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横浜市交通局オリジナルピンズ
（全６種セット）を５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

旭区上白根町1175-1（☎959-1000）
【開園時間】9:30～16:30(入園は16:00まで)
【休園日】毎週火曜日(祝日の場合は翌日休園)、12/29～1/1  ※5月、10月は無休。
【アクセス】中山駅南口から136系統「よこはま動物園」下車
【入園料】一般(18歳以上)800円/高校生・中人300円/中・小学生200円/小学生未満無料
「よこはま動物園・金沢動物園共通年間パスポート」販売中!
[販売価格・有効期間]18歳以上 2,000円/購入日から1年間

「アフリカのサバンナ」全面開園
一周年記念 アフリカンフェスタ 
in ズーラシア
●有料バックヤードツアー

【日程】4月の毎週土曜
【内容】人気動物であるライオン（2・
9日）とヒガシクロサイ（16・23日）
のバックヤードツアー! 飼育係の話
を聞きながら、動物を間近に観察
できます。 【費用】300円

【定員】各回20名程度

バードショー
■¥ 無料
ワシや大型インコが目
の前を飛び回ります。

ピグミーゴートとの
ふれあい
■¥ 無料
小型のヤギとふれあ
えます。

カフェ サバンナテラス
【営業時間】
10:00～16:00
（ラストオーダー:15:30）
ムアンバライス1,180円

サバンナのあそび場
動物以外にも、一日中
ズーラシアにいて飽き
ない遊び場がたくさん!

ラクダライド
■¥ 500円 ※制限あり
コブの感触、ラクダのぬ
くもりを感じてみよう!

　ズーラシアに隣接する「横浜動物の森公園植物公園予定地」では、大
都市でありながら緑が多く残っている横浜の特徴を生かした、森の様々
な楽しみ方が体験できます。また、山下公園などの港エリアも、季節の
花々で彩ります。 来年の春（開催期間：平成29年３月25日～６月４日）
は、ぜひ全国都市緑化よこはまフェアにお越しください!
【問合せ】 横浜市環境創造局全国都市緑化フェア推進課（☎ 671-3789）

　市営地下鉄グリーンラインでは、
ズーラシアの動物たちや足跡がデザ
インされた「どうぶつはまりん号」を運
行しています。
　「どうぶつはまりん号」は１編成しか
ないので、出会えたらラッキーかも!?

　「アフリカのサバンナ」エリアは、日本初
の4種混合展示が見どころ! 広い草原エリア
にチーター、キリン、シマウマ、エランドを
展示しています。 同じエリアに肉食動物と
草食動物が暮らすこのエリアの準備のため
に1年をかけ、少しずつ動物たちを慣らせて
いったそうです。 オススメの時間帯は、比較

的空いている午前中。 また、土日・祝日には市営バスがサバンナエリア近くの北門まで
直通運行しています。 正門から行くよりもスムーズに見られるのだとか。 ほかにもズーラ
シアには、数多くのエリアやイベントが盛りだくさん。 世界一周の動物旅行へ出かけてみ
てはいかがですか？

職員の方に聞いてみました!
　4種混合の展示の中で、動物同士
の関係性や性格が見られるのが特
徴です。 意外とシマウマが気性が荒
かったり、チーターが一番弱かった
りと、動物のいろいろな面が見えて
くるので楽しいですよ。

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、以下の宛先ま
でお送りください。▶〒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28年５月31日（火）（当日消印有効）

　バスをより安全にご利用いただくために、保育園、幼稚園、小学校、
高齢者団体等を対象に、「バスの乗り方教室」を開催しています。アイ
マスクや車いすでのバス乗降体験、運転席に座ってバスの死角体験、
内輪差など車のまわりに潜む危険性、横断歩道の渡り方など、バスだ
けでなく歩行者や自転車を含め交通ルールやマナーの啓発に努めて
います。

横浜市交通局広報誌 ぐるっと4月号
発行日：平成28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 ☎045-664-2525
※午前8時～午後9時（年中無休）

