
みなとガーデン concept
『歴史と未来の横浜』

日本大通りフラワーフェスタ
　開港とともに築かれた歴史的建造物
を背景に、歩道を彩る色鮮やかな花々を
全長400mにわたって楽しめます。

未来のバラ園
　山下公園では、バラと草花が普
段より一層華やかな色彩で楽しま
せてくれます。夜のライトアップに
よる幻想的な演出も必見です。

里山ガーデン concept
『緑豊かな横浜』

　市内で最大級となる花畑の中を散歩したり、自然
の樹林を使ったアスレチックで身体を動かすなど、
お子さまから大人まで楽しめる会場です。

みなと
ガーデン

里山
ガーデン

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29年5月31日（水）（当日消印有効）

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4・5月号
発行日：平成29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

次回（6月1日発行）では「横浜工場めぐり」を特集

ぐるっと読者プレゼント

市営バスは
PASMO・Suicaで!

あの駅に行ってみよう！
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2
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※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。

ボリューム満点の▶
　「若鶏の特製塩味（半身）」　

（1,080円）　

▲小菅賢三さん

▲ブリリアントピンクアイスバーグ

▲カーディナル

◀「えぞ鹿の鉄板焼き」
　 （1,800円）

価格はすべて税込です。

◀「横濱ハーバーミルク抹茶」
　（単品135円、4個入り540円、　
　8個入り1,080円）

▲会長扮する
　商店街の
　キャラクター
　「反町たかし」

カメヤ食堂

廣東料理 中山菜館 発見! うまいもの

　今回ご紹介するのは、横浜駅からもほど近い「反町駅前通り商店街」
です。昨年は商店街プロレスや東横フラワー緑道フェスタ、落語会など
盛り沢山なイベントを実施しました。今年も商店街プロレス反町大会
の第二弾が、7月23日(日)に開催予定。
　「今後も商店街だけではなく、反町周辺の街全体を地域の皆さんと
共に活性化していきたいで
す。」と斉藤会長。会長自ら
扮する商店街PRキャラク
ターの「反町たかし」に会い
に、反町駅前通り商店街に
足を運んでみてはいかがで
しょうか。

廣東料理 中山菜館
ぐるっと4・5月号をご持参で、ご注文された方に
「ゴマ団子3つ」プレゼント!!

特典

神奈川区反町3-17-5
045-620-8607
17:00～27:00
不定休

神奈川区松本町1-2-1
045-322-0124　  
11:30～14:00、
17:30～24:00
無休

　第33回全国都市緑化よこは
まフェアのコラボ商品。練乳・
はちみつを入れた生地で、かの
こ豆入りのミルク抹茶餡を包
み、しっとりと焼き上げました。 

関内駅

ありあけ本館
中区日本大通36シティタワー
横濱1F
「関内駅」下車徒歩8分
0120-005-436
ショップ 10：00～20：00
カフェ   10：00～20：00(L.O.19:00)
不定休

Facebookで情報発信中！

　毎年5月になると、ブルーライン下飯田
駅の花壇がバラの花でいっぱいになりま
す。平成11年の下飯田駅開業当時から美
化ボランティアとして花壇の手入れをし
てくれているのは、近くにお住いの小菅賢
三さん。当時は百日草、水仙、チューリップ
などを植えていましたが、平成21年に小
菅さんが横浜ばら会に入会したのを機にバラの苗木を植え始めました。そ
こから毎年本数を増やし、現在では約50本のバラを植えています。

　「病気に強い品種を選んで植えていますが、それでも
病気にならないかいつも気がかり」と小菅さん。12月～
1月にかけての肥料やり、2～3月の剪定、１年を通して
の水やり、雑草取りと余念がありません。
　真っ赤な大輪のカーディナル、鮮やかなピンクのブリ
リアントピンクアイスバーグ、横浜を代表するはまみら
い、白のアイスバーグ、黄色いグラハムトーマスと今年
も色とりどりの花が咲き誇ります。

