
◇「よこかな観光たより」の表紙を飾ります

◇横浜金沢観光協会発行の冊子やHPに使用します

◇外部団体からの提供依頼にも斡旋します

第46回金沢まつり
　　　　花火大会
第46回金沢まつり
　　　　花火大会 中  止中  止
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横浜金沢の「横」「金」を強
調し、夏の花火と海の公
園から眺める海の風景、
さらには波の間に、横浜
金沢で水揚げされる穴子
を隠し味にしたロゴマー
クです。色合いも「海と緑
と歴史のまち」を表現し
たものにしました。

ロゴマークが
新しくなりました

令和2年6月24日発行

「横浜金沢観光協会」は、
昭和26年3月に「金沢観
光協会」として区役所で
産声を上げました。
平成20年4月、事務局を
外部化して区役所から
独立して以来、10年以
上が経過し、横浜金沢の
観光振興事業に勤しん

● 令和2年  横浜金沢観光協会は新しくなります ●

出来ました。
このたび、これまでの任
意団体から、新たに「一
般社団法人 横浜金沢観
光協会」となりました。
社会的に責任ある、また
認知されるにふさわし
い協会を目指します。
そして「横浜金沢」にお

ける良好な観光事業を
振興し、区内外からの観
光客の誘致や区民・観光
客に対する情報提供な
ど、観光プロモーション
を積極的に行い、「横浜
金沢」の地域経済の発
展、文化の振興・向上に
寄与いたします。

応募条件
・撮影地は横浜市金沢区内であること
・応募期間は令和3年3月31日（水）まで
・横浜金沢の魅力が伝わる写真であること
・人物が映り込まないこと（人物の特定が出来ない程度は可）
・デジタルデータにて提供出来ること
・横浜金沢観光協会が発行する冊子（HP）などの使用に了承出来ること
・公序良俗に反しないもの
・第三者の著作権、商標権などを侵害しないこと
※被写体の著作権等は、応募者の責任において承諾を得てください

被写体に関する全ての権利について第三者との間に紛争等が生じた場
合、当協会は一切の責任を負わないこととします

応募方法
・info@yokohama-kanazawakanko.comまで、写真タイトル、撮影地、氏名、日

中連絡のつく電話番号を記載の上、Eメールでお送りください（Eメール
以外は不可）

・メールタイトル「よこかな写真応募」を必ず記載してください

一般社団法人　横浜金沢観光協会
金沢区洲崎町1-18 協働オフィス金沢内
☎045-780-3431　FAX：045-349-7035
E-Mail：info@yokohama-kanazawakanko.com
業務時間：9：00～17：00（平日）
アクセス： 京急・シーサイドライン「金沢八景駅」より徒歩10分
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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。

Google翻訳をご利用になれます

横浜金沢観光協会

あなたの撮影した写真を「よこかな」の表紙にしませんか？
横浜金沢魅力写真大募集！

選ばれた写真は年4回発行の「よこかな観光たより」

の表紙を飾ります。（一枚の写真一回の掲載）

海と緑と歴史のまち、横浜金沢。四季折々の横浜金沢の

魅力が伝わる風景などを収めた写真を募集します。

注意事項
・表紙に採用された方のみ、こちらからご連絡をさせていただきます
・応募者（表紙採用者以外も含む）は、当協会に応募写真の無償による利用

権（応募写真を複製、表示、掲載、公表、展示、頒布等する権利）を承諾した
ものとします。また、当協会は外部団体からの要請等があった場合には、
用途を確認の上、写真データを提供することがありますので、予め承諾
のうえご応募ください

・採用通知後、必要事項に関する情報提供依頼に対して返信がなかった場
合、掲載の資格がないと判断された場合、採用が無効となる場合があり
ます

・ご提供いただいた個人情報は、連絡・問い合わせなど必要な範囲で適切
に利用します

問合せ
（一社）横浜金沢観光協会
☎：045-780-3431（平日9：00～17：00）
E-Mail : info@yokohama-kanazawakanko.com