ぐるっと読者プレゼント

～お気づきですか、胸の黄色いリボン～
　交通局では、年に4回の交通安全運動期間中、
全ての職員が胸に黄色いリボンを掲げ、安全に
対する意識の高揚を図っています。普段から
行っている安全最優先の取組が機能している
か、間違いはないか等を総点検し、安全を確保す
る取組の、より一層の強化へとつなげています。
　春、夏、秋、年末年始に実施し、春は「新入学児
童・園児を交通事故から守ろう」をスローガンの
ひとつに掲げ、安全最優先に取り組みます。

安全最優先の取組 交通安全運動

▲松本 港南営業所長

▲1月14日に開催された、横浜市立芹が谷小学校の模様
▲シンボルキャラクター

「ガーデンベア」

▲事業推進係 西里さん

▲サバンナエリアには
　ミーアキャットや
　ライオン・クロサイも

市営バスの交通安全への取組

1
2
3

横浜で「アフリカのサバンナ」を体感　動物たちが草原を駆ける

2016年 春イベント情報

中山商店街イベント

来春に第33回全国都市緑化よこはまフェアを開催! グリーンライン
「どうぶつはまりん号」運行中!

長さ150mにわたる芝桜を、毎月ボ
ランティアの方々の手入れに支えら
れての「芝桜まつり」。期間中は休憩
所を設けて無料のお茶サービスも。

【開催日】 4月9日（土）・10日（日）

芝桜本部

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン恩田川

中山大橋

中山駅入口 青砥

中山駅

　多くの皆さんに、人命の尊さ、公共マ
ナー、福祉、環境保全の重要性について、
理解と興味を抱いていただけるよう、粘
り強く活動しています。

2016年
 4月号

 横浜市交通局広報誌

特　集

地下鉄・バスでピクニックに出かけよう
～ ピクニックにピッタリ。 この春おすすめの公園を大特集!!～

よこはま動物園ズーラシア
～ 「アフリカのサバンナ」全面開園。 ズーラシアの魅力を再発見!!～

交通局からのお知らせ 

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？

市営交通でちょこっと寄り道 第6回

よこはま動物園ズーラシア
中 山 駅 から市 営 バ スに 乗って 行く交通局からのお知らせ 

中山商店街
問合せ 中山商店街協同組合 ☎045-931-1657
アクセス 中山駅下車すぐ　   　1・23・39系統など「中山駅前」下車

　中山駅を降りてすぐ見えるのが「中山商店
街」。 現在、商店街には協賛・協力店舗を含め
て192店舗あり、その中でも飲食店が113店
舗も。そのため、夜も居酒屋などを中心に賑や
かなんだとか。
　昔からの伝統と若い人たちの力で、活性化
しているそうで、「商店街の店舗数が増え続け
ているのは中山商店街ぐらいじゃないかな」
と加藤理事長。
　年間を通してイベントも多い中山商店街。
その中でも今年で35回目の「中山まつり」は、

1回目の開催から雨が降ったことがないそう
です。
　「6月に行われる「紫陽花まつり」では、緑区
役所から寺山保育園まで約500mのプロム
ナードに、紫陽花を植えて紫陽花ロードが作
られます」。と深澤理事。
　市などの行政とも協力し、新しいことに挑
戦し続けている中山商店街に、是非お立ち寄
り下さい。

中山商店街協同組合
理事長 加藤 龍昭さん

中山商店街協同組合
理事 深澤 和夫さん

4月9日（土）10日（日）
4月29日（祝・金）
6月
6月中旬
7月

11月

　　　　　  　  ●芝桜まつり
　　　　 ●四季の森公園まつり
●紫陽花まつり
　　●ほたるまつり
●盆踊り
●ちょい飲みフェスティバル（予定）
●中山まつり 

芝桜まつり



　横浜Ｆ・マリノスとのタイアップにより、４月に開催されるホームゲームの前
売り観戦チケットを地下鉄11駅で販売しています。ゴールデンウィークは、地
下鉄・市バスに乗って、みんなでお得に横浜F・マリノスを応援に行こう!