バラの花壇が見頃を迎えます

横浜の花と緑を訪ねて

第33回 全国都市緑化よこはまフェア 6.4[sun.]まで開催中！

会場へのアクセスに便利でお得！「ガーデンベア」オリジナルデザイン
市営バス・地下鉄共通１日乗車券発売中！
会場へのアクセスに便利でお得！「ガーデンベア」オリジナルデザイン
市営バス・地下鉄共通１日乗車券発売中！

大人830円　 小児420円
【発売期間】 ６月４日（日）まで　　 【有効期間】 ７月31日（月）まで
【発売場所】 11駅改札窓口（あざみ野、センター北、新横浜、横浜、
　　　　　 桜木町、関内、上大岡、戸塚、湘南台、日吉、中山）   　　　

横浜の緑を楽しんでちょっとひと休み

　ブルーラインでは、より便利にご利用いた
だけるように、３月４日（土）にダイヤ改正を
行いました。

ブルーラインがより便利に！

新横浜⇔横浜間
　乗換なしで8分

快速なら！

戸塚⇔関内間
　乗換なしで17分

▶土休日の快速時間帯を20時30分まで拡大
▶土休日の始発時間を平日とほぼ同じに
▶平日の夕方ラッシュ時間帯を増便

アクセス図

4月のプレミアムフライデーに、瀧川
鮎丸さんを迎えての落語を開催!

反町駅前ふれあいサロン

反町駅前寄席

4/28(金)18:00開演(17:30開場)

前売り 1,500円/当日 1,800円
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木下大サーカスが4年ぶりに横浜へ
～動物たちのショーを観た後は、『はまっこ動物』にも会いに行こう！～

横浜の花と緑を訪ねて
～美しい花と緑豊かなまち横浜を探索しよう！～

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12回

反町駅前通り商店街
反町駅前通り商店街 ☎045-322-5618
横浜駅西口から35・50系統
「東横反町駅前」下車すぐ

中山駅前から
136系統
「よこはま
動物園北門」
下車すぐ

反町駅前通り商店街
会長 斉藤 隆さん

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？

反町駅前通り

新しい学年、新しい職場・・・。
新年度を迎え忙しい日々の中で、ホッと一息つける場所をご紹介します。
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EVENT 2017News 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

中区日本大通34番地（中区役所横）
「関内駅」下車徒歩7分、あかいくつＣルート「日本大通り」下車徒歩3分

横浜DeNAベイスターズ

スポーツと街が
つながる、ハマの基地

ベース

各回13時半～15時、先着45名　　入館料のみ

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」下車すぐ/吉野町駅
から113・156系統「滝頭」下車徒歩3分

横浜市電保存館「しでんほーる連続講座」

期間中に磯子区内の参加施設を巡ってスタンプゲット＆記念品プレゼント！
横浜市電保存館「いそっぴゴールデンウィーク2017」

４/２９（土・祝） 「"開港都市"ヨコハマの特徴とその背景」
　　　講師：嶋田昌子さん（横浜シティガイド協会理事）・山路清貴さん（東京都市大講師） 
５/13（土） 　 「想い出の横浜市電」　講師：八木義之さん（鉄道友の会会員）

開館時間：春休みは毎日開館（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

※各情報の詳細は交通局ホームページでご確認ください。

観るだけでなく、実際に由緒ある能舞台で日本舞
踊の体験をしてみませんか？初心者、経験者も歓
迎です。着付けや、舞妓さんに変身できる白塗り
の特別体験もあります。（講師指導：村尚也など）

上大岡駅から64系統／磯子駅から64・78系統「笹堀」下車徒歩５分
参加料 1,500円久良岐能舞台 （☎045-761-3854）

日本舞踊教室 鑑賞と体験の会

中山商店街協同組合 （☎045-931-1657）

　４月９日（日）、市
営地下鉄ブルーラ
インに新型車両が
デビューします！
従来の車両より省
エネルギー性やバ
リアフリー性など
が向上！さらに、車
両内外のデザイン
も一新。外観には、

水平線に浮かぶヨット、その上空を飛ぶカモメが描かれ、車内の車両間の
扉には、ヨコハマの名所をモチーフとした5種類の絵が描かれているの
で、地下鉄に乗りながら、横浜の名所を楽しめます。
　お出かけの際は、ぜひ新しい車両を探してみてください！