特 別 号



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

（瀬戸18-14）　☎045-701-9992
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夏越大祓・茅の輪くぐり
　6/30（火）※神職による
　　　　　　 神事のみ実施
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（富岡東4-5-41）　☎045-776-3838

富
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宮
祇園舟神事
　7/12（日）例大祭 大祭式10：00
　　　　　（雨天決行）
　祇園舟は中止

一心泣き相撲 横浜南場所
　9/26（土）

富岡八幡宮秋季大祭
　9/26（土）18：00宵宮祭※万灯神輿連合渡御中止
　9/27（日）10：00大祭式・湯立神楽※大神渡御（駅前）中止

なごしのおおはらえ

（海の公園9）　☎045-781-8929金
　沢
　漁
　港

汐祭（漁港の祭り）
　9/1（火） （予定）
　　　　　※神職による神事のみ実施、汐祭パレードは
　　　　　　中止になる場合があります。
　　　　　　詳細は金沢漁港事務所までお問い合せ下

　　　　　　さい。

（町屋7-4）　☎045-701-7597

安

　　立
　

　寺

灯篭流し
　8/16（日）18：00頃　野島運河先（金沢海岸）

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。
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※予定は変更になる
　こともあります。
　HPなどで最新情報
　をご確認ください。
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もともとこの地は海上交通の難所であった為、5～
6世紀頃から海神を祀っていたが、今から約800年
前の鎌倉時代、源頼朝が伊豆・三島明神を勧請した
のが現在の瀬戸神社の起源といわれています。現
在の社殿は寛政12年（1800）建立、「権現造り」と呼
ばれる様式です。

この寺は750年位前、文応元年（1260）の創建といわ
れ、若き日蓮さまが首都鎌倉に向かう途中寄られた
ご縁で「船中問答霊場」と伝えております。開山日悟
さんは聖人の教えにしたがい、今日までお題目の太
鼓の音が続いています。

豊漁と漁の安全を祈る祭りです。13：30頃から海上
神事、大漁丸を沖で流します。

建久2年（1191)に源頼朝公が当郷鎮護の為摂津の西
宮の恵比寿様をお祀りしたのが始めで、のち安貞元
年（1227）には八幡大神を併せ祀り、社名も八幡宮
と改めました。
鎌倉からはちょうど鬼門の方角に当たる海に面し
た小山に祀られていて、社も鬼門を向いており、鎌
倉幕府の厄災防除の神としても祀られた神社です。
また八幡宮の山が応長（1311）の大津波から部落を
守った事から『波除八幡(なみよけはちまん）』とも
称ばれています。800年以上の伝統をもつ「祇園舟」

（市無形民俗文化財）神事も有名です。

古くは旧暦8月15日（中秋の名月）の日に
行われた放生会の行事。
収獲した獲物を山海に放ち、収獲を感謝
し更なる収獲を期するという秋の収穫感
謝のお祭りであり、生き物に限らず色々
な恩恵を受けて得た収穫を神に感謝し、
更なる御利益を祈ります。800年以上の
伝統を以て伝わる湯立神楽の奉納が行わ
れます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年の大祓の茅の輪くぐり
行事は中止ですが、人形(ひ
とがた)おさめと、厄除け守
りの元祖である茅の輪守り
の頒布があります。
ご家庭にて大祓人形に穢れ
をうつし郵送もしくは社頭
までお持ちいただき、7/7

（火）の三ツ目神楽にておた
きあげとします。

天王祭  出御祭
　7/5（日）※神職による神事のみ実施

天王祭  三ツ目神楽（湯立神楽）
　7/7(火) ※神職による神事のみ実施

天王祭  巡幸祭
　7/12（日）※神職による神事のみ実施（神輿は中止）

※上記神社の祭事は、中止・未決定です。
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コンバット

申込期間：令和2年8/3（月）～8/31（月）
応募資格：金沢区内で製造・販売を行う事業者（企業、

個人、団体）観光協会会員であること。また
は観光協会にご加入いただける事業者。

対象商品：金沢区で製造、販売している食品（生鮮食品
を除きます）及び、工芸品

審　　査：横浜金沢観光協会、金沢区役所及び観光関
連事業者などで構成する「委員会」で認定
いたします。

応募要綱と申込書は7月1日（水）より横浜金沢観光協
会・金沢区役所地域振興課・地区センターにて配布。
横浜金沢観光協会ホームページの横浜金沢ブランド
のページがらダウンロード出来ます。