明治安田生命Ｊ1リーグ 1stステージ
❶４/24（日）14：00 KICK OFF/第8節 サンフレッチェ広島戦
❷４/30（土）19：00 KICK OFF/第9節 湘南ベルマーレ戦
日産スタジアム（市営地下鉄ブルーライン新横浜駅出口8番から徒歩12分）
横浜市営地下鉄11駅の駅事務室（あざみ野、センター北、センター南、
新横浜、横浜、関内、上大岡、戸塚、湘南台、日吉、中山）
各試合の前日まで販売中。 売り切れ次第終了です。
ホーム自由席　大人 2,300円（通常前売券価格：2,500円）（税込）
　　　　　　　小中学生 800円（通常前売券価格：1,000円）（税込）

EVENT 2016News オトクな情報を先どり!!

横浜Ｆ・マリノスをお得に観戦できる
「ウェルカムチケット」を駅で販売中！

対象試合

販売場所

販売期間
販売価格

試合会場

【マークの見方】　　日時・日程　　開催場所　　費用　　問合せ先　　　市営バス

大黒海づり施設
【アクセス】鶴見駅東口から17系統/横浜駅東
口から109系統「大黒海づり公園」下車すぐ
　大黒海づり施設　
鶴見区大黒ふ頭20番地先（☎506-3539）
【利用時間】4～10月6:00～19:00、11
～2月7:00～17:00、3月6:00～18:00
【定休日】施設点検日（要問合せ）、年末年始
※荒天時は臨時閉園の場合あり

大黒ふ頭は、魚の宝庫! 
年間を通じて多彩な魚種
に出会えます。

手ぶらでバーベキュー（要予約）と海釣りが思いっき
り楽しめる! 目の前の海には豪華客船や大型貨物
船が往来、シップウォッチングも楽しめます。

県立三ツ池公園
鶴見区三ツ池公園1-1

（☎581-0287/受付時間8:30～17:00）
【利用時間】終日開放
【休館日】年末年始
※荒天時は臨時閉園の場合あり

【アクセス】鶴見駅西口､みずほ銀行前「鶴見
駅入口」から104系統「三ツ池公園北門」
下車徒歩3分

78品種およそ1600本の桜が楽しめ、日本の「さくら名所100選」に選ばれて
います。 また、野球場・テニスコート・プールなどの運動施設や、パークセン
ター・コリア庭園なども備えた総合公園です。

根岸森林公園
中区根岸台1-2（☎671-3648）

【売店営業時間】9:00～17:00
【アクセス】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
　馬の博物館　（☎662-7581）
【開館時間】10:00～16:30（入館は16：00まで）
【入館料】大人100円、小中高校生30円（通常）
【休館日】月曜（祝日除く）、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。

県立保土ケ谷公園
保土ケ谷区花見台4-2（☎333-5515/
受付時間8:30～17:00）

【休館日】年末年始
【アクセス】横浜駅西口から25系統「保土ケ
谷野球場前」下車すぐ
※スポーツ施設の利用は、要予約

県内初の運動公園。 保土ケ谷球場など競
技施設が有名ですが、梅園やサクラやイ
チョウの並木も美しく、「かながわの花の名
所100選」にも選ばれています。 また、ギャ
ラリーなどカルチャーも楽しめます。

舞岡公園
【アクセス】
舞岡駅から徒歩25分
　小谷戸の里　
戸塚区舞岡町1764（☎824-0107）

【開館時間】9:00～17:00
【休館日】第1・3月曜（祝日除く）、年末年始

舞岡ふるさとの森
【アクセス】舞岡駅すぐ

都筑中央公園
都筑区荏田東4-11（☎311-2016/
環境創造局北部公園緑地事務所）

【利用時間】終日開放
【休園日】なし
【アクセス】センター南駅から徒歩５分

駅から徒歩5分とは思えないほど、自然豊かで広大な公園。 雑木林や竹林、田
畑、湧水や炭釜など里山の景観や、自然を楽しめます。 境田貝塚もあり、ス
テージ広場では各種イベントが活発に行われています。

舞岡川の源流域に広がる、自然のままの森。
ここには谷戸風景が残されています。

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。
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◆券売機なら待たずに買える！
　４月は窓口が大変混み合います。通勤定期券は、バス・地下鉄とも地
下鉄駅の券売機で購入できますのでご利用ください。

◆地下鉄駅券売機でバス全線定期券が購入可能
　地下鉄駅券売機（全40駅）で、始発から23時まで毎日、お手持ちの
PASMO・Suicaで、バス全線定期券とバス・地下鉄連絡定期券をお
買い求めいただけます。ぜひご利用ください。

　市営バスと地下鉄を乗り継いでご利用になる場合、連絡定期券だ
と、別々に購入するより10％お得になります。
◆「バス全線定期券」＋「地下鉄定期券」→10％オフ

４月は定期券購入シーズン。便利でお得な情報です。

横浜市営交通95周年

市営バス・地下鉄の
連絡定期券だと10％オフに！

交通局のホームページがさらに便利に！
経路・時刻表検索がパワーアップ！

市営交通オリジナルピンズ発売!

