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※掲載情報は取材時点のものです。 詳細はHPなどでご確認ください。　※公共交通機関ご利用の際は、新型コロナウイルス感染予防対策の実践にご協力ください。

ぐるっとの
バックナンバーはこちら

横浜市コールセンター　※午前8時～午後9時（年中無休）
TEL：045-664-2525　FAX：045-664-2828

横浜市交通局広報誌 ぐるっと 夏号　発行日：令和3年7月28日
発行：横浜市交通局　総務課企画担当　http://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/
企画・制作・ぐるっと編集部：株式会社ボイズ 横浜　ぐるっと 検索

問合せ

Presents ぐるっと読者プレゼント

応募
方法

▶ 〒231-0005　横浜市中区本町6丁目50-10
 横浜市役所19階
 横浜市交通局　総務課「ぐるっと」担当
【締切】2021年8月18日（水）（当日消印有効）
〈
ア
ン
ケ
ー
ト
〉

はがきに住所・氏名・年齢とアンケートの答えを
明記のうえ、以下の宛先にお送りください。

❶ 今号の「ぐるっと」をどちらでご覧になりましたか。（○駅、○系統○行バスなど）
❷ 今号でもっとも面白かった記事を教えてください。
❸ 希望するプレゼント（A）（B）（C）いずれかを明記ください。
❹ 市営バス・地下鉄運行エリアで行ってみたいところと、その理由を教えてください。
❺ 「ぐるっと」へのご意見・ご感想をお聞かせください。

パシフィコ横浜で開催中の「Sony presents DinoScience 恐竜科学博～ララミディア
大陸の恐竜物語～2021@YOKOHAMA」の平日チケット（A）を5組10名様、新横浜
公園オリジナルグッズの小布（B）と和タオル（C）をそれぞれ3名様にプレゼントします。

カフェクノップゥ

甘ん坊

うだるような暑さの夏、冷たくてあま～いスイーツはいかが？ 昔ながら
の甘味処や、モダンなかき氷屋さんなど、沿線の名店をご紹介します。
色とりどりのスイーツ
は、定番のミルクアイス
から、5種類のシロップ
がかかったかき氷まで。
この機会に新しい味を
お楽しみください！

Tsubomi

「マンゴーミルク」（1,160円・税込）

かき氷はシロップからすべて
手作りしています。ベビーカ
ーでもご来店いただけるので、
ぜひお子さまと一緒にお楽し
みください！

餡や蜜、抹茶はすべ
て手作りしています。
あんみつと氷を両方
食べられる「氷あんみ
つ」は人気メニューの
ひとつ！　松原商店街
にいらしたらぜひお
立ち寄りください。

香料や着色料に頼ら
ずに、素材本来の味
を楽しんでいただく
ために、純粋で安全
な材料を厳選してい
ます。ぜひ味わって
みてください。

2014年の開店以来、一年を通して季節を感じられるかき氷を提供。夏はもも、メ
ロン、マンゴー（9月末まで）など旬の果物をふんだんに使ったメニューが登場します。
ミルクバルサミコなど、ここでしか味わえない定番メニューも魅力的！
所在地：青葉区あざみ野2-28-10　アクセス：ブルーラインあざみ野駅から徒歩約7分
営業時間：［平日］11:00～18:00　［土日］11:00～17:00　定休日：火曜
お問合せ：☎045-532-9795

「宇治金時クリーム」（900円・税込）

松原商店街の近くで40年間、店主ひとりで手作りの甘味を提供。夏に登場するかき
氷は、小豆や宇治金時、いちごみるくなどの定番はもちろん、生レモンやあんずなど
一風変わったメニューも展開。新たな味を試してみては？
所在地：西区浅間町5-381-16ゼウス横浜1F　アクセス：横浜駅（西口）から市営バス25・92・
202系統ほか「洪福寺」から下車徒歩約2分
営業時間：11:30～18:00　定休日：土曜・日曜・祝祭日　お問合せ：☎045-314-6138

