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観光に便利な地域限定
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29年1月31日（火）（当日消印有効）

　市営地下鉄では、外国人観光客や
地下鉄に不慣れな方に、目的地への
乗車案内や観光施設の案内などを行
うステーションアテンダントを、平
成27年12月から横浜駅で導入して
います。さらに、この10月からは、多
くの観光客にご利用いただいている
「新横浜駅・桜木町駅」にも導入。英語
による案内やタブレットを活用した
案内に加え、駅周辺地図や観光案内
冊子の配布も行っています。
　「鉄道やバスの乗換や駅周辺施設など、お気軽にお声掛けくださ
い。」と新たに配属されたスタッフ。
　お客様からは「駅での乗換に不安があったので、案内してくれる人
がいて助かった。」などのお声をいただいています。
　市営交通では、今後もお客様サービスの向上に努めてまいります。
（ご案内：全日10時～18時30分）

　第３回放送は12月24日（土）11:25～「天王町商店街」から生放送で
す。是非、遊びにきてください。

　お笑い芸人「こにわ」さんが市営交通を利用して、沿
線商店街を訪れ、交通局職員とともに、その商店街の魅
力をたっぷりとお伝えします!!
　１月の放送は「日吉商店街」をぶらり!!市内各ケーブルテレビで放送します
ので、是非、ご覧ください。放送日は交通局ホームページでご確認ください。

ＦＭヨコハマ 「横浜市営交通で行く！
藤田優一の商店街ぶらり街角リポート」

「100％横浜市営で行く!!
ぶらり商店街探訪」愛称「ハマぶら」

事前のチャージはコンビニがおすすめ
バス車内で１日乗車券（ＩＣ：大人600円、小児300円）を販売中！
乗車時に乗務員にお声掛けください。

横浜市交通局広報誌 ぐるっと12・1月号
発行日：平成28年12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

次回（2月1日発行）では劇団四季ミュージカル『オペラ座の怪人』×ぐるっとを特集

ぐるっと読者プレゼント

市営バスは
PASMO・Suicaで!

ステーションアテンダントを拡大します！
～お客様のお出かけを笑顔でサポート～

1
2
3

※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。

ラジオ

ケーブル
テレビ

◀もやしたっぷりの
　「サンマーメン」（750円）　

◀「上にぎり」（1,900円）

寿司 吉美寿司

中華 たちばな 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、今年で区制施行
30周年を迎える泉区の「中田中央商店会」。
ガチめんで銅賞を受賞した「ソーキそば」の龍球飯店
や、泉区じまんの品に選ばれた「いずみまんじゅう」の
寿々吉菓舗など、グルメも充実しています。
　「地域の方を大事に、商店会のお店同士仲良く運営して
います」と橘会長。商店街の皆さんで一緒にクルージング
に行かれたりと、日頃から親睦を深めているのだとか。
　冬休みのお休みを利用して、中田中央商店会に足を
運んでみてはいかがでしょうか？

中華 たちばな
ぐるっと12・1月号をご持参で、ご注文された方に
店内全品「50円引き」

特典

泉区中田南4丁目2-14
045-802-0747
11:00～14:00、
17:00～21:00
水曜日定休、元旦

泉区中田東3-16-33    045-803-6140
11:00～14:30、17:00～20:00
水曜日定休、12/31～1/4   

大晦日（12月31日）市営地下鉄
（ブルーライン・グリーンライン全線）では
終夜運転を行います。

１月２日、３日に開催される箱根駅
伝で有名な権太坂。「花の２区」を
走る各校のエースたちでも、
15kmを走った後のこの坂は壁の
ように見えるでしょうか？
そこからほど近いところにあるの
が「境木地蔵尊」です。
初詣の後に、駅伝を応援してみて
はいかがでしょうか？

保土ケ谷区

境木地蔵尊

天正年間（1573-1592）に創建。
大晦日には甘酒が振舞われ、年始も参拝客
で賑わう神社です。
御霊神社所蔵で横浜市指定有形文化財の石
造庚申塔も風情があります。

泉区

御霊神社

明治43年に、地名にちなみ改称さ
れた山田神社。竜や鳳凰などの精巧
な彫刻が施されている本殿は、市の有形文化財に指定されています。
12月頃には、参道の両側にサザンカの花が咲いています。

都筑区

山田神社
開運や商売繁盛のお守りの「熊
手」が売られ、多くの参拝客で賑
わう酉の市で有名な金刀比羅大
鷲神社。
横浜橋商店街のほど近くにあり、
年末の買い出しにも便利です。

