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GWにおススメ!

公園へおでかけ!!
市営交通で行く

観光に便利な横浜ベイエリア限定１日乗車券
「みなとぶらりチケット」を5組10名様に
プレゼントします。

アンケート
 　「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）
 　最も面白かった記事はどれですか。
 　「ぐるっと」へのご意見・ご感想をおきかせください。

presents

応募方法
はがきに住所・氏名・年齢とアンケートの答えを明記の上、
以下の宛先にお送りください。
▶〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145
横浜花咲ビル7階 交通局総務課「ぐるっと」係
【締切】 平成30年5月31日（木）（当日消印有効）

横浜市交通局広報誌 ぐるっと4・5月号
発行日：平成30年4月1日
発行：横浜市交通局 総務課
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/
企画・制作：アドカジエンス

問合せ 横浜市コールセンター  ※午前8時～午後9時（年中無休）
☎045-664-2525　FAX045-664-2828

次号は７月１日(日)発行予定

ぐるっと読者プレゼント

●グリーンライン10周年記念装飾列車運行

●グリーンラインダイヤ改正

●グリーンライン列車混雑状況のめやす（日吉駅到着時の状況）

地下鉄グリーンラインは10周年

1
2
3

「お芋の蜜の▶
ロールケーキ」（420円）  

▲「舞岡米おにぎり」（1個140円）   

◀「Bランチ
　 （本日の肉料理）」
　 （2,160円）   
　 サラダ・スープ・
　 パン or ライス・
　 デザート・ドリンク付

表紙写真：ブーランジェリーメリエス
（地下鉄沿線のおいしいベーカリー特集より）

▲「串揚げおまかせセット」
　（800円）

▲記念装飾列車

価格はすべて税込です。

※イートインスペースはございません

※写真は一例です

季節料理 世界長

カフェ あめんどろ 発見! うまいもの

　日本で初めて商店街プロレスを開催した商店街としても有名な「六
角橋商店街連合会」。神奈川大学のボランティア部と共同で、オレンジ
プロジェクトという地域の認知症の啓発運動を行っており、高齢者に
やさしいまちづくりをしています。神奈川区として初めて「みまもり商
店街」として認定されています。

　「毎月のドッキリヤミ市場や、8月には恒例の六角
橋商店街プロレスなどイベントも多数あります。実
際に足を運んでもらい、是非体験していただきたい
ですね。」と、石原会長。
　ドッキリヤミ市場などで多数のアーティストが集
まる商店街を、体感してみてはいかがでしょうか。

商店街内でフリーマーケッ
トやライブが楽しめるイベ
ント。4月～10月（8月を除
く）の第三土曜日に開催中。

ドッキリヤミ市場
4/21(土)、5/19(土)
20:00～22:00

会長 石原 孝一さん

あめんどろ
ぐるっと4・5月号をご持参で、ご飲食または
テイクアウトの方に当日お楽しみ特典あり!

特典

神奈川区六角橋
1-6-13
045-432-1868
17：00～24:00
(L.O. 23:30)
火曜

中区根岸台1-2
045-641-9185
【売店営業時間】10:00～16:00
根岸駅・桜木町駅から21系統、
横浜駅東口から103系統「旭台」
下車すぐ

045-662-7581
10:00～16:30
（入館は16：00まで）
大人100円、
小中高校生30円（通常）
月曜（祝日・振替休日除く）、
年末年始ほか

　日本初の洋式競馬場跡地に整備された公
園。広大な芝生広場は、のんびりするのに最
適!隣接する馬の博物館・ポニーセンターでは
引き馬体験も可能。

神奈川区六角橋
1-9-2
045-432-4188
11:00～19:00
月曜

　市営地下鉄グリーンラインは、おかげさまで３月30日に開業10周年を迎
えました。これを記念し、記念装飾列車を運行しています。
　また、お客さまにより便利に・より快適にご利用いただけるよう、3月17日
に地下鉄グリーンラインのダイヤ改正を実施しました。

　グリーンライン１編成に、市営交
通の礎である、かつての横浜市電
をモチーフにしたラッピングを施
し、運行しています。運行スケジュー
ルは交通局ホームページに掲載し
ていますのでチェックしてみてくだ
さい。
　また、４月下旬頃までグリーンラ