おひさまシイタケフランクフルト

ぶんこのこんぶ（生）

よろこんぶうどん

よろこんぶ生パスタ

自家焙煎コーヒーゼリー

わかめシウマイ

鶏シウマイ

ハマクネル

第9回
横浜金沢ブランド募集
    ～横浜金沢ブランドとは、　　  

金沢区がおすすめする   

　　　　 自慢の逸品です。～

横浜金沢を訪れる皆さまに、そして横浜
金沢に暮らす区民に愛され、地元を記憶
していただく良質商品を「横浜金沢ブラ
ンド」として認定し、提供していくことが
横浜金沢ブランドの目的です。
横浜金沢らしさを感じられ、逸品となる
製品、ギフト、お土産にもなる良質商品を
期待し、「ものづくり」の精神がこめられ
ているものを求めます。

※掲載されている写真は第8回認定の横浜金沢ブランド商品です。

問合せ・申込先
　（一社）横浜金沢観光協会
　〒236-0028 金沢区洲崎町1-18
　　　　　　TEL : 045-780-3431
　　　　　　FAX : 045-349-7035



ＮＰＯ法人　横濱金澤　
シティガ　イド協会

横濱金澤シティガイド協会は、古さと新しさが共存する金沢区の魅力をボランティア活動により広く
知っていただきたいと願い、1998年に設立（2008年にNPO法人化）されました。現在の会員数は93名

（男性72名、女性21名）で、金沢区在住者を中心に、他区、横浜市外からも加入しています。当協会は、街
の案内（ガイド活動）、歴史や文化等を伝える講習や講演活動、関連団体との協働事業活動及び協会の
広報活動、地域の活性化や街の美化のための奉仕活動などを行っています。協会の事業の柱であるガ
イド活動には、協会が独自に企画してお客様をご案内する企画ガイドと個人や団体のお客様のリクエ
ストにお応えする依頼ガイドがあります（いずれも一人500円）。他に、毎週土・日曜日の午前10時から
午後3時まで称名寺の境内庭園をガイドしています（雨天中止、無料、英語ガイドも対応可）。
私たちは郷土愛とボランティア精神を持って、楽しく和気あいあいとした案内や説明を行っていま
す。あんな所へ行ってみたい、こんなことが知りたいとお考えの貴方、是非私たちとご一緒しません
か！そして金沢区のことをもっと好きになっていただきたいと思っています。

理事長　　林　善晴 ※8月末までのウォー　キングは中止です。

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会 金沢区瀬戸15-13（事務所）
 ☎・FAX：045-787-0469  
 業務日：月～金曜（土日祝休み）  業務時間：10：00～13：00

ガイド風景 ガイド風景 奉仕活動

横浜で唯一海水浴ができる公園

海の公園
昭和63年に、金沢地先埋立事業の一環として整備された、横浜で唯一
の海水浴場をもつ公園です。
春は潮干狩り、夏は海水浴を楽しむことが出来ます。また、バーベ
キュー場やボードセーリング、SUP、ビーチバレー、なぎさ広場でサッ
カーなど年間を通じて利用が出来、さまざまな海辺のレジャーを楽
しむことが出来ます。
金沢まつり花火大会や、いきいきフェスタ、どんど焼きの会場として
も有名です。潮風を感じながらの散歩やランニングに多くの人が訪
れています。

金沢区海の公園10　☎045-701-3450（海の公園管理センター）

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」駅または「八景島」

駅よりすぐ

駐車場：1688台（有料）

公園特集

自然とふれ会おう

金沢自然公園・横浜市立金沢動物園
横浜市で最大級の緑地帯に位置する金沢自然公園は、野鳥や昆虫など数多くの
生きものが生息しています。
桜や紅葉など四季折々の植物に囲まれ、起伏に富んだ道を散策すると各所で見
事な眺望に出会えます。
また、約100メートルのローラー滑り台がある「こども広場」、「バーベキュー
場」、公園情報を発信する「ののはな館」があります。
金沢動物園では、コアラ、ゾウなど世界の希少草食動物を中心に飼育しており、
絶滅に瀕した動物たちの保護活動にも積極的に取り組んでいます。