南区

金刀比羅大鷲神社

市営交通で行く年末年始
おでかけスポット2016→2017

泉区中田北3-42-1
「中田駅」下車 徒歩15分

都筑区南山田町3795
「東山田駅」下車 徒歩10分

南区真金町1-3
「阪東橋駅」下車 徒歩5分

保土ケ谷区境木本町２
東戸塚駅から210系統
「境木地蔵尊」下車すぐ

年末年始はイベントが盛り沢山。初詣、除夜の鐘、そして初日の出・・・。
いつもと違ったスポットにご家族やご友人と一緒におでかけしてみてはいかがでしょうか？

境木地蔵尊境木地蔵尊

至境木

中学校
前▶

◀至東
戸塚駅

前

交通局からのお知らせ 交通局からのお知らせ 
 横浜市交通局広報誌

2016年
 12・1月号

特　集

おススメ絶品スイーツ 2nd
～交通局職員のおススメ絶品スイーツのお店をご紹介します！～

年末年始おでかけスポット 2016→2017
～イベント盛り沢山の年末年始に、市営交通でいつもと違ったスポットへ～

市営交通でちょこっと寄り道 第10回

中田中央商店会
問合せ 中田中央商店会 ☎045-803-6140
アクセス「中田駅」下車すぐ

中田中央商店会
会長 橘 秀夫さん

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？



EVENT 2016News 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

みなとぶらりチケットで100円引き！

横浜国際プール（都筑区）
「北山田駅」下車徒歩５分

　試合会場特別ブースで抽選会に参加がで
きる「大感謝観戦チケット」を12月18日（日）
から地下鉄12駅で発売します。
　市営地下鉄に乗って、応援に行こう！

平成29年1月28日（土）・29日（日）
VS 滋賀レイクスターズ
平成29年2月4日（土）・5日（日）　
VS 千葉ジェッツ

横浜ビー・コルセアーズ

ロールケーキはコスパが良く、マカロン
は種類が豊富です。磯子の逸品「プリン」
も美味しいですよ。

昨年に引き続き、交通局職員がおススメするスイーツのお店をご紹介します！
ご家族やご友人とともに。自分へのご褒美に。絶品スイーツはいかがでしょうか？

磯子区西町8-15ミヤケビル1F
045-751-9020
10:00～19:00　　　   火曜日
２１、５８、７８、９９、１３３、１３５系統「プール
センター前」下車すぐ

磯子の逸品にも認定された
「プリン」（250円）

7種類のフルーツが入ったデザート菓子
「ラ・ネージュ」（395円）

横濱地図博覧会実行委員会（石黒徹さん、綱河功さん、多根雄一さん、作家の山崎
洋子さん、横浜シティガイド協会の嶋田昌子さん 他）の皆さんによる解説トーク
ショーを開催します。2/12（日）までパネル展「地図で謎解き横浜ミステリー」も開催。

横浜市電保存館（☎045-754-8505）

　  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3分

市電保存館は改修工事を終えて、1/28（土）12時リニューアルオープン！
1/28（土）14：00～15：30 トークショー「地図で謎解き横浜ミステリー」

開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）

※入館料はホームページでご確認ください

※各情報の詳細は交通局ホームページでご確認ください。※各特典は１月末日まで。なくなり次第終了します。

ドイツ料理やドイツ雑貨をお楽しみいただけます。

「センター北駅」下車徒歩１分

都筑区地域振興課 （☎045-948-2234）
入場無料（飲食代は別途かかります。）

センター北駅前芝生広場

ドイツクリスマスマーケット in 都筑 2016
12/2（金）12:00～20:00、 3（土）10:00～20:00
4（日）10:00～19:00

交通局職員おススメ

※掲載の表示価格は、税込価格です。

甘さ控えめで優しい味なのでおなかいっ
ぱいでも食べられちゃいます！
ロールケーキは、季節によっていろいろと
内容が変わりますのでおすすめです。

中区本牧間門 2-10
045-623-2917
10:00～19:00
月曜日（祝日の時は
翌平日休み）
58・99・101系統
「三の谷」下車すぐ

事務 川瀬

事務 津久井
サクサクのパイ生地の上に砂糖でキャラメリ
ゼされたシュー生地が合わさり、甘さのちょう
ど良いカスタードクリームがたっぷり入った味
と食感の両方を楽しめるシュークリームです。