インの全編成に開業10周年記念ヘッドマークを装着します。
　この機会にぜひ皆さまでグリーンラインにご乗車ください。

【主な改正内容】
〈朝の混雑を緩和します〉
　平日の朝ラッシュ時間帯に１本増発することで、混雑の緩和を図ります。
　また、平日の夕方ラッシュ・深夜の時間帯にもそれぞれ１本増発します。
〈日中時間帯をより便利に〉
　平日、土曜日・休日の日中時間帯の運転間隔を7分30秒とし、１時間あたり
の運転本数は現行の６～８本を８本に統一します。これにより、ブルーラインと
の乗換えの待ち時間短縮など利便性の向上を図ります。

　平日の朝ラッシュ時間帯、日吉行きの電車は大変混雑します。オフピーク時
間帯のご利用、車両の分散乗車に、ご理解とご協力をお願いします。
（両端の車両（１号車・４号車）は特に混雑します。）

六角橋商店街連合会Facebookでも情報発信中!!

　 舞岡駅から徒歩25分
　小谷戸の里　
　 戸塚区舞岡町1764
　 045-824-0107
　 9:00～17:00
　 第1・3月曜（祝日の場合は翌日）、
　 年末年始

舞岡ふるさとの森
　 舞岡駅すぐ

昔ながらの田園風景が残された
谷戸の地形を生かした公園。

舞岡ふるさとの森

舞岡公園

舞岡高校
小
川
ア
メ
ニ
テ
ィ

南舞岡
小学校

日限山
中学校

明治学院大学
横浜キャンパス

舞岡

ブルーライン

桜堂

舞岡熊之堂
 ハム工房まいおか

根岸森林公園

舞岡公園

馬の博物館特別イベント
「馬とあそぼうこどもの日」
5/5(土・祝)9:00～16:00（予定）

毎年開催の春の特別イベントで、隣
接する根岸森林公園の一部まで会
場を広げて開催します。当日は、馬
車や馬の試乗会、ホースアトラク
ションの他、
ミニコンサー
ト、ふわふわ
風船、各種出
店など、イベ
ント多数！

舞岡公園 こども谷戸まつり
5/5(土・祝)10:00～12:00（小雨決行）

餅、甘酒などの提供（お椀・箸を持参）や、わ
ら細工などの体験コーナーを予定。こども
神輿は11時からスタート。お神輿を担いで
小谷戸の里内を練り歩きます。

直営農場で生産され
た農畜産物等（豚肉及
び米・野菜・果樹）をこ
だわり製法で製造し、
販売しています。

　休日には気分転換やご家族とともに、のんびりとピクニックに
出かけてみよう！ゴールデンウィークにおススメのイベントや、
近くのお店もご紹介。

馬の博物館

カフェラウンジ＆レストラン

ドルフィン
中区根岸旭台16-1
045-681-5796
11:00～21:00(L.O.20:30)
月曜日
（祝日にあたる場合は営業）
バス停「旭台」から徒歩すぐ

ハム工房

まいおか
戸塚区舞岡町777
045-822-5789
9:30～16:00
火曜日
舞岡駅から徒歩1分

カフェでほっと一息

おにぎりを買って
ピクニックしよう！

小谷戸の里

交通局からのお知らせ 交通局からのお知らせ 

市営交通でちょこっと寄り道 第18回

六角橋商店街
六角橋商店街連合会 ☎045-432-2887
横浜駅西口から36・38・39・82系統「六角橋」下車すぐ

地下鉄やバスで途中下車。商店街でヨコハマの新しい魅力を見つけませんか？

2018年
 4・5月号

 横浜市交通局広報誌

六角橋交番

六角橋六角橋

六角橋

六角橋1丁目 東
急
東
横
線

六角橋商店街

六角橋
郵便局

6:45～7:15頃

混雑度合い（低　　　　　　　　 高）

1号車 2号車 3号車 4号車弱冷
房車

1号車 2号車 3号車 4号車弱冷
房車

1号車 2号車 3号車 4号車弱冷
房車

日吉方面

7:15～7:45頃

7:45～8:15頃
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毎日焼き立てのパンを

提供しています！

イートインコーナーも

あり、ティータイムに最

適です！

フランスの映画館をイ

メージした店内で、材料

にこだわって作ってい

ます。パンからスイーツ

まで種類が豊富です！

ニューヨークのセレ

クトショップをイ

メージしたパンやス

イーツ、ベーグルを

提供しています！

ぐるっと4・5月号をご持参で商品ご購入の方に、
お買上金額から10%OFF!