・各種グッズ 11:00～13:00
 （クリアファイル２種類、パスケース、キーホルダー等）
・記念地下鉄１日乗車券 11:00～17:00

11年ぶりにブルーライン

　1月末に公営交通で初めて、オープン型宅配
ロッカー”PUDOステーション”を、横浜・高田・
東山田・中山の合計4駅に設置しました。
　“PUDOステーション”は、提携する宅配事業
者が共同で利用可能な宅配ロッカーです。自宅
で荷物を受け取ることができなかった際の再配
達先として利用でき、通勤・通学の途中で荷物を
受け取ることができるようになります。
　利用方法や各駅の具体的な設置場所など、詳
細は『横浜市交通局資産活用ポータルサイト』を
ご覧ください。

オープン型宅配ロッカーを設置
横浜駅など４駅に

記念１日乗車券を発売
3000Ｖ形デビュー

新型車両デビュー

▲ＰＵＤＯステーション
　イメージ（屋内型）

プドー

プドー

▲横浜市交通局資産活用
　ポータルサイトQRコード

▲車両間の扉に描かれた場所は５か所。訪れてみよう！

▲3000形が勢ぞろい！（Ａ、Ｎ、Ｒ、Ｓ、Ｖ形）

４/２２(土)～５/７(日)

4/23(日)14：00

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!!

「桜木町駅」下車徒歩2分
野毛坂/野毛本通り/野毛柳通り/野毛中央通り/福富町西公園ほか

第42回 野毛大道芸

4/22(土)～23(日)11:00~16:30(小雨決行)

長さ150mにわたる、美しい芝桜のじゅうたんが
出現します。期間中は休憩所を設けて、無料のお
茶サービスも。

「中山駅」下車徒歩5分
中山大橋付近

第4回 芝桜まつり

4/8（土）～4/9（日）10:00～15:00

今年のテーマは「RE:START!!」。楽器演奏や、ダンスパフォーマンスな
ど、約100の団体が清陵祭を盛り上げます！

「三ツ沢上町駅」下車徒歩16分、横浜駅西口から市営バス201・
202・329系統「横浜新道」下車徒歩３分、「岡沢町」下車徒歩５分

無料
横浜国立大学 常盤台キャンパス
実行委員会 （ynu.fes.c@gmail.com）

横浜国立大学 大学祭「17清陵祭」

5/20(土)13:00～21:00、
5/21(日) 9:00～15:00

「THE BAYS」

　「常に最高であり続ける誇り」・・・創業者の心を継承して創立
115周年。木下サーカスの名人芸と、世界一流の海外アーティス
トたちが競演するダイナミックなスペクタクル・ショーが、4年ぶ
りの横浜での公演です。楽しい夢を、バーチャルではない迫真のラ
イブ芸の魅力を感動とともに！

4年ぶりに横浜へ

公演の自由席前売券を市営地下鉄で発売！
【価　　格】　おとな　2,900円
　　　　　　こども　1,900円（３才以上中学３年生まで）
　　　　　　２歳以下のお子様は、膝の上に乗せてご鑑賞ください。
【発売期間】　５月８日（月）まで
【発売場所】　11駅事務室（あざみ野、センター北、センター南、新横浜、横浜、
　　　　　　桜木町、関内、上大岡、戸塚、湘南台、日吉）、お客様サービスセンター

ショーを盛り上げる動物たちを観た後は、『はまっこ動物』にも会いに行こう！
見た目もスイート！
海辺のぞうさん

海に浮かぶ
クジラのせなか

食べるのがもったいない?
動物チョコレート

『奇跡のホワイトライオン
　　　　　　　　世界猛獣ショー』
『奇跡のホワイトライオン
　　　　　　　　世界猛獣ショー』

　日差しが暖かいこの時期、
象の鼻テラス内の象の鼻カ
フェでゾウを模したソフトク
リームはいかがでしょうか？
　毎週日曜日には「ぞうさん
マルシェ」が開催され、地元
の野菜やパン、アクセサリー
などの販売やワークショッ
プが行われています。

