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映画とコーヒーで
冬のブレイク
 in 伊勢佐木町

地下鉄・バスででかけよう

横浜市交通局広報誌

2018年 冬号

横浜市営バスで巡る！
冬のイルミネーションスポット

特集

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
装飾を施します。
クリスマスツリーやトナカイも登
場。バス車内の内装はクリスマス
デコレーションが鮮やかで、心が
癒されます。

ぐるっとのバックナンバーはこちら

横浜市コールセンター　※午前8時～午後9時（年中無休）
TEL：045-664-2525　FAX：045-664-2828

次号は3月20日（水）発行予定横浜市交通局広報誌 ぐるっと冬号
発行日：平成30年12月15日　発行：横浜市交通局 総務課
http://www.city.yokohama.lg.jp/koutuu/
企画・制作：株式会社ボイズ 横浜　ぐるっと 検索

問合せ

Presents ぐるっと読者プレゼント

交通局からのお知らせ NEWS

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31年 1月11日（金）（当日消印有効）

毎年恒例！ イルミネーションバス

ホットに
過ごそう

映画とコーヒーで冬のブレイク
in 伊勢佐木町

ホットに
過ごそう

「アートリンクin 横浜赤レンガ倉庫招待券」（A）を3組6名様、
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」（B）を
5組10名様にプレゼントします。

最盛期には40を超える映画館が点在したという、関内・伊勢
佐木町エリア。時代とともに閉館が増えるなか、運営母体を
変えながら今なお市民に親しまれる2つのミニシアターがあり
ます。寒さが身に染みるこの季節、映画鑑賞とコーヒーでホッ
と一息ブレイクしませんか？

「特集上映を組むのが楽しくて仕方がない」と語る八幡さん

所在地：中区長者町6-95
営業時間：上映作品により異なる
お問合せ： ☎ 045-341-3180

横浜シネマリン

グッド オン ユー コーヒースタンド

2017年にオープンしたオーストラリアスタイルの
カフェ。スペシャルティコーヒーを扱ったエスプ
レッソ系のコーヒーは、店内で焼き上げるミートパイ
やアップルパイと合わせて味わいたい。 店主おススメのカフェラテとアップ

ルパイ。テイクアウトも可。所在地：中区弥生町1-7-3 クローバーリーフ 102
営業時間：10:00～18:00　日曜のみ11:30～18:00（月曜定休・臨時休業あり）　お問合せ： ☎ 045-334-7313

珈琲焙煎問屋 まめや本舗 本店

生の豆をその場で煎って、挽いて、提供している
「まめや」のコーヒー。そのこだわりに、連日多くの
ファンが訪れる名店だ。ジャック＆ベティの映画
半券サービスあり。

大手映画会社などの直接の影響下にはなく、上映作品の
ラインアップに館独自の個性が出るミニシアター。特に横浜
のミニシアターは、地域密着の運営が魅力です。

豆を煎る音と匂いが漂う店内で飲む
「まめやブレンド」は格別。

所在地：中区伊勢佐木町5-126　営業時間：月曜～木曜 10:00～19:00　金曜、土曜、日曜、祝日 10:00
～20:00（夏季休暇、年末年始休みあり）　お問合せ： ☎ 045-242-5526

珈琲専門店ぽえむ　伊勢佐木町店

オープンから30年、常連さんに愛される温かい雰
囲気が魅力のお店。注文を受けてから厳選された
豆を挽いて淹れる本格コーヒーは、アレンジ含めて
約100種を取りそろえる。 豊富なメニューの中でも定番の

ジャーマンローストとアイスカフェ。所在地：中区伊勢佐木町5-130
営業時間：9:00～19:00（木曜定休）　お問合せ： ☎ 045-242-8964

ドキュメンタリー多めのラインアップが魅力のシネマリン。
代表の八幡温子さんに、お話を聞きました。

もともと私も、関内や伊勢佐木町の映画館
に通う映画ファンでした。2014年3月、
横浜シネマリンが休館し、引き継ぐ人がい
ないと聞いて、横浜の映画を盛り上げたい
という思いから個人で引き継ぐことを決め
ました。映画は好きでしたが、運営は初め
てでしたので作品選定にはとても苦労して
います。配給会社とより深い信頼関係を
築くことで、優れた作品を獲得し、上映で
きるようになりたいですね。