特典
HIGENO PANYA北のぱん焼小屋

都筑区中川中央2-1-1
045-593-6377
9:00～18:00
月・火曜日
センター北駅から徒歩7分

EVENT 2018News この時期のオトクな情報を先どり!!
【マークの見方】　　日時・日程　　開催場所　　費用　　問合せ先　　　 アクセス

横浜市電保存館（☎045-754-8505）定休日：月曜日 祝日の場合は翌日

　  根岸駅から21・78・133系統「市電保存館前」下車すぐ/吉野町駅
から113・156系統「滝頭」下車徒歩3分

市営地下鉄 路線図

開館時間：9:30～17:00、入館は16:30まで
　 高校生以上300円・3歳～中学生100円 
市営バス1日乗車券又はＩＣカード利用によるバスでの来館で割引あり

国内外のパフォーマーが、野毛ならではのストリートパフォーマンス・大
道芸の妙技を披露します!!

臨春閣は、江戸時代初期に建てられた紀州徳川
家の別荘・巌出御殿の遺構とされ、内部には京
都・桂離宮と似通う洗練された意匠が各所に施
されています。長期にわたる大規模改修前の特
別公開です。

桜木町駅下車徒歩2分
野毛坂/野毛本通り/野毛柳通り/福富町西公園/日ノ出桟橋

第43回 野毛大道芸
4/21(土)～22(日)11:00~16:30(小雨決行)

色彩に囲まれて花散歩、展望デッキの大パ
ノラマ、たくさんの花々が咲き誇るガーデ
ン散歩をお楽しみください。

中山駅南口から136系統「よこはま動物園北門」下車 
里山ガーデン（よこはま動物園ズーラシア隣接）

無料
里山ガーデンフェスタ
5/6(日)まで 9:30～16:30

ぶらり野毛山動物園BUSの
車内ラッピングが変わります！

宝くじにグリーンラインが登場！

センター北駅前高架下に
「ビーコルセンター」ＯＰＥＮ！

ヘルプマークを知っていますか？

　春のダイヤ改正に合わせて、ぶらり野毛
山動物園BUS車内に人気のキリンやライ
オンなど、いろいろな動物シールをラッピ
ングしました。また、車内アナウンスでも野
毛山動物園の見どころをご案内します。※
　春休みはぶらり野毛山動物園BUSで、
動物たちに会いにお出かけしませんか？
※土休日の動物園開園時間帯のみのご案内とな
　ります。

　地域のバスケットボールチーム「横浜ビー・コ
ルセアーズ」の本部として、また情報発信拠点と
なる「ビーコルセンター」が平成30年２月に
OPENしました！
　ビーコルグッズが買えるチームオフィシャル
ショップのほか、ダンス・ヨガやスクール利用も可能なスタジオも完備して
います。また併設のアメリカンダイニングレストラン「バーズグリル＆バー」
では大きなフラットスクリーンでスポーツを楽しめ、アメリカンクラフト
ビールによく合うダイナミックなメニューを堪能できます。今後は年間を
通じて各種イベントも開催される予定ですのでぜひお越しください。

【アクセス】　センター北駅出口１より徒歩１分（グリーンライン高架下）
【お問合せ先】 　０４５-４７９-１４７２（ビーコルセンター）
　　　　　　　 045-515-2940（バーズ グリル＆バー）

　ヘルプマークとは、援助が必要な方のためのマー
クです。外見からは分からなくても援助が必要な方
がいます。このマークを見かけたら、電車内で席を
ゆずる、困っているようであれば声をかける等、思
いやりのある行動をお願いします。
　このマークは、各区役所（高齢・障害支援課の窓
口）で配布しています。
※数に限りがありますので予めご了承ください。