お問合せ：☎045-881-3287

「レギュラーカップ（さくら・ジャージー牛乳）」（430円・税込）

高級料亭などにも提供している業務用アイスクリーム「京開花」の販売店。素材を
生かした製法で、なめらかな味わいが口の中に広がります。ロングランの「さくら」や、
香ばしさ感じる「そば茶」「白い珈琲」など独自のメニューが人気。
所在地：神奈川区斎藤分町2-7　アクセス：横浜駅（西口）から市営バス36・38・39系統「六角橋」
下車徒歩約2分　営業時間：11:00～17:30　
定休日：日曜・祝日　お問合せ：☎045-488-5671（有限会社ウッドヴィレッジ）

三溪園茶寮
5種類の果物のシロ
ップがかかった「お
さんぽ果樹園」は、
果肉がたっぷり。て
っぺんには三溪園で
収穫した梅のシロッ
プ漬けも乗っていま
す。お庭を散策した
あとの一息にお立ち
寄りください。

「おさんぽ果樹園」（800円・税込）

三溪園のなかに開かれて約70年の歴史をもつ茶店。日本の美しい四季と甘味を味
わえます。かき氷は昔ながらのいちごやメロンなど、20～30種類を揃えています。
色鮮やかなシロップをかけた「おさんぽ果樹園」は写真映えもする一品。
所在地：中区本牧三之谷58-1　アクセス：横浜駅（東口）から市営バス8・148系統「三溪園入口」
下車徒歩約5分、ぶらり三溪園バス（土・日・祝日のみ運行）で「三溪園」下車すぐ
営業時間：10:00～16:00（変動あり）　定休日：不定休　お問合せ：☎045-621-1289

特典

ぐるっと夏号をご持参で
「おさんぽ果樹園」

50円割引
※平日のみ　1日10名様まで

期限：2021年8月31日まで

特典

ぐるっと夏号をご持参で
次回以降使える

割引チケットをプレゼント
※先着20名様まで

期限：2021年10月31日まで

住宅地で育まれたこだわりのミルクをアイスに
戸塚区

横濱アイス工房を運営する小野ファーム。その自社牧場で育てられた牛から、丁寧
に搾乳したミルクを使ったソフトクリームやジェラートは、滑らかな口溶けがやみ
つきになる逸品。店舗ではお客さんも後を絶ちません。小学校の課外授業の受け
入れや、地域イベントへの参加など、地産地消の普及にも力を入れています。

vol.1

「小野ファーム」乳用牛事業部 主任 榎本紀子さん
自信をもって飲みたいと思えるミルクを提供することを心がけています。
乳牛の数が40頭程度だからこそ、時間がかかっても手で触れて体
調を把握し、その時々にあった餌をあげています。人も牛も生き物。
どちらも居心地よく過ごせる工夫を惜しみません。じつは横浜にも
酪農の世界があることを、知ってもらえたらうれしいですね。

「横濱アイス工房 戸塚店」 梨本君子さん
横濱アイス工房の店舗では、ソフトクリームとジェラートの
提供のしかたにこだわっています。最高級のマシンで、牛
乳に空気を入れてつくるソフトクリームは、なめらかな食感
を大切に。ジェラートは、工場からフリージングされてきた
ものを店舗で練って仕上げます。練りすぎず硬すぎず、丁寧
に味を調えます。食感の違いを楽しんでみてください。

横濱アイス工房戸塚店

なめらかで美味しいアイスを
味わっていただけるよう、お店
では心を込めて提供していま
す。夏はお子さま向けにラムネ
やマリンソルトも。ぜひご家
族でもいらしてください！