街なか ちょい土産にも選ばれた
「絹れあちーず」（216円）

都筑区中川中央1-31-1-2 モザイクモール港北 B1
045-914-1080　　  10:00～20:00
無休　　　　　　　  「センター北駅」徒歩3分

地下鉄保守担当 山田

落ち着いた店構えで、おいしい洋菓子を提供
しています。ずっと変わらない味なので、地域
の人に愛されているのだと思います。

泉区和泉町3701
045-801-1934
10:00～20:00
第３水曜日・元日
「立場駅」徒歩8分 地下鉄保守担当 軍司

濃厚なクリームチー
ズとクッキー生地の相
性抜群！食感のアクセ
ントのザラメもgood！

神奈川区神大寺1-2-7
045-413-3288
10:30～19:00
水曜日・祝日
35・50系統「松本中学校前」
下車 徒歩1分

ザクザク食感の土台と濃厚なチーズケーキ
「ガーデン山スティック」（194円）

地下鉄保守担当 鈴木

ふんわりしていて、そんなに甘
くもないので、誰でもおいしく
食べられます！（村田）
お店の方おすすめの「フロマー
ジュ・クリュ」も最高においしい
です。（及川）

都筑区北山田2-1-11 ベニシア １Ｆ
045-592-9093
10:00～19:00
水曜日　　　「北山田駅」徒歩1分

スポンジは毎朝石窯で
焼き上げているこだわりのロール
「安食ロール」（1,450円）

パイ生地、シュー生地、カスタード
クリームの３つの食感が
楽しいパイシュー

「窯出しパイカスター」（249円）

バス乗務員 村田（左）
駅職員　　 及川（右）

ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の
方に、「焼き菓子」を１点プレゼント特典

ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の方に、

「絹れあちーず」を１点プレゼント特典ぐるっと12・1月号をご持参で商品ご購入の方に、
「パウンドケーキ（カット）」を１点プレゼント特典

　踊場駅は、地元に古くから伝わる
「猫の踊場伝説」にちなんで駅名がつ
き、駅のそこかしこに猫の装飾が施
されているのをご存知ですか。そん
な猫とゆかりのある踊場駅では、２
月22日の猫の日（ニャンニャンニャ
ン）を記念して猫の写真展を開催します。
皆さんの自慢の１枚をぜひご応募ください。

　これから年末にかけて横浜市内でクリスマスイベントやイルミ
ネーションが目白押し！毎年ご好評いただいているイルミネー
ションバスを今年も運行いたします。
　地域の皆さまにもご協力いただき、日ごろご利用いただいている
お客様への感謝の気持ちを込めて、各営業所で工夫を凝らしたイル
ミネーション装飾を施します。
　観光スポット周遊バス「あかいくつ」は、レトロな内装にクリスマ
スデコレーションが鮮やかです。ほかにも、近隣の学校とコラボす
るなど、地域に密着した営業所ならではのイルミネーションが楽し
めます。イルミネーションバスに乗って冬の横浜に出かけてみては
いかがですか。

　センター試験に挑まれる受験生を応援する
ため、昨年ご好評いただいた「絵馬型の地下鉄
1日乗車券」を発売します。これは、市営地下鉄
の「センター」北駅と「センター」南駅の駅名に
ちなみ、「センター」を制覇しようという乗車
券です。２つの駅にそれぞれ設置された「合」と「格」のスタンプを押す
ことで、晴れて【合格】の絵馬が完成（センター制覇）します。絵馬を完成
させて、大学受験合格を祈願しよう！

【写真展日程】 平成29年2月4日（土）～26日（日）
【応募要領】
・猫の写真をＡ４のフォト用紙に印刷して踊場駅に郵送。
・応募はおひとり様１点のみ。　・写真の返却はいたしません。
【郵送先】
〒245-0014 横浜市泉区中田南1-2-1 踊場駅「猫の写真展」係
【応募締切】 平成28年12月31日（土）消印有効

【金額】 740円（大人券のみ）
【発売期間】 平成28年12月10日（土）～平成29年3月31日（金）
　　　　　（有効期間は平成29年3月31日（金）まで）
【発売】 11駅（センター北、センター南、あざみ野、新横浜、横浜、関内、上大　　
　　　　　　　岡、戸塚、湘南台、中山、日吉）

絵馬型の１日乗車券を発売！

毎年恒例！乗れたらラッキー!?

「センター」制覇で合格祈願！

イルミネーションバス

踊場駅
猫の写真大募集！

昨年度の装飾▲▶

▲昨年度デザイン

都筑 クリスマスマーケット詳しくは

市営交通カレンダー発売詳しくは

【金額】１部1,000円（税込）【形状】壁掛けＢ３（表紙含む13枚）
【発売】16駅※、お客様サービスセンター、横浜市電保存館ほか
※あざみ野・センター北・センター南・仲町台・新横浜・横浜・桜木町・
　 関内・蒔田・上大岡・上永谷・戸塚・湘南台・中山・北山田・日吉

横浜市営交通カレンダー2017発売中！！

横浜市歴史博物館開館22周年感謝デー
1/28 (土)、 29 (日)

開館22年を迎える博物館感謝デー。この２日間はどなたでも、全館無
料で博物館をご利用いただけます。楽しいイベントも盛りだくさん。　
　 （常設展示）一般400円、高校生・大学生200円、小・中学生100円
　 「センター北駅」下車徒歩5分

横浜市歴史博物館（☎045-912-7777）

もちつき大会&バザー
12/4(日) 11:00～13:30

おもちの無料配布（無くなり次第終了）、バザー、豚汁の販売等。
　 「下永谷駅」下車　徒歩10分

下永谷地域ケアプラザ（☎045-826-2640）

三溪園 盆栽展
1/8（日）～22（日）

松柏類、花梨、椿、雑木などを中心とした
盆栽約50鉢を展示します。　　 　（入園料）大人500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）

大感謝観戦チケット発売開始のお知らせ

12 1月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!