映画はもちろん娯楽ですから、楽しい方が
いいに決まっていますが、できるだけ社会
とリンクした作品を選ぶようにしています。
終戦記念日の前後には平和をテーマにし
たドキュメンタリーを多く取り上げましたし、
最近では韓国の民主化運動をテーマにし
た作品も上映しました。社会派の作品や
特集上映を扱う一方で、絶叫上映などの
イベントもありますので、気軽に遊びに来
ていただきたいです。

所在地：中区若葉町3-51
営業時間：上映作品により異なる
お問合せ： ☎ 045-243-9800

シネマ・ジャック&ベティ
年間の上映本数はじつに350本！　さまざまな取組みで
館を盛り上げてきた支配人の梶原俊幸さんに聞きました。

横浜は昔から映画好きの方が多い土地柄
です。近年はシネコンが中心のように見え
るかもしれませんが、そこではかからない
良作もたくさんあります。そういった作品を
観たい映画好きの方が、ここシネマ・ジャック
&ベティには集まっていますね。主な客層
は50～70代の映画を見慣れている世代
です。一方で若い世代は、映画をネットで
見ています。彼らにも映画館に足を運んで
もらえるように、舞台挨拶・トークショーの

開催や、ミニライブなどのイベント性、作
品の選定も意識していますね。昨年は年
間350本を上映しました。ほぼ1日1本
ペースで準備して上映しているわけです
から、簡単ではありません。ですが1日数
本見てくれるお客さんも多いので、がん
ばっています。
映画館周辺のお店と、半券割引などの連
携もしています。映画とともにまち全体を
楽しんでもらえたら嬉しいですね。

毎月1日（映画の日）開催の「ジャック&ベティサロン」では、
梶原さんと直に交流できる

伊勢佐木町・阪東橋エリアのこだわりコーヒー店をご紹介

貸切バスのご案内

［ご利用例：学校の遠足、町内会のイベント・研修］

お申込み・お問合せ
横浜市交通局　営業・観光企画課　貸切バス担当　TEL：045-326-3838　FAX：045-322-3911

１. 電車の時間や
 乗換えを気にせず
 ラクラク。

2. 大人数での移動なら、
 路線バスや
 鉄道のご利用よりも
 お得です。

おなじみの市営バスや、リムジン型バスなどを貸切でご利用いただけます。

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。
運行予定など、詳しくは交通局ホームページでご確認ください。

これから年末にかけ横浜市内で
クリスマスイベントやイルミネーションが目白押し！
市営バスでは、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します。

ほかにも、近隣の小学校とコラボし、小学生の絵画を車内に掲示するなど、
地域に密着した営業所ならではのアイデアが盛りだくさん！

❶ 「ぐるっと」をどちらでご覧になりましたか。（〇駅、〇系統〇行バスなど）
❷ 最も面白かった記事はどれですか。
❸ 「ぐるっと」へのご意見・ご感想をお聞かせください。
❹ 希望するチケット（A）（B）いずれかを明記ください。

〈
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ー
ト
〉

（A） （B）

◎八幡さんのおススメ映画情報
ハル・ハートリー監督《ロング・アイランド・トリロジー》
2019年1月19日(土)より公開
『アンビリーバブル・トゥルース』『トラスト・ミー』『シン
プルメン』の三つの物語。

◎梶原さんのおススメ映画情報
グザヴィエ・ルグラン監督『ジュリアン』
2019年2月2日(土)より公開
離婚した両親の間で揺れ動く息子の苦悩を描き、フラ
ンスで動員40万人を記録した傑作サスペンス！