　大さん橋のターミナル建物の屋
上は、ゆったりした2つの山形と
なっています。

　三溪園近くのスイー
ツ店「ラ・ネージュ」に
は、犬や猫、熊など動物
のチョコレートがあり
ます。

　ホワイトライオン4頭とノーマルなライオン
4頭、合計8頭による猛獣ショーは迫力があり必
見です。
　世界でも約300頭ほどしかいないホワイトライ
オンのパフォーマンスにぜひ注目してください。

木下大サーカスオリジナル

　この春、横浜に、夢と希望と感動のショーが！
　桜木町駅からあかいくつ「とちのき通り」下車すぐ／
　「高島町駅」下車徒歩13分

大人500円 　小児250円

中区海岸通1
045-680-5677
10:00～18:00
年中無休
横浜駅東口／桜木町駅か
ら26系統「横浜税関前」下
車徒歩３分

中区海岸通1-1-4
045-211-2304
24時間オープン(屋上）
年中無休
桜木町駅からあかいくつ「大さん橋客船ターミナル」下
車すぐ、横浜駅東口から26系統「大桟橋」下車徒歩３分

　  

公演に関するお問合せ
木下大サーカス横浜公演事務局（☎045-212-0360）

【発売場所】５駅改札窓口（横浜～伊勢佐木長
者町）、横浜駅お客様サービスセンター、横浜駅
東口定期券発売所、桜木町駅観光案内所

みなとぶらりチケット

象の鼻カフェ

大さん橋

ラ・ネージュ

４/８（土）3000V形デビュー記念グッズ特別販売（あざみ野駅）

４/９（日）記念１日乗車券特別販売（横浜駅） （11:00～17:00）

ザ・ベイス

　横浜DeNAベイスターズは、日本大通りに
面する旧関東財務局横浜財務事務所の活用
にあたり、施設名称（通称）を「THE BAYS
（ザ・ベイス）」に決定いたしました。横浜ス
ポーツタウン構想の新たな中核施設となる
基地（BASE）という意味に加え、ベイスター
ズ（BAYSTARS）や横浜の港（BAY）の文字
を掛け合わせて名づけました。
　施設には横浜スタジアムで展開していた
「＋B（プラス・ビー）」を移転する他、新たにカ
フェとして「&９（アンド・ナイン）」をオープ
ン。新たな街づくりや文化を創り出します。

【発売価格】　地下鉄１日乗車券 740円
【発売期間】　 4/10（月）～8/31（木）
【有効期間】　 8/31（木）まで
【発売場所】　11駅改札窓口（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）

【発売枚数】　限定850枚

　3000Ｖ形のデビューを記念して、１日乗車券を発売します。
裏面には、3000Ｖ形車両の詳細情報も記載！
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横浜みなとみらい
スポーツパーク

サーカス会場サーカス会場

新高島駅

価格はすべて税込です。

１番の目玉は

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

4 5月 月

SPORTS横浜のプロスポーツを応援!!

好評発売中！好評発売中！
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サーカス会場でのご提示で
オリジナル下敷きプレゼント!!

※300枚限定
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当日券よりも
400円安く
お買い求め
いただけます
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▲チョコの眼の配置が
　ポイント！
　「ゾウノハナソフト
　クリーム」（400 円）

▲水面に浮かぶくじらの
　せなかのように!?

▲入口では「ぺリコ」の愛称
　で親しまれる青いゾウが
　お出迎え！
　テラス内では、マンモス
　にも会える！

▲色々な種類がある「ショコラムレ」
　（左から犬小345円、犬大700円、
　猫540円）

文豪の愛した
ネコたち
　横浜生まれの作家で愛猫家
でもある「大佛次郎」の記念館。
自筆原稿などの様々な資料を、
猫コレクションと共に紹介し
ています。

中区山手町113
045-622-5002
4～9月 10:00～17:30
（入館は17時まで）
不定期
桜木町駅からあかいくつ・
20系統「港の見える丘公園
前」下車徒歩２分

大佛次郎記念館

▲施設内のネココレクションは50匹
　以上！探してみよう！▲天気のよい日には、海を眺めながら

　ピクニック気分


