
本牧・三溪園エリアマップ

横浜市電保存館オリジナルグッズ 市電チョ
ロＱを５名様に、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

本牧ふ頭に建つ白いタワー。
地上３６．５ｍの展望ラウンジからは横浜港が
一望できる。

広大な日本庭園。三重塔など、園内に点在する
歴史的建造物のうち10棟は重要文化財。横浜で
は有数の日本文化が体感できるスポット。

尾根伝いに続く丘、散歩道や、 キャンプ
やバーベキューが楽しめる公園。トレー
ナーがいるドッグランも毎週末等に開催

孔子や聖徳太子など８人の聖人像が安置
され、幕末から明治にかけての本牧・根
岸の写真や農具、漁具も展示。

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7月31日（日）（当日消印有効）

お客様がお持ちの乗車券区間内で、列車の運転に支障が発生した際
に、その鉄道会社の指定された経路※により、う回してご利用いただ
ける仕組みです。
※ご利用いただける経路はその都度異なります。

※振替輸送を利用する際は、駅係員・バス乗務員に乗車券と振替乗車
票をご呈示ください。（㊟Suica/PASMO定期券で機器にタッチ
すると、SF（チャージ残額）から運賃が引かれます。）

※ご自宅やお勤め先から振替輸送先の駅へ直接向かう場合など、振
替乗車票がなくても、振替輸送をご利用になる鉄道会社の改札口
係員、バス会社の乗務員にお持ちの乗車券をご呈示いただくこと
で、振替輸送をご利用いただける場合があります。

※会場期間等は変更の可能性がございます。詳細については、各施設にお問合せください。

事前のチャージはコンビニがおすすめ

横浜市交通局広報誌 ぐるっと6・7月号
発行日：平成28年6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）

次回の8・9月号（8月1日発行）では「みなとみらいエリア」をご紹介

ぐるっと読者プレゼント

振替輸送とは

振替輸送には、乗車券が必要です。

市営バスは
PASMO・Suicaで!

運転に支障が発生
している路線の駅
で振替乗車票をお
受け取りください。

Suica/PASMO定期券、磁気定期券の
定期区間内・きっぷ・回数券

回数券

IC乗車券のチャージ残額で
ご利用の場合 ・ 乗車券の区間以外をご利用の場合

▲焼きだんご70円
　あんだんご80円

振替輸送時の地下鉄・バスの
ご利用方法をお知らせします。

1
2
3

入場料100円割引【6/1(水)～7/15(金)まで】
ぐるっと6・7月号をご持参の方および同行の方
は、三溪園の入園料が、100円割引となります。
※他の割引との併用はできません。

ぐるっと×三溪園 特別企画

振替乗車票

南区浦舟町1-3 
（☎045-231-0875）
【営業】10:00～18:00
　　　（日・祝日定休）

三ツ星お米マイスター

安室米店

南区万世町2-38
（☎045-231-8194）
【営業】10:00～21:00（不定休）

南区万世町2-37 
（☎045-231-7633）
【営業】13:00と18:00の2回公演
　　　（不定休）
【料金】指定席2,500円・自由2,200円

昔ながらの和菓子屋さん

満寿田屋和菓子店

交通局　振替輸送詳しくは

※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。

対象となる乗車券

対象とならない場合

こだわりのハンバーガー
でテラス席にはドッグ
カフェエリアも。一番
人気は、ベーコンチーズ
バーガー180g（ポテト大盛無料）

定番の味から横浜シュウマイ味など
28種のオリジナルフレーバー
を取り揃える、メイドイン
ヨコハマのポップコーン。

横浜市中区本牧ふ頭１-１６
（☎０４５-６２２-９６００）
【開場時間】 ～７月２０日 ９：３０～１７：３０
　 ７月２１日～８月３１日 ９：３０～２０：００
【休業日】年末年始、施設点検日
【アクセス】横浜駅東口・桜木町駅から26系
統で「横浜港シンボルタワー」下車すぐ