ここに注目！
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みなとみらい駅

横浜
赤レンガ倉庫

ワールド
ポーターズ

キャンドルカフェ

馬車道駅

みらいチューブ（みなとみらい駅構内）

パシフィコ横浜
（会議センター）

よこはま
コスモワールド
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横浜第二
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博物館

日本丸
メモリアル
パーク

横浜
美術館

マークイズ
みなとみらい

汽車道

横浜
ランドマークタワー マリン&ウォーク

赤レンガ倉庫・
マリン&ウォーク

ワールドポーターズ

みなとみらい駅前
（赤レンガ倉庫行）

（桜木町駅前行）

（横浜駅前行）

桜木町駅前
万国橋・
ワールドポーターズ前

カップヌードル
ミュージアム

横浜
みなとみらい
ホール

コレット
マーレ

停車バス
あかいくつ［みなとみらいルート］
あかいくつ［中華街・元町ルート］

バスルート、時刻表検索にはハマバスをご利用ください。
URL：http://navi.hamabus.city.yokohama.lg.jp

ぶらり赤レンガBUS

横浜
山手西洋館

14回目を迎えるアートとアイスス
ケートのコラボレーション。今回は
大胆な画風が特徴の画家・絵本
作家のミロコマチコさんが、空間
全体を演出します。

EVENT Pick Up！
季節の横浜イベント

アートリンクin横浜赤レンガ倉庫
ぐるっと読者プレゼントあり
詳しくは裏面をご覧ください

日時：2018年12月1日（土）～2019年2月17日（日）　※冬休み・年末年始は特別営業時間あり 
 12月 平日13:00～22:00／土日祝11:00～22:00
 1月・2月 平日13:00～21:00／土日祝11:00～21:00
会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場
料金：大人700円　3歳～高校生500円　付添観覧料200円　貸靴料500円
アクセス：桜木町駅からあかいくつ「赤レンガ倉庫・マリン&ウォーク」下車ほか
お問合せ： 横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎ 045-211-1515　URL：http://akarenga-artrink.yafjp.org/

あざみ野フォト・アニュアル　背中の記憶―長島有里枝写真展（仮称）

9回目となる「あざみ野フォト・アニュアル」の企画展では、
2001年に木村伊兵衛賞、2010年に『背中の記憶』で第
26回講談社エッセイ賞を受賞するなど、写真のみならず
圧倒的な文章力でも評価されてきた写真家・長島有里
枝を紹介します。横浜市所蔵のカメラ・写真を紹介する
コレクション展も同時開催。

会期：2019年1月26日（土）～2月24日（日）
開館時間：10:00～18:00 
会場：横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室
休館日：1月28日（月）　料金：無料
アクセス：あざみ野駅から徒歩5分
お問合せ： ☎ 045-910-5656　URL：http://artazamino.jp/

国内外で活躍する振付家の公演や、若手振付家のコンペティションなどを3週に
わたり繰り広げる国際フェスティバル。24回目となる今回は「METHOD / SPACE 
/ PRESENCE」をキーワードに、全10プログラムを展開します。

彫刻家イサム・ノグチと、画家であ
り理論家としても知られる長谷川
三郎。彼らが考え、目指したもの
を、2人が共に歩んだ1950年代の
作品を中心に紹介します。

イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと変わらざるもの
会期：2019年1月12日（土）～3月24日（日）
開館時間：10:00～18:00　※3月2日（土）は20:30まで　※入館は閉館の30分前まで 
会場：横浜美術館　休館日：木曜日（3月21日［木・祝］は開館）、3月22日（金）
料金：一般1,500円　大学・高校生900円　中学生600円　小学生以下無料
 65歳以上1,400円（要証明書、美術館券売所でのみ対応）　※前売り、団体料金あり
アクセス：桜木町駅から〈動く歩道〉を利用、徒歩10分
お問合せ： ☎ 045-221-0300　URL：https://yokohama.art.museum