【お問合せ】横浜市コールセンター 　 045-664-2525

　朝食からおやつまで、幅広く愛されている「パン」。今回のぐるっとでは、市営地下鉄沿線から行ける、毎日でも食べたいおいしい
ベーカリーを紹介します。その中でもお店イチオシのパンを教えていただきました！

焼きたてのあつあつパンを、テラスで

召し上がっていただけます。

平日は商品ご購入のお客様にコーヒー無

料サービス（土日祝は9:00～10:00）も行っ

ているので、是非お越しください!

自家栽培の小麦を使

い、溶岩を使った石窯

で焼き上げています。

外側はパリッと中は

しっとりしたパンをお

試しください！

三溪園 創設者・原三溪生誕150周年企画
「新緑の古建築公開―重要文化財 臨春閣内部特別公開」
4/28(土)～5/6(日)

 　 （入園料）大人700円、小人200円
　 横浜駅東口/桜木町駅からぶらり三溪園BUS(土・休日限定運行)「三
溪園」下車すぐ、8・148系統「三溪園入口」下車徒歩5分

三溪園（☎045-621-0634）

みなとぶらりチケットで100円引き！

　グリーンライン開業１０周年を記
念したイラストが採用された宝くじ
が発売されます！横浜市内の宝くじ
売り場でお買い求めください。

【名称】　第2447回 関東・中部・東北自治宝くじ
【発売期間】　4月17日（火）まで
【抽せん日】　4月19日（木）　　 1枚100円
【当せん金】　１等１千万円ほか
【お問合せ】　横浜市財政局財源課 　 045-671-2240

期間中に磯子区内の参加施設を巡るスタンプラリーで記念品プレゼント！
５/５（土・祝）６（日）は市バスのペーパークラフト教室を開催
１０時・１３時から、各回先着２０名

横浜市電保存館「いそっぴゴールデンウィーク2018」
４/２１（土）～５/６（日）

HIGENO PANYA
北のぱん焼小屋

センター北駅

下飯田駅

北山田駅

関内駅あざみ野駅

中区本町1-5 西田ビル 1F
045-662-0181
11:00～19:00
土・日・祝日
関内駅から徒歩9分

ブラフ ベーカリー
日本大通り店

都筑区北山田1-8-15
エスポワール B1F
045-534-7762
9:00～18:00（売切次第終了）
月・火曜日
北山田駅から徒歩２分

ブーランジェリー
メリエス

青葉区新石川1-22-1-102
045-911-2987
7:00～18:00
月曜日・第1、第3日曜日 
あざみ野駅から徒歩7分

穂の香

泉区和泉町1011-1
045-392-3225
10:00～18:00
木曜日
下飯田駅から徒歩すぐ

小麦畑の石窯
ベーカリー＆食堂
ファール
ニエンテ

水谷さん▶

亀山さん▶

◀森さん

吉田さん▶

◀小笠原さん

地下鉄
沿線の おいしいベーカリー

大き
なお
肉が

ゴロッ
と入っ

てま
す！

紅玉リンゴを
キャラメルぜ
洋酒で風味付

生地
がモチ

モチの

濃厚
チーズ

パン!

サクサクした
ドイツ風ミルクフランス!

香り豊
かな発

酵バタ
ーで

作った
特製の

ミルク
クリー

ム!

▲チーズブレット[1本]
　（1200円）

▲カレーパン
　（194円）

ポンム▲
（260円）　

▲ミルヒ 
　（194円）

ミルクスティック▶ 
　（210円）　

乗車前のチャージはコンビニ・スーパーがおすすめ
市営バスはPASMO・Suicaで!

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。 ※Suicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

センター北駅

下飯
田駅

北山田駅

ブ
ル
ー
ラ
イ
ン

ブルー
ライン

グリーンライン

あざみ野駅

関内駅
横浜公園

ブルーライン

神奈川県庁●

102
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横浜市交通局詳しくは

野毛大道芸詳しくは

里山ガーデンフェスタ詳しくは
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