横浜市中区本牧元町７６－１
（☎045-622-2624）
【開館時間】9:30～16:00
【休館日】第3水曜日
（祝日の場合翌日）、年末年始他
【アクセス】横浜駅東口・桜木町駅から８・
１０５系統で「本牧車庫前」下車徒歩５分

横浜市中区本牧原12-1ベイタウン本牧５番街2F
（☎045-228-9846）
【営業】11:30～21:00（L.O.20:00）
【アクセス】横浜駅東口・桜木町駅から８・５８・１０５
系統で「和田山口」下車徒歩１分

横浜市中区和田山1-5
（☎045-622-2766）
【アクセス】横浜駅東口・桜木町駅から
８・５８・１０５系統で「和田山口」下車
徒歩３分

E

横浜市中区本牧三之谷58-1
（☎０４５-621-0634）
【開園時間】9:00～17:00（入園は16:30まで）
【入園料】大人（中学生以上）５００円、こども
（小学生）２００円
【アクセス】横浜駅東口・桜木町駅から８・１４８
系統で「本牧三渓園前」下車徒歩５分

横浜市中区本牧間門２０-４
（☎045-323-9371）
【営業】１１：００～１９：００（不定休）
【アクセス】桜木町駅から５８・99
系統で「二の谷」下車徒歩１分
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開港からの歴史を紹介・展示する施設や、歴史的建造物、港を眺望できる施設
など、楽しみながら文化にふれることができる本牧・三溪園エリア。市営バス
に乗って、いつもと違った横浜を体験してみてはいかがでしょうか。
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特　集

横浜市電保存館に出かけよう
～ 昔、走っていた本物の市電など懐かしい横濱を体験～

路線バスの旅「本牧・三溪園エリアを訪ねて」
～横浜開港の歴史や文化・緑にふれることができる街～

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7回

本牧・三溪園エリアを訪ねて
路 線 バ ス の 旅交通局からのお知らせ 

三吉橋通り商店街
問合せ 安室米店 ☎045-231-0875
アクセス 阪東橋駅より徒歩5分　   　79・158系統「三吉橋」下車すぐ 三吉橋通り商店街

会長 安室 利明さん

三吉演芸場

　全長約30メートルほどで、「日本一かわいい商店街」の
キャッチフレーズで地元の皆さんに親しまれている「三吉
橋通り商店街」。演芸のイラストがあしらわれている街灯
が目印です。
　「商店街の規模は小さいながらも、演芸場や和菓子屋さ
ん、研ぎ屋さんなど、他にはあまり見られないお店がある
のも三吉橋商店街の特徴です。」と安室会長。年に2回、7月
と12月に大売り出しも行われているとのことです。
　この2月に、南区総合庁舎も近くに移転してきた三吉橋
通り商店街に、是非お立ち寄り下さい。

　横浜で唯一、大衆演劇が見られ
る三吉演芸場。1日2回公演で、月
替りで行われている公演には、遠
方から観に来る方や、毎日観に来
る方もいるとのことです。

三吉橋バス停

和田山口バス停

二の谷バス停

本牧三渓園前バス停

2016年 6・7
月号

D

本牧車庫前バス停

と



缶バッジプレゼント
「ぐるっと6・7月号」をご持参いただく
と、先着200名様に缶バッジプレゼント

ぐるっと×横浜市電保存館
特別企画
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▲マリノス神社
　勝利を願ってから、
　応援に行こう！

(c)やなせたかし/
フレーベル館・TMS・NTV

横浜市電保存館 館長
 いしい ひであき

石井英明

横浜市
歴史博物館

都筑中央公園

センター北駅西側

北部病院
入口

大塚

センター北駅

センター南駅

13ひげのぱん屋

6月11日（土）の横浜city special（川崎フロンターレ戦）当日、試合開始
3時間前から、新横浜駅ほか3駅の職員がレプリカユニフォームを着用!

EVENT 2016News オトクな情報を先どり!!