横浜のシンボル、横浜マリンタワーの展望フロア（94m・91m）から、初日の出を
拝んでみませんか？　気象条件が良ければ、富士山を見ることができるかも。1階
THE BUNDにて豚汁の振る舞いあり（数量限定）。

横浜マリンタワー「初日の出特別営業」

長谷川三郎《無題》
1954年、紙、リトグラフ、

33.5×51.2cm、
ティア＆マーク・ワッツ・コレクション

photo：Kevin Noble

plants with labels #24, 2008

 『Cellule』 ナッシュ ©MARK MABOROUGH

日時：2019年1月1日（火・祝）
 5:30～7:30（最終受付7:00）
会場：横浜マリンタワー 展望フロア
料金：展望フロア入場料金　大人750円　中高生500円
 小学生250円　幼児200円　3歳未満無料
アクセス： 桜木町駅から8・20・58系統
 「山下町」下車徒歩3分
お問合せ： ☎ 045-664-1100
URL：http://www.marinetower.yokohama/

横浜ダンスコレクション2019
会期：2019年1月31日（木）～2月17日（日）
会場：横浜赤レンガ倉庫1号館及び屋外広場、
 横浜にぎわい座 のげシャーレ
料金：各公演により異なる
アクセス：［赤レンガ倉庫］桜木町駅からあかいくつ
 「赤レンガ倉庫・マリン&ウォーク」下車ほか、
 ［横浜にぎわい座］桜木町駅から徒歩3分
お問合せ： 横浜赤レンガ倉庫1号館 ☎ 045-211-1515
URL：http://yokohama-dance-collection.jp/

冬のイルミネーションスポット

みなとみらいのクリスマス

見慣れた景色も夜は一変するこ
とがあります。主役の観覧車をあ
えて隅に置き、動く歩道を中心に
してみると、街の中にある観覧車
のスケール感が表現できます。

水面に映るイルミネーション。普
通は三脚にカメラを固定してス
ローシャッターで撮りますが、あえ
て手持ちで少し揺らしながら撮る
と、光の軌跡が写り込み変化が
生まれます。

夜の光の撮影は、暗くなり始めた
夕方頃がおススメです。よく晴れた
冬の日には、夕方の空のグラデー
ションと重なってマジックアワーを
捉えた写真になります。

12月22日（土）
日没～19:30（荒天の場合は翌日）
※観覧無料

絵になるイルミネーションを撮ろう！

クリスマスマーケット
in横浜赤レンガ倉庫

ワールドポーターズ
「FANTASTIC CHRISTMAS 2018～天使の贈り物～」

サンタと会える
グリーティング
企画も。

前回は約80万人が来場した、
横浜の冬の風物詩。今回で
9回目の開催。会場の海側に
は約10mの本物のモミの木の
ツリーが出現します。ドイツ
の郷土料理やグリューワイン、シュトーレンなど、本場の味を楽しんで。

イギリスのトイショップ「Hamleys（ハムリーズ）」
日本1号店のオープンに合わせ、今年は「ブリ
ティッシュクリスマス」
をテーマにしたイルミ
ネーションを展開し、ク
リスマスムードを盛り
上げます。

5000灯のキャンドル点灯を、フードやドリ
ンクの提供、ライブコンサートと共に楽しむ
ことができます。

会場：横浜赤レンガ倉庫
開催日時： 12月15日（土）～25日（火）11:00～22:00
 ライトアップ 16:00～22:00
 ※ツリーのみ23:00まで
入場料：無料（飲食・物販代は別途）
お問合せ：横浜赤レンガ倉庫2号館　☎ 045-227-2002

会場：汽車道正面ゲート、運河パーク、観覧車側ゲートほか
開催日時： 11月9日（金）～12月25日（火）
 16:30～24:00（予定）
 ※12月24日（月・休）は16:45～
料金：無料　お問合せ：☎ 045-222-2000（代表）

