協会ホームページに掲載後となります。
　締切：実施日の7日前（必着）です。
※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。

参加費：各コース500円
（保険料、資料代含む）

4/4（土）　　　　　　※雨天実施
＜横浜金沢魅力帳を歩く1＞　「金沢八名木と桜を巡る」
募集30名
集合場所：金沢八景駅３階橋上改札口（受付：9:00～9:30）
コ　ー　ス：約4㎞、3時間
金沢八景駅→瀬戸神社→姫の島公園→龍華寺→安立寺→泥亀公園→
称名寺→海の公園→海の公園南口（解散）

半日コース ー 横浜金沢魅力帳を歩く ー
金沢区役所発行『横浜金沢魅力帳』記載の名所旧跡を訪ね、金沢
区の魅力を再発見するシリーズ（全６回）です。３回以上の参加
で、回数に応じ金沢区役所より記念品贈呈します。
実施日に、魅力帳の販売[500円（税込）]あり。
後援：金沢区役所　協力：横浜金沢観光協会



深海生物まつり
～4/5（日）
見て、さわって、食べて、学ぶことができる、深海生物に
フィーチャーしたイベントを開催中。
深海生物や冷凍標本にふれたり、毎日5杯限定で実際にタ
カアシガニを食べることもできます。

花火シンフォニア
５/３（日祝）～５（火祝）
花火と音楽が融合するエンター
テインメント花火ショー。
約2500発の花火が夜空を彩る。

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

☎045-788-8888
（自動案内）

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

長浜ホール
http://www.nagahama-hall.com/

☎045-782-7371

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

☎045-788-1919

企画展「江戸刷リ物品定メ―二代目金沢文庫長の秘策―」
3/27（金）（予定）～5/24（日）
神奈川県立金沢文庫は、神奈川県民の文化的活動をサポー
トする社会教育施設としてスタートし、多くの郷土資料を
収集してきました。本展示では、二代目金沢文庫長熊原政男
の集めた絵図・地図、金沢八景、徒然草といったコレクショ
ンを紹介し、熊原の描いた「神奈川県文書館」としての金沢
文庫の構想に迫ります。
　観覧時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　休　館　日：月曜日（5/4日は開館）、4/30（木）、5/7（木）
　観　覧　料：一般250円（150円）、20歳未満・学生150円（100円）、
　　　　　　65歳以上・高校生100円、中学生以下・障がい者は無料
　　　　　　※（　）内は20名以上の団体料金
　　　　　　※館内整備の関係で、会期を変更する可能性がありますので、
　　　　　　　ご了承ください。

龍華寺天平仏公開
4/10（金）～24（金）
観覧時間・休館日は上記企画展に準じま
す。観覧には企画展の観覧料が必要です。
場所：神奈川県立金沢文庫展示室1階
洲崎龍華寺に伝来した天平時代の菩薩坐
像を、龍華寺で開かれるぼたん祭りの時期
にあわせて公開いたします。脱活乾漆造の
優品をぜひご覧ください。

特別展「法華寺所蔵大般若波羅蜜多経横浜市文化財指定
記念特別公開　武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」（予告）
5/29（金）～7/26（日）
横浜市港北区の法華寺には平安から室町時代の大般
若経330巻が伝えられています。2013年より東京大
学史料編纂所と神奈川県立金沢文庫による共同調査
が行われ、中世東国の信仰文化を物語る貴重な史料群
であることが判明しました。本展では、法華寺大般若
経調査の成果を公開するとともに、中世東国における
大般若経信仰の広がりを関連史料から考えます。ま
た、法華寺の所在地に近い鶴見寺尾地域を描いた武蔵
国鶴見寺尾郷絵図（重要文化財）をあわせて公開し、鶴
見地域の歴史と文化を約100点の文化財からご覧い
ただきます。
　観覧時間：9：00～16：30（入館は16：00まで）
　休　館　日：月曜日
　観　覧　料：未定

庭園ヨガ
5/3（日）10：30～11：30
講　　師：TSUBAKI氏
参　加　費：1000円（お水・お抹茶券付）
募集人数：40名様（事前申込先着順）
事前申込：4/11（土）10：00～
申込方法：お電話または直接ご来館いただきお申込みください。
※留守番電話へのお申込みは無効とさせていただきますので、ご了承ください。