日産スタジアム

最寄りの新横浜駅を駅長が紹介

特別企画

　快速だと、横浜駅～新横浜駅が乗り換えなしで８分で
す！また、新横浜駅の乗降促進音には、横浜Ｆ・マリノス
のオフィシャルテーマソングを放送しています。日産ス
タジアムは2019年に日本で初めて開催されるラグビー
ワールドカップの決勝の地ともなります。駅周辺には新
横浜ラーメン博物館や新横浜公園（ドッグランやテニス
コート）もあり、鶴見川流域には多くの自然も残されて
います。是非休日にはご家族で足をお運びください。

駅長コメント

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

横浜市磯子区滝頭3-1-53
（☎045-754-8505）
【開館時間】
9:30～17:00（入館は16:30まで）
【休館日】
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
※夏休み期間中は月曜日も開館
【入館料】
大人・高校生：100円、小・中学生：50
円、65歳以上･就学前児童：無料
土曜日：高校生以下無料
【駐車場】16台（無料)
※ 7月中旬頃まで駐車場一時閉鎖中
【アクセス】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3分

市電保存館には何台の本物の
市電が展示されているでしょう？
⇒答えは実際に市電保存館に行って確認してみよう！

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄 センター北・センター南駅間に

横浜アンパンマン
こどもミュージアム＆モール
シャトルバス運行中

“ひげぱんのぱん焼き小屋”が
６月下旬にプレオープン予定！

快速運転開始から1周年

地下鉄の駅ナカ店舗や高架下店舗については
横浜市交通局資産活用ポータルサイトをご覧ください。
http://yokohamakotsu-shisan.jp/

※営業時間や定休日については今後変更する場合がございます。
※最新の情報や詳しいご案内は上記ホームページ等でお知らせいたします。

　港北区新吉田で人気の「ひげのぱん屋」
が地下鉄センター南北駅間の高架下“みな
きたウォーク”沿いに新店舗を出店しま
す。焼きたての美味しさにこだわり続ける
手作りパン屋さんです。
　店外ではサンドイッチやコーヒーをそ
の場でお召しあがりいただけるオープン
テラスカフェも営業いたします。ぜひ一度
足をお運びください。

横浜アンパンマン
こどもミュージアム＆モール
横浜市西区みなとみらい4-3-1
☎045-227-8855
【営業時間】
ミュージアム　　　　10：00 ～ 18：00（最終入館17：00まで）
ショッピングモール 　10：00 ～19：00
【定休日】　元日(他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり)
【ミュージアム入館料】　1,500円(税込)（1歳以上）
※小学生以下のお子様には記念品付き。

ひげのぱん屋　都筑区中川中央2-1-1
【アクセス】
センター北駅徒歩３分、センター南駅徒歩８分
【営業時間】 平日9：00から17：00まで
【定休日】 土日祝日
（ただしカフェコーナーは営業いたします。）
【席数】 約20席　【URL】 http://higenopanya.co.jp

　横浜市交通局では、横浜駅東口と横浜アンパンマ
ンこどもミュージアム＆モールを直通で結ぶ無料
シャトルバスを運行中！
　日曜・祝日・お盆など混雑が予想される日に運行し
ています。時刻表は横浜アンパンマンこどもミュー
ジアム＆モールのホームページをご参照ください。

　昨夏から開始したブルーラインの快速運転が7月18日に１周年
を迎えます！横浜～新横浜をノンストップ８分で結び、新幹線への
アクセスが一層向上。戸塚～関内は乗り換えなし17分、お買い物や
お出かけがより便利に。
　平日10時～16時、土休日は９時半～16時に運転中。（１時間当たり２本）

初夏の風物詩となった『横浜開港祭』※イベント時間・詳細については
HPをご覧ください。　http://www.kaikosai.com

【アクセス】「桜木町駅」下車徒歩20分

クイーンズスクエア横浜クイーンズ
サークル

第35回 横浜開港祭2016
6/1(水)、2日(木)