会場：運河パーク 及び ナビオス横浜周辺
開催日時： 12月21日（金）～24日（月・休）
21日（金）17:30～21:30、22日（土）・23日（日・祝）16:30～20:30、24日（月・休）16:00～20:00
※キャンドル点灯の日時
料金：無料　お問合せ：☎ 045-227-7390（平日 10:00～17:00）

横濱キャンドルカフェ2018

世界のクリスマス2018

キャンドルガーデン

山手地区の洋館8館では、「山手の丘で巡る8つの国の物語」と題し、19
回目の「世界のクリスマス」が開催されます。家の外のイルミネーション
だけでなく、それぞれ違う国をテーマに部屋の飾り付けを行っています。
世界の国のクリスマスをぜひ満喫してみてください。

山手イタリア山庭園に、約2000本
ものキャンドルで幻想的な空間が
演出されます。

会場： 山手111番館、横浜市イギリス館、山手234番館、エリスマン邸、ベーリック・ホール、
 外交官の家、ブラフ18番館、旧山手68番館
開催日時： 12月1日（土）～12月25日（火）9:30～17:00
  土曜日と祝日は18:00まで
入館料：無料　お問合せ：ベーリック・ホール　☎ 045-663-5685
アクセス：桜木町駅からあかいくつ・20系統「港の見える丘公園」下車すぐ

横浜
山手西洋館

前回の様子

フォト・ヨコハマ2019
会期： 2019年1月～3月
会場： パシフィコ横浜、みらいチューブ
 ほか横浜市内各所
料金：各イベントによって異なる　お問合せ： ☎ 03-3545-8131（平日のみ10:00～17:00）

フォト・ヨコハマは、どのようなイベントですか？Q.
A. 1～3月にかけて横浜市内各所で開催される写真や映像に関する

さまざまなイベントの総称です。
期間中約80のパートナーイベントが繰り広げられていますので、写真・
カメラの魅力にたくさん触れていただき、冬の横浜を楽しんでいただ
きたいです。

今回の企画のなかで、
特に横浜市民にアピールしたいプログラムについて教えてください。

Q.

A. 何と言ってもアジア最大級のカメラと写真映像のワールドプレミア
ショー、「CP＋（シーピープラス）2019」です。「撮る」「みる」「つながる」
がわくわく体感できる、カメラと写真の総合イベントです。
また、今年はインスタグラマーの伊藤愛真さんと写真家のハービー・
山口さんによる「スクエアなふたり展」が開催されます（展示：みらい
チューブ、トークショー：パシフィコ横浜・会議センターにて）。異なる
写真文化のコラボをお楽しみください。

パートナーイベントとは何ですか？Q.
A. 冬の横浜を一緒に写真で盛り上げるために集まっていただいた、

市内各所で開催される写真・映像イベントです。
アマチュアやプロによる写真展や、写真の撮り方講座や撮影会など、
さまざまなタイプのイベントで賑わいます。

毎年１月～３月、冬の横浜を写真で盛り上げる「フォト・ヨコハマ」。
フォト・ヨコハマ実行委員会の櫻井圭介さんにお話を伺いました。

横浜市営バスで巡る！

カメラ好きが集う撮影スポットが充実している横浜。

冬は特別なイルミネーションで彩られます。

カメラやスマホ片手に、市営バスで巡ってみませんか？

撮影スポットは多いものの、撮り方がワンパターンになりがちなみなとみらい。
誰でも簡単にできる撮り方のコツを、プロのカメラマンに聞きました！
今回のお題は、横浜を彩る観覧車「コスモクロック21」です。

「#myyokohama_subway」をつけてInstagramに写真を投稿し、
ブルーライン快速モザイクアートを作ろう！（12月21日まで）

同じ被写体でも、撮り方次第で
印象が大きく変わります。
観覧車を別アングルで撮ってみよう！

菅原康太　東京と横浜を中心に活動する写真家。ポートレート
写真を中心に、広告、雑誌などの分野で活動。家族写真をプロ
デュースするプロジェクト「風と凪」のディレクターも務める。