詳しくは交通局HPをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/

　この春、交通局のホームページの経路・時刻表検索が大きく変わり
ました。地図や周辺情報をふんだんに取り込み、より市営交通が使い
やすくなります！

◆市営バス・地下鉄であちこち出かけよう！
　出発地・目的地の名称から、最寄りのバス停・駅を検索できます。
◆徒歩ルート地図ですいすい移動！
　バス停から目的地の間や、バス・地下鉄の乗り換えも安心。地図に
ルートを表示します。
◆使おう！みなとぶらりチケット＆ハマエコカード
　お出かけルートのプランニング機能が付いて、ますますお得に使
えます。

4月中旬から販売開始（予定）　各400円（税込）　全6種類

横浜市交通局詳しくは

横浜　バス地下鉄　連絡定期詳しくは

山下公園の22の花壇の花々が彩り豊かに咲き誇ります。
4/15(金)～17(日)は横浜公園に69品種16万本のチューリップが！
【アクセス】横浜駅から　　26系統「山下公園前」下車

磯子区のいろんな施設を巡ってスタンプを集めると景品をプレゼント。
５/３（祝）・５/４（祝）は市バスのペーパークラフト教室も。

街中の至る所で大道芸が披露される年に１度の大道芸の祭典です。
【アクセス】「桜木町駅」「関内駅」下車

ヨコハマ大道芸2016
4/16(土)～4/17(日)
みなとみらい21、イセザキ・モール1・2St.、石川商店街ほか

野毛坂/野毛本通り/野毛柳通り/野毛桜通り/野毛中央通りほか

第38回 よこはま花と緑のスプリングフェア2016
4/15(金)～5/5(木・祝)

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!!
【アクセス】「桜木町駅」下車徒歩2分

第41回 野毛大道芸
4/23(土)～4/24(日) 11：00～16：30（小雨決行）

横浜市電保存館（☎045-754-8505）
 　高校生～64歳100円、小・中学生50円 ※土曜日は高校生以下無料
【アクセス】根岸駅から　　21・78・133系統「市電保存館前」/吉野町
駅から　　113・156系統「滝頭」下車徒歩2分

　 （毎週月曜日、年末年始休館）
地震の体験などを通じて、楽しみながら、わ
かりやすく防災・減災について学べます　
　 横浜市民防災センター（☎045-411-0119）
　 （入館料）無料
【アクセス】横浜駅下車徒歩10分

横浜市民防災センター リニューアルオープン
４/１(金)開館時間：9:30～17:00

山下公園

横浜市電保存館  いそっぴゴールデンウィーク2016 スタンプラリー
４/２３(土）～５/８（日） 開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）

企画展「君も今日から考古学者!」
4/2日(土) ～6/5(日) 

本物の土器や石器をご覧いただきながら、そこからわかる大昔の人の
くらしをご紹介します。
　 一般300円、高校生・大学生200円、小・中学生100円
【アクセス】「センター北駅」下車徒歩5分

横浜市歴史博物館（☎045-912-7777）

企画展「馬鑑 山口晃展」
開催中～5/29（日）

　 一般200円、小・中・高生30円
【アクセス】桜木町駅から　　21系統「滝の上」下車すぐ

馬の博物館（☎045-662-7581）

※券売機では、新規通学定期券等、一部購入できない定期券があります。

※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。

地下鉄定期券

バス全線定期券
＋バス定期券 地下鉄定期券

バス・地下鉄連絡定期券

10％オフ

うまかがみ

4 5月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!

ピクニックにピッタリ。 この春おすすめの公園を大特集! !
地 下 鉄・バ スでピクニックに 出 か けよう
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