歴史講座
6/15（月・休館日）10：00～11：30
泥亀新田からはじまる金澤の埋め立て（仮題）
講　　師：平野義雄氏
参　加　費：500円（資料代含）
募集人数：30名様（事前申込先着順）
事前申込：5/11（月）10：00～
申込方法：お電話または直接ご来館いただきお申し込みください
※留守番電話へのお申込みは無効とさせていただきますので、ご了承ください。

博文邸喫茶のご案内
10：00～16：00（L.O15：30）開館日は毎日開催
邸内でお抹茶と和菓子（焼菓子・干菓子）のセットを召し上がりいただけます。
毎月2回目の土曜日・日曜日は「季節の和菓子」（上生菓子）をご提供します。

ゴスペルコーラスワークショップ
神様からのよい知らせ”God Spell"それがゴスペル！
みんなで歌えば心も体も元気いっぱい。
楽譜は使わず耳で覚えていくので、初めての方でも大丈夫！　
年齢性別は問いません。後期までご参加の方は”発表会ライブ”に参加できます。
前期6回
4/1・15、5/13・20、6/3・17　すべて水曜日　各回AM10：00～11：30
場　所：長浜ホール　多目的ルーム
講　師：愛ミチコ
受講料：9,000円(全6回　初回に一括お支払い)

第57回みず色の風コンサート
～辛島輝治、“大公”を弾く
6/14(日) 13:30開場　14：00開演
場　所：長浜ホール
出　演：辛島輝治(ピアノ)・茂木新緑(チェロ)・七澤清貴(バイオリン)
曲　目：ピアノ三重奏曲第7番“大公”他
料　金：1,500円(未就学児童の入場はご遠慮下さい) 
※5/11(チケット前売発売開始予定)

「西湖之八景武之金沢模写図」
（神奈川県立金沢文庫所蔵）

「脱活乾漆造（だっかつかんしつづくり）菩薩坐像」
（龍華寺所蔵・神奈川県立金沢文庫提供）

重要文化財「武蔵国鶴見寺尾郷絵図」
（神奈川県立金沢文庫所蔵）

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

☎045-701-3450

潮干狩りシーズン到来！
3月～9月頃まで楽しめます。海の公園HPの「干潮時刻表」を見
てお出かけください。
※駐車場が混み合い、大渋滞が発生します。お出掛けの際は公
共交通機関をご利用ください。

海の公園BBQ場
3/20（金祝）より営業開始します。八景島を見渡せる
ロケーションでお楽しみいただけます。
予約はHPをご覧ください。
https://yokohamagrill.com/uminokouen/park/

第23回横濱交流凧揚げ大会
３/1５（日）10：00～16：00
先着100名に無料で子ども用凧を配布します。
※雨天時は海とのふれあいセンターにて、我楽多市と子ども
　用凧の配布を行います。
問合せ：横浜支部　☎090-3100-4843（鈴木）
　　　　　　　　　☎080-1265-3186（高橋）

ラグビー大会
ラグビースクール大会 4/19（日）
タグラグビー大会 5/17（日）
高校ラグビー大会 6/7（日）
問合せ：横浜市ラグビーフットボール協会



出発：光傳寺10：30～　大会（法要）：長生寺11：00～
釈迦の誕生を祝う「花まつり」が六浦地区で行われます。子どもの健やかな
成長を願うこのイベントは毎年開催され、今年で74回目。華やかな衣装を
身にまとった「お稚児さん」が光傳寺を出発し、大会の行われる長生寺まで
の道を元気に歩きます。みなさんで、お釈迦様に甘茶をかけ
ましょう。
※雨天時は稚児行列は中止。法要のみ。

【お稚児さん募集中！】最寄りの寺院までお尋ねください。
[アクセス]光傳寺 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より

バス「大道小学校前」下車徒歩２分
長生寺 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より
バス「六浦」下車徒歩２分