金沢区釜利谷東5-15-1　☎045-783-9100 

入園料：一般 500円/中人・高校生 300円/小・中学生 200円/小学生未満 無料

毎週土曜日は、小・中・高校生は無料（要学生証等）

開園時間：動物園 9：30～16：30（入園は16：00まで）

自然公園（植物区）9：00～17：00

ののはな館 9：30～16：30

休：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休園）、12/29～1/1

※5月、10月は無休

※臨時開園あり

※自然公園（植物区）は年中無休

アクセス：京急「金沢文庫」駅西口よりバス「夏山坂上」下車6分

※土日祝は直通バスあり

人も鳥もふれあう、干潟のある公園

長浜公園
公園の「長浜」の名は、柴から富岡に伸びる長い浜があったところから名づけられました。
横浜横須賀道路をはさんで、北側と南側の2つに分かれた公園で、北側には、2002FIFAワールドカップ
の公式練習場に指定された「多目的運動広場」(サッカー場)のほか、野球場、テニスコートなどの運動施
設があります。
中央広場には、草地広場や遊具広場があり、憩いの場となっています。
南側には野鳥観察園があり、1年を通じて 観察窓（4箇所）からさまざまな野鳥を観察することが出来
ます。野鳥観察園の中にある汽水池は、明治28年、長浜検疫所開設時につくられた船溜りの跡で、水路
で海とつながっており、潮の干満によって水位が変化します。
汽水池には、人工干潟や湧水を利用した淡水池、ヨシ原などがあり、多くの生き物が暮らしています。

金沢区長浜106-6　☎045-782-8004（長浜公園管理センター）
アクセス：京急「能見台」駅より徒歩約18分、「京急富岡」駅より徒歩約14分

シーサイドライン「並木中央」駅より徒歩約14分、「幸浦」駅より徒歩約16分
駐車場：75台（有料）

ヨコハマの歴史と自然を感じる

富岡総合公園
古くは海沿いの景勝地であった場所につくられた公園です。かつて日本海軍の基地「横浜海軍航空隊」
があり、戦後は米軍に接収され富岡倉庫地区と呼ばれていました。 樹林地は、鳥獣保護区に指定されて
おり、木立の中の散策や野鳥観察を楽しむことが出来るほか、桜並木、梅林、ボタン園では、四季折々の
花を見ることが出来ます。とくに、桜並木は、花見の名所として、春には多くの花見客が訪れています。
北台展望台からはみなとみらい、公園西側にある見晴らし台からは金沢シーサイドの景色が一望出来
ます。アスレチック広場は、子どもたちに人気です。

金沢区富岡東2-9　☎045-774-3003（富岡総合公園管理センター）
アクセス：シーサイドライン「南部市場」駅より徒歩5分

京急「京急富岡」駅より、京急バス「富岡」から4系統（磯子駅行き）で「鳥見塚」下車すぐ
駐車場：24台（有料）

歌川広重の金沢八景「野島夕照」で知られています

野島公園
横浜市の最南部にある平潟湾の入口に浮かぶ、「野島」という島にある公園です。
江戸後期に活躍した、浮世絵師歌川広重によって描かれた、『金沢八景』の中の『野島夕照（のじまのせ
きしょう）』（野島の漁師村に夕焼けが映えている様子を描いた錦絵）で有名な地域です。
海抜57m の野島山を中心に、展望台、バーベキュー場、キャンプ場、野球場などの施設があり、展望台か
らは、横浜の海はもちろん、房総半島や富士山を臨むことが出来ます。
人口の埋め立てのされていない野島海岸は横浜市で唯一の自然海浜です。
そのほか、横浜市指定有形文化財である旧伊藤博文金沢別邸や、野島貝塚など歴史を感じることの出
来るスポットもあります。