「ソフトクリーム」（350円・税込）

舞岡公園の散歩道を抜けてすぐ。自社牧場「横浜・小野ファーム」直送のミルクでつくら
れたソフトクリームや、ジェラートを提供。地産のオレンジやレモンなど夏に合うさっぱり
としたアイスが並び、しぼりたてのミルク本来の味と、季節感のあるメニューが楽しめます。

特典

ぐるっと夏号をご持参で
「ダブルカップ」「ソフトトップ」

50円割引
※1グループ5名様まで

期限：2021年8月31日まで

へ

地産地消への
こだわりについて
お話を聞きました！

所在地：戸塚区上倉田町1457　アクセス：ブルーライン舞岡駅から舞岡公園まで徒歩約16分、
散歩道を抜けて徒歩約5分　営業時間：10:00～18:00
定休日：無休（4月～9月） 月曜（10月～3月）　お問合せ：☎045-862-9753

（A）

（B）

（C）
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募集 「ぐるっと写真館」掲載写真を
募集します！

応
募
方
法

1． 以下の写真およびテキスト情報をお寄せください。
 ・ 写真1点（画素数　横：1080px　縦：566px 以上）
 ・ 写真の説明文（20字程度）
 ・ 掲載時のお名前、又はニックネーム・年代・性別
2． 送付先（ぐるっと編集部）：gurutto@voids.jp　件名：ぐるっと写真館
3． 誌面掲載が決まった方には掲載前にぐるっと編集部よりご一報いたします。
※ご提供写真は横浜市交通局の広報（WEB等）にも使用する場合があります。

つくる人

とどける人

横浜市交通局広報誌

特集

三
溪
園
茶
寮 

松
本
恵
理
さ
ん

2021年 夏号

誌面では紹介しきれなかった情報や写真などを発信していきます。
ぜひアカウント「@gurutto_yokohama_official」を

チェックしてください！

「ぐるっと」公式 Instagram開設

ぐるっとおさんぽMAP しんよこ編（新横浜エリア）
※ご提供情報はプレゼント送付のみに使用いたします。
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横浜駅方面

横浜国際総合競技場

新横浜公園
（日産スタジアム）

事業管理課 半澤郁磨さん

ほとんどのお客さんが注文する人気メニュー
「日替わりランチ」（950円・税込）

手前から「牛スジコンカレーパン」（210円・税込）、
「ラムパッケージ」（240円・税込）、
「ホタマヨフランス」（230円・税込）

季節の小鉢やお鍋が魅力的
「はまゆう膳」（3,828円・税込）

選べるメイン料理など全5品の人気ランチコース
「ノベッロランチ」（2,860円・税込）

Event Pick Up！ 季節の横浜イベント

ダンス

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2021

白亜紀後期に存在した幻の大陸「ララミディア」。
本展ではトリケラトプスやティラノサウルスなどが
生きたこの地にフォーカスし、多彩な骨格標本や
科学的な視点から、さまざまな恐竜たちの驚きと
感動の物語に迫ります。

会期： 2021年8月28日（土）～10月17日（日）
 ［プレ期間 5月1日（土）～８月27日（金）、ポスト期間10月18日（月）～11月30日（火）］
会場：横浜市内全域
お問合せ： ☎045-663-1365（平日9:00～17:00）
URL：https://dance-yokohama.jp/

「世界でもっとも完全で美
しい」と言われている全長
7m・高さ3mの実物全身骨
格が日本初上陸します。日
本初展示の化石も数多く
展示。超高精細で大迫力
の映像もお楽しみください。

主催者による
見どころ紹介

３年に一度の日本最大級のダンスフェス
ティバル。横浜港を背景に繰り広げられ
る幻想的な野外ステージや、子供たち
がプロに学ぶワークショップ、街なかで
楽しめる参加型ステージなど、横浜にオ
ールジャンルのダンスが集結します。

週末を中心に、横浜市内の商業施設、ショッピング
ストリート、駅前広場、公園などの賑わいのあるオープ
ンスペースで開催される観覧無料のダンスステージ
「横浜ダンスパラダイス」がおすすめです。