横浜の緑や海、生きもの、水の循環などの楽しいワークショップ等。
環境行動を始めるきっかけづくりに！
【アクセス】「桜木町駅」下車徒歩8分

ヨコハマ環境行動フェスタ2016
6/25（土）11：00～16：00

山下公園及びその周辺、公園前海上

パレードに酔い、グルメを味わい、花火に感動！山下公園周辺で家族そ
ろって楽しい２日間を。
【アクセス】「横浜駅東口／桜木町駅から」　　 26系統「山下公園前」下車すぐ

横浜スパークリングトワイライト2016
7/16（土）、17（日） 11:30～20:30

臨港パーク及びみなとみらい21地区ほか

横浜国立大学 常盤台キャンパス

企画展「楽しい浮世絵ヒストリー」
6/18(土) ～7/10(日)

横浜に残された貴重なコレクションである丹波コレクションならびに
浮世絵自体の魅力に迫ります。
　 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）

横浜市環境創造局政策課（☎045-671-2484）

横浜スパークリングトワイ
ライト実行委員会運営事務局（☎045-681-2353）

横浜国立大学 大学祭「16清陵祭」
6/4(土) 13:00～21:00、5(日) 9:00～15:00

今年のテーマは「Voyage」。約100の学内外の団体が清陵祭を盛り上
げます。
【アクセス】「三ツ沢上町駅」下車徒歩16分、横浜駅西口から　　201・
202・329系統「横浜新道」下車徒歩３分、「岡沢町」下車徒歩５分

ガチでうまい横浜の商店街あげものNO.1決定戦「ガチあげ!」
６/１（水）～7/31（日）

「ガチ！」シリーズの第６弾は「あげもの」をテーマに開催。決勝イベン
トやスタンプラリーなど楽しい企画がいっぱい！※詳しくはHP又は
区役所等で配布中のエントリーブックをご覧ください。
http://www.gachiage.com/

横浜開港祭実行委員会（☎045-212-5511）

横浜国立大学大学祭実行委員会（☎045-331-9096）

　当時、市電に乗った
ことがある方にも、
乗ったことの無い方に
も、横浜と市電の歴史
と繋がりを、少しでも
知っていただければと
思っています。

　現在、市電保存館の駐車場の一部に多目的ホール（仮称）
の新築工事を進めています。主に小学校の社会科見学の団
体利用や、幼児が遊べるスペースとして活用予定。　現在工
事中のため、7月中旬頃まで駐車場を閉鎖中ですのでご来館
の際はご注意ください。

福島県いわき市常磐藤原町蕨平50
0570-550-550 （現地予約センター）

　明治・大正・昭和の時代を約70年間、
走り続けてきた路面電車「横浜市電」。
　その姿を保存するため、昭和48年
（1973年）8月に、滝頭車両工場跡地に
開館したのが「横浜市電保存館」です。
　展示の市電車両は、当時の「時間」と

「空気」を感じていただけるよう再現しており、停留場の敷石は当時
のものを使用しています。当時の市電をご存知の方は、”在りし日の
風景”を思い出しながら、初めて目にする方は、”港町横浜”に市電が
走る風景を想像しながら、館内をお楽しみください。

市電保存館とは

▲ 鉄道ジオラマコーナーでは運転ショーや自分で運転することもできます。
　 （運転1回100円）

QUIZ

▲入口には横浜開港から市電廃止までを綴った
　年表が

▲当時使っていた道具も展示してあります

▲吉村氏・木村氏寄贈の車両コレクションを展示

▲市電＆地下鉄ブルーライン鉄道模型
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市電保存館前
バス停

咲いたばかりの蓮の花を、 早朝の清々しい空気の中で観賞できます。
　 （入園料）大人500円、小人200円
 　三溪園（☎045-621-0634）　【アクセス】横浜駅東口／桜木町駅か
ら　　 8・148系統「本牧三渓園前」下車徒歩5分

三溪園 早朝観蓮会
7/16(土)～18(月・祝)、23(土)・24(日)、30(土)・31(日)、
8/6(土)・7(日)（午前6時開園）

？

市電保存館 多目的ホール（仮称）

6 7月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!

横浜市電保存館昔 走っていた
懐 かしの 市 電 に 乗 れ る