金沢区野島町24　☎045-781-8146（野島公園管理センター）
アクセス：シーサイドライン「野島公園」駅より徒歩5分
駐車場：156台（有料）※室の木地区臨時駐車場170台

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ＮＰＯ法人　横濱金澤　
シティガ　イド協会

横濱金澤シティガイド協会は、古さと新しさが共存する金沢区の魅力をボランティア活動により広く
知っていただきたいと願い、1998年に設立（2008年にNPO法人化）されました。現在の会員数は93名

（男性72名、女性21名）で、金沢区在住者を中心に、他区、横浜市外からも加入しています。当協会は、街
の案内（ガイド活動）、歴史や文化等を伝える講習や講演活動、関連団体との協働事業活動及び協会の
広報活動、地域の活性化や街の美化のための奉仕活動などを行っています。協会の事業の柱であるガ
イド活動には、協会が独自に企画してお客様をご案内する企画ガイドと個人や団体のお客様のリクエ
ストにお応えする依頼ガイドがあります（いずれも一人500円）。他に、毎週土・日曜日の午前10時から
午後3時まで称名寺の境内庭園をガイドしています（雨天中止、無料、英語ガイドも対応可）。
私たちは郷土愛とボランティア精神を持って、楽しく和気あいあいとした案内や説明を行っていま
す。あんな所へ行ってみたい、こんなことが知りたいとお考えの貴方、是非私たちとご一緒しません
か！そして金沢区のことをもっと好きになっていただきたいと思っています。

理事長　　林　善晴 ※8月末までのウォー　キングは中止です。

ＮＰＯ法人横濱金澤シティガイド協会 金沢区瀬戸15-13（事務所）
 ☎・FAX：045-787-0469  
 業務日：月～金曜（土日祝休み）  業務時間：10：00～13：00

ガイド風景 ガイド風景 奉仕活動

横浜で唯一海水浴ができる公園

海の公園
昭和63年に、金沢地先埋立事業の一環として整備された、横浜で唯一
の海水浴場をもつ公園です。
春は潮干狩り、夏は海水浴を楽しむことが出来ます。また、バーベ
キュー場やボードセーリング、SUP、ビーチバレー、なぎさ広場でサッ
カーなど年間を通じて利用が出来、さまざまな海辺のレジャーを楽
しむことが出来ます。
金沢まつり花火大会や、いきいきフェスタ、どんど焼きの会場として
も有名です。潮風を感じながらの散歩やランニングに多くの人が訪
れています。

金沢区海の公園10　☎045-701-3450（海の公園管理センター）

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」駅または「八景島」

駅よりすぐ

駐車場：1688台（有料）

公園特集

自然とふれ会おう

金沢自然公園・横浜市立金沢動物園
横浜市で最大級の緑地帯に位置する金沢自然公園は、野鳥や昆虫など数多くの
生きものが生息しています。
桜や紅葉など四季折々の植物に囲まれ、起伏に富んだ道を散策すると各所で見
事な眺望に出会えます。
また、約100メートルのローラー滑り台がある「こども広場」、「バーベキュー
場」、公園情報を発信する「ののはな館」があります。
金沢動物園では、コアラ、ゾウなど世界の希少草食動物を中心に飼育しており、
絶滅に瀕した動物たちの保護活動にも積極的に取り組んでいます。