主催者による
見どころ紹介

Photo by Kota Sugawara

ま ち

Sony presents DinoScience 恐竜科学博 
～ララミディア大陸の恐竜物語～ 2021＠YOKOHAMA

会期：2021年7月17日（土）～9月12日（日）
※土日祝・特定日（8月7日～15日）は事前予約制
会場：パシフィコ横浜 展示ホールA
開館時間：月・火・木・日 9:00～18:00（最終入場17:30）、
水・金・土・祝・特定日 9:00～21:00（最終入場20:30）
料金：大人（19歳以上）平日2,800円／土日祝・特定日3,000円ほか
※年齢別料金の詳細はホームページをご覧ください
アクセス： 横浜駅（東口）から連節バスBAYSIDE BLUE
「パシフィコ横浜ノース」「パシフィコ横浜」下車すぐ
URL：https://dino-science.com/

INFORMATION 交通局からのお知らせ

連節バス「BAYSIDE BLUE（ベイサイドブルー）」1周年！

横浜駅東口から、横浜ハンマーヘッド、大さん橋、山下公園、中華街、ガンダム
ファクトリーヨコハマ（令和4年３月31日まで開催予定）などへ乗り換えなしで
スムーズにアクセスできます。運賃は大人220円（小児110円）、お得な各種１日
乗車券のご利用も可能です。「ベイサイドブルー」の大きな窓から横浜ベイエリア
の風景をゆっくりとお楽しみください。

「ベイサイドブルー」や「あかい
くつ」でめぐる横浜観光おすす
めコースは、以下のウェブサイト
で紹介しています。ぜひご覧く
ださい！

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/tanoshimou/odekake/

ぐるっと
よりみち

きじま 新横浜店

1964年10月、いまでは想像もできない

ような農村風景の中に、JR新横浜駅が

開業し、東海道新幹線が開通しました。

それをきっかけに飲食店やホテルなど

数多くの建物ができ、1985年には横浜

市営地下鉄ブルーラインも開通。その

利便性から多くの人が暮らし、さまざま

な企業の本社も置かれています。また

スポーツやエンターテインメントの拠点

も多く、わずか半世紀のうちに急速な

発展をしてきたことが伺えます。

東京から近く、新幹線も通過している新横浜には、国際

的な大会が開かれるスタジアムに加え、横浜市最大の

運動公園があります。新横浜公園と日産スタジアムを

管理する半澤さんに、その知られざる魅力を伺いました！

新横浜ミニ年表

新幹線が開通した
1964年は、

前回の東京オリンピックの年！

新横浜の歴史を知るぐるっとおさんぽ
MAP

しんよこ編（新横浜
エリア）

市営地下鉄ブルーラインで横浜駅に直結するほか、東海道
新幹線で各地とつながり、横浜の玄関口となっている新横浜。
エンターテインメントの拠点に、老舗企業の工場やグルメ
スポット、さらには自然豊かな風景が共存するエリアです。

1964年 東海道新幹線開通（JR新横浜駅開業）

1985年 横浜市営地下鉄ブルーライン開通

1989年 横浜アリーナオープン

1992年 新横浜プリンスホテルオープン

1994年 新横浜ラーメン博物館オープン

1998年 横浜国際総合競技場オープン

2008年 キュービックプラザ新横浜オープン

新横浜公園・日産スタジアムの
見どころ紹介

1 小机城址市民の森
かつて上杉氏によって築城されたという小机
城の跡地。一歩足を踏み入れるとあたり一面
竹林で、真夏でも涼しく過ごせます。
所在地：港北区小机町814ほか
お問合せ：☎045-353-1166（北部公園緑地事務所）