問合せ：金龍禅院　☎045-701-8823

4/5（日）  第74回　花まつり大会

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。

3月月
3/12（木）・13（金）・16（月）・17（火）・18（水）・19（木）・23（月）・24（火）・25（水）※予備日  コンブ収穫体験
8：00～13：00(予定)　参加無料
横浜ブルーカーボン事業の1つとして、八景島沖で環境改善に貢献するコンブの計画養殖をしています。
コンブの収穫体験をしてみませんか？生コンブのふるまいあり。お土産に生コンブをお持ち帰りいただけます。（※要袋持参）
集合場所：金沢漁港正門　[アクセス]シーサイドライン野島公園駅より徒歩5分
集合時間：8：00
定　　員：各日10名
活動内容：水揚げ後のコンブの計量・選別・袋詰め作業（船の乗船はありません）
コンブ試食会：とれたて生こんぶのしゃぶしゃぶを食べながらのミーティング（環境・ブルーカーボン・SDGs等）
申　込　み：toyolin.s1040@i.softbank.jp 担当：佐藤
　　　　　参加日・名前・連絡先をメールにてお申込みください。（実施日の3日前まで）
雨天中止の連絡：天候などにより中止の場合は前日の19：00までに連絡します。（メール受信出来るよう設定してください）
持　ち　物：防寒具・濡れても良い服装と靴（長靴をお持ちの方は持参ください）※ビニール製靴カバー・軍手の用意あり。
主　　催：（一社）里海イニシアティブ（ブルーカーボン・コンブプロジェクト）　https://www.satoumi-i.com/
当日連絡先：080-8147-1002（渡辺）

4月月
4/1（水）  熊野神社末社　水神社例祭（湯立神楽）

5月月

6月月
6/22（月）  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。
[アクセス]京急「金沢文庫駅」西口よりバス「白山道」

または「白山道公園」下車徒歩3分
問合せ：横浜金沢文化協会　☎080-3170-8523（内園）

5/15（金）  瀬戸神社例大祭　琵琶島神社神幸祭
10：00～　※琵琶島神社への渡御の儀「お渡り神事」は11：00頃
源頼朝が勧請したと伝わる瀬戸神社、北条政子が勧請
した琵琶島神社の間の国道16号。年に一度、この道を
神様が渡ります。雅な神事をご覧ください。
[アクセス]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

5/2（土）  横浜こどもホスピス応援　第1回神奈川みんなでラン＆ウォーク

熊野神社宮司の祝詞と神事のあと、湯立神楽が
奉納されます。柴漁港に場を移し、海上で豊漁
を祈願し、魚を放流します。
熊野神社にて10：00～神事/10：30頃～神楽
[アクセス]シーサイドライン「海の公園柴口駅」
より徒歩５分
問合せ：富岡八幡宮　☎045-776-3838

4/4（土）  旧川合玉堂別邸定期開園
開園時間10：00～16：00（入園15：30まで）
※次回開園予定：5/2（土）野点開催、6/6（土）
[アクセス]「京急富岡駅」東口より徒歩２分
問合せ：金沢区区政推進課企画調整係
　　　　☎045-788-7729
当日連絡先：☎080-1241-0910

11：00～16：00頃まで
禅林寺を再興した伊丹氏一族が、江戸浅草寺・江
戸城内紅葉山東照宮と関係があって、坂本村が
紅葉山東照宮領となり、禅林寺に東照大権現（徳
川家康）の御神影が下賜されました。毎年家康公
の命日に一般公開されます。
[アクセス]京急「金沢文庫駅」西口より

バス「坂本」下車徒歩10分
問合せ：禅林寺
　　　　☎045-781-9814

4/17（金）  禅林寺　徳川家康公供養　御神影公開

8：00～15：00（ラン＆ウォーク10：00～）
場所：海の公園
こどもの難病とこどもホスピスへの理解を呼びかけると共に、横浜こどもホスピス
の継続的な支援を目的に開催します。難病のこどもたち及びご家族へのチャリ
ティーイベントです。エントリー受付中！
詳しくはHPをご覧ください。
エントリー：https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/81277
問合せ：神奈川みんなでラン＆ウォーク実行委員会事務局
　　　　☎090-8847-1751　saishoji@dohokkaido.co.jp

5/9（土）（予定）  こども宮すもう大会
13：00～16：00　瀬戸神社
毎年恒例のこども宮すもう大会
はたくさんの「豆力士」が参加し
ます。地域住民や保護者らが見
守る中、熱戦が繰り広げられ、境
内には歓声が響きわたります。
[アクセス]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

5/23（土）  第19回　瀬戸神社　居合道奉納演武
10：00～12：30
瀬戸神社境内/入場無料　※雨天時は長生寺
さまざまな派流の剣士が日本古来の剣術を披露しま
す。海外4支部からもたくさんの剣士が来ます。
[アクセス]京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より

徒歩２分
問合せ：日本居合道協会　☎045-783-2298

6/30（火）  瀬戸神社　夏越大祓
茅の輪くぐり　15：00
半年に一度、茅で作った輪をくぐることで残りの
半年間の無病息災を祈るものです。
[アクセス]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

なごしのおおはらえ



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