金沢区釜利谷東5-15-1　☎045-783-9100 

入園料：一般 500円/中人・高校生 300円/小・中学生 200円/小学生未満 無料

毎週土曜日は、小・中・高校生は無料（要学生証等）

開園時間：動物園 9：30～16：30（入園は16：00まで）

自然公園（植物区）9：00～17：00

ののはな館 9：30～16：30

休：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休園）、12/29～1/1

※5月、10月は無休

※臨時開園あり

※自然公園（植物区）は年中無休

アクセス：京急「金沢文庫」駅西口よりバス「夏山坂上」下車6分

※土日祝は直通バスあり

人も鳥もふれあう、干潟のある公園

長浜公園
公園の「長浜」の名は、柴から富岡に伸びる長い浜があったところから名づけられました。
横浜横須賀道路をはさんで、北側と南側の2つに分かれた公園で、北側には、2002FIFAワールドカップ
の公式練習場に指定された「多目的運動広場」(サッカー場)のほか、野球場、テニスコートなどの運動施
設があります。
中央広場には、草地広場や遊具広場があり、憩いの場となっています。
南側には野鳥観察園があり、1年を通じて 観察窓（4箇所）からさまざまな野鳥を観察することが出来
ます。野鳥観察園の中にある汽水池は、明治28年、長浜検疫所開設時につくられた船溜りの跡で、水路
で海とつながっており、潮の干満によって水位が変化します。
汽水池には、人工干潟や湧水を利用した淡水池、ヨシ原などがあり、多くの生き物が暮らしています。

金沢区長浜106-6　☎045-782-8004（長浜公園管理センター）
アクセス：京急「能見台」駅より徒歩約18分、「京急富岡」駅より徒歩約14分

シーサイドライン「並木中央」駅より徒歩約14分、「幸浦」駅より徒歩約16分
駐車場：75台（有料）

ヨコハマの歴史と自然を感じる

富岡総合公園
古くは海沿いの景勝地であった場所につくられた公園です。かつて日本海軍の基地「横浜海軍航空隊」
があり、戦後は米軍に接収され富岡倉庫地区と呼ばれていました。 樹林地は、鳥獣保護区に指定されて
おり、木立の中の散策や野鳥観察を楽しむことが出来るほか、桜並木、梅林、ボタン園では、四季折々の
花を見ることが出来ます。とくに、桜並木は、花見の名所として、春には多くの花見客が訪れています。
北台展望台からはみなとみらい、公園西側にある見晴らし台からは金沢シーサイドの景色が一望出来
ます。アスレチック広場は、子どもたちに人気です。

金沢区富岡東2-9　☎045-774-3003（富岡総合公園管理センター）
アクセス：シーサイドライン「南部市場」駅より徒歩5分

京急「京急富岡」駅より、京急バス「富岡」から4系統（磯子駅行き）で「鳥見塚」下車すぐ
駐車場：24台（有料）

歌川広重の金沢八景「野島夕照」で知られています

野島公園
横浜市の最南部にある平潟湾の入口に浮かぶ、「野島」という島にある公園です。
江戸後期に活躍した、浮世絵師歌川広重によって描かれた、『金沢八景』の中の『野島夕照（のじまのせ
きしょう）』（野島の漁師村に夕焼けが映えている様子を描いた錦絵）で有名な地域です。
海抜57m の野島山を中心に、展望台、バーベキュー場、キャンプ場、野球場などの施設があり、展望台か
らは、横浜の海はもちろん、房総半島や富士山を臨むことが出来ます。
人口の埋め立てのされていない野島海岸は横浜市で唯一の自然海浜です。
そのほか、横浜市指定有形文化財である旧伊藤博文金沢別邸や、野島貝塚など歴史を感じることの出
来るスポットもあります。

金沢区野島町24　☎045-781-8146（野島公園管理センター）
アクセス：シーサイドライン「野島公園」駅より徒歩5分
駐車場：156台（有料）※室の木地区臨時駐車場170台

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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旧伊藤博文金沢別邸

初代内閣総理大臣伊藤博文により、明治31年に建てられた茅葺寄棟
屋根の田舎風海浜別邸建築です。
当時の別荘地の数少ない貴重な建築遺構です。平成18年11月には、
横浜指定有形文化財に指定されましたが、建物の老朽化が著しかっ
たことから、平成19年解体工事・調査を行い、現存しない部分を含
め、創建時の姿に復元することになり、平成21年10月に復元されま
した。邸内では、伊藤博文に関する資料や調度品などを展示してい
ます。また、庭園からは海が一望でき、金沢区の花「ボタン」をはじ
め、四季折々の花を楽しむことが出来るなど、歴史・文化に触れ合う
市民の憩いの場として公開しています。
また、歴史講座やヨガなど様々な講座も行っています。邸内で抹茶
と和菓子（焼菓子・干菓子）のセット（有料）がいただける博文邸喫茶
も開館日は毎日開催しています。