レストランWe6

東京オリンピック2020 開催情報5

20年以上、地域の人々に栄養バラ
ンス抜群の定食を提供してきたお店。
日替わりメニューが魅力的。

2002年日韓W杯、2019年ラグビーW
杯、そして東京2020オリンピックのサッ
カー競技を含む3大スポーツの決勝戦
が開催される世界で唯一の場所です！

所在地：港北区新横浜2-8-4
営業時間：11:30～14:00
定休日：土曜・日曜・祝日
お問合せ：☎045-471-0501

所在地：港北区新横浜3-4新横浜プリンスホテル2Ｆ
営業時間： ［平日］ ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30）
  ディナー 17:00～22:00（L.O.21:00）
 ［土・日・祝］ 11:00～22:00（L.O.21:00）
定休日：12月31日
お問合せ：☎045-470-0828

所在地：港北区新横浜 2-100-45
 キュービックプラザ新横浜 10F
営業時間：11:00～21:00（L.O.）
定休日：1月1日
お問合せ：☎045-478-6731

パン工房 シャン ド ブレ7

20種類以上の粉の風味を生かしたパン屋さん。
豊富な種類一つひとつを丁寧に焼き上げています。
所在地：港北区大豆戸町1149
営業時間：11:00～16:00
定休日：月曜・火曜
お問合せ：☎045-431-7788

スケボー広場3

横浜最大級の広さを誇るスケート
ボード＆BMX場。初心者からプロ
まで、誰でも気軽に利用できます。
営業時間：9:00～20:00

メドウガーデン4

「メドウガーデンクラブ」には多くの市民
ボランティアが参加しています。月1回、
植物の植え替えや季節ごとの品種講座
などを実施。新横浜公園を彩っています。

Q. 新横浜公園はどんなところですか？

お子さまが遊べる遊具などはもちろん、「スケボー広場」や「ドッグラン」な
ど、さまざまなライフスタイルの皆さまに楽しんでいただける公園です。自
然も豊かなので、季節ごとの草花や、野鳥の姿を見ることができますよ。

Q. 夏におすすめの過ごし方を教えてください

8月の新横浜公園では木に罠を仕掛け、カブトムシ
の生態やセミの羽化など、夏の夜にしか見られない
昆虫の観察会（要申込）を行います。親子で楽しめ
る毎年恒例の大人気イベントとなっていますので、
ぜひご参加ください。

所在地：港北区小机町3300　お問合せ：☎045-477-5000
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アマルフィイ ノベッロ9

7/30（金）

7/31（土）

8/2（月）

8/7（土）

準々決勝 準決勝 決勝・表彰式

女子

男子

横浜市内産の農畜産物をメニューに取り入れた飲食店です。

ぐるっと
よりみち

横浜を満喫するなら、有名観光スポットをめぐる「あかいくつ」のほか、
運行1周年を迎えた連節バス「ベイサイドブルー」がおすすめです。

イラストレーション 恐竜くん ©Masashi Tanaka

新横浜
公園と夕陽

ぐるっと夏号をご持参で
ドリンク1つ無料

期限：2021年8月31日まで
特典

よこはま地産地消サポート店
2 5~MAP

ドッグラン2

中・大型犬エリアと小型犬エリア2つのスペース
があります。天然芝なので、ワンちゃんたちも
気持ちよさそう！
営業時間：
7月1日～9月30日 15:00～20:00
その他の期間 9:30～17:30
休業日：月曜・火曜・金曜（祝日の場合は翌営業日）
URL：http://www.shinyoko-dogrun.com/index.html
※事前の登録（身分証明書・ワクチン証明書など）が必要です。
　詳しくはホームページをご確認ください。
　東京2020オリンピック開催期間中は、営業時間が変更となる
　場合があります。

〈サッカー競技〉

横浜農場 横浜市では「横浜農場」を活用し、
　　　横浜の農の魅力をPRしています。

※掲載情報は取材時点のものです。詳細はHPなどでご確認ください。　※公共交通機関ご利用の際は、新型コロナウイルス感染予防対策の実践にご協力ください。