入館料：無料

金沢区野島町24  野島公園内　☎045-788-1919

開館時間：9:30～16:30（牡丹園は9:00～17:00）

※4・5月は17:30まで（牡丹園は9:00～18:00）

※12・1月は15:30まで（牡丹園は9:00～16:00）

休：第1・3月曜日（休日の場合は、翌日）

※4・5月は無休

※12・1月は毎週月曜日（休日の場合は、翌日）※年末年始（12月29日～1月3日）

アクセス：シーサイドライン「野島公園」駅より徒歩５分

駐車場：あり（野島公園内）有料

施設案内

神奈川県立金沢文庫

中世の金沢文庫は称名寺と小山を隔てた場所に作られたとされる
現存最古の武家文庫で、歴代の金沢北条氏が収集した政治・文学・歴
史など多岐に渡る和漢の典籍が保管されていました。金沢北条氏の
滅亡とともに文庫は衰退し、江戸時代には多くの書物が流出してし
まいますが、昭和5年（1930）に神奈川県によって図書館として復興
されました。平成2年（1990）には中世の歴史博物館として現在の場
所に建てられ、展覧会や講座などをおこなっています。

今号の施設案内のイベント情報はお休みとさせていただきます。

詳細については各施設のHPにてご確認ください。

観覧料：一般250円、20歳未満及び学生150円、65歳以上及び高校生100円

※特別展開催中は別料金となります。

金沢区金沢町142　☎045-701-9069

開館時間：9：00～16：30（入館は閉館の30分前まで）

休：月・祝日の翌日・年末年始（12/28～1/4）・展示替えなどの臨時休館

アクセス：シーサイドライン「海の公園南口」、「海の公園柴口」駅より徒歩10分、

京急「金沢文庫」駅より徒歩12分

※現在予約制にて金沢文庫図書館を開室し、以後段階的に開館します。予約方法

等、詳細は金沢文庫HPをご覧下さい。    



よこなか観光だより　W200 × H70

横浜・八景島シーパラダイス

国内最大級の水族館「アクアミュージアム」をはじめとした、テーマ
の異なる4つの水族館とさまざまなアトラクションが楽しめる

「海・島・生きもの」のテーマパーク。
レストランやショッピングストア、ホテルなども併設されており、
島内にはサクラやバラ、アジサイなどの名所もあります。季節なら
ではのイベントも多く、1日中楽しむことが出来ます。

金沢区八景島　☎045-788-8888（自動案内）
料金：HPにてご確認ください
営業時間：HPにてご確認ください
休：無休
アクセス：シーサイドライン「八景島」駅よりすぐ
駐車場：4,000台（有料）

長浜野口記念公園（長浜ホール）

かつての長浜検疫所の施設「旧細菌検査室」を保存し、長浜ホールを
新設した公園です。「旧細菌検査室」は野口英世が5ヶ月あまり、検疫
医官補として働き、ペスト菌を検出した施設で関東大震災による倒
壊後、再建されました。野口英世ゆかりの研究施設としては日本に
現存する唯一のもので、野口英世の関係資料や、昭和初期に使用さ
れた医療器具類が展示され自由に見学できます。長浜ホールは当時
の事務所棟の外観を復元したもので、コンサート等が開かれ市民の
憩いの場になっています。

入館料：無料（旧細菌検査室及び長浜ホールの見学コーナー）　※貸館は有料。
金沢区長浜114-4  長浜野口記念公園内　☎045-782-7371
開館時間：9:00～22:00

（受付時間：9:00～21:00　旧細菌検査室　開館時間：9:00～17:00）
休：年末年始及び月一回程度の休館日　
アクセス：京急「能見台」駅より徒歩15分、シーサイドライン「幸浦」駅より徒歩15分
駐車場：15台程度　公共の交通機関をご利用ください。
※現在上記とは異なる開館体制を取っている可能性があります。
　詳しくはホームページをご覧ください。



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


