
西区 街道歩きコース

抽選番号

参 加 証

～注意事項～
ようこそ、西区ハマのウォーキングフェスティバルへ！
本日のウォーキングを安全に楽しんでいただくために、次
のことをお願いします。

１この参加証は、賞品の抽選券となっています。
また参加証をご提示いただきますと、優待を受けられます。

２ゴール受付で「完歩証」をお渡しいたします。
クイズの解答はゴール受付に掲示しますが、解答結果は、賞品
抽選には影響しません。

３もしも、途中でケガをしたり、具合が悪くなったりした場合に
は、ウォーキングを中止し、沿道にいる近くのスタッフに連絡
してください。
また、具合の悪くなった方を発見された場合、同様にスタッフ
等にご連絡くださいますよう、ご協力をお願いします。

４通行車両、お足元等には、十分ご注意のうえ、ウォーキングし
ていただきますようお願いします。特に、小学生以下のお子様
をお連れの方は、ご注意ください。万一事故が発生した場合、
主催者は、応急処置及び主催者が加入する傷害保険の範囲で対
応します。

５道幅の細いところでは、できるだけ一列でお歩きくださいます
ようお願いします。

６午後 0時 30 分までにゴールしてください。
また、ゴール会場の受付及び抽選賞品のお渡しは、午後１時で
終了させていただきます。

７お汁粉のサービスは、参加人数分のご用意をいたしますが、な
くなり次第終了させていただきます。

８記録・広報用にフェスティバルの様子を写真撮影させていただ
きますので、ご了承ください。

９ゴミは、各自お持ち帰りください。ご協力をお願いします。

西区 路地歩きコース
距離：約 9 km   参考 歩行時間：約２時間 30分

午前9時30分スタート 午後 0時 30 分までに
ゴールしてください。

は、西区 路地歩きコースの
見どころスポット（裏面参照）～1 7

集合場所 スタート戸部公園グラウンド（西区中央一丁目 17）
ゴ ー ル 臨海パーク潮入りの池（西区みなとみらい一丁目）

主催：西区スポーツ振興事業推進委員会　協力：杉豊太鼓同好会　構成団体：西区子ども会育成連絡協議会　西区食生活等改善推進委員会　西区青少年指導員協議会　西区体育協会　西区スポーツ推進委員連絡協議会　西区連合町内会・自治会連絡協議会　西区シニアクラブ連合会　横浜市西スポーツセンター　西区役所　　

横浜市地形図複製承認番号　平成 27年健都第 1321 号
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西区 街道歩きコース
距離：約 6 km   参考 歩行時間：約1時間30分

午前10時00分スタート 午後 0時 30 分までに
ゴールしてください。

は、西区 街道歩きコースの
見どころスポット（裏面参照）～8 10

集合場所 スタート戸部公園グラウンド（西区中央一丁目 17）
ゴ ー ル 臨海パーク潮入りの池（西区みなとみらい一丁目）
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この参加証を提示することで、以下の優待が受けられます！

●横浜ランドマークタワー 69階展望フロア
スカイガーデン　入場料半額（12 月末まで）
●原鉄道模型博物館　（横浜駅より徒歩５分）
入館料 10％割引（4名様まで有効・2016 年 3月末まで）
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ウォーキングコース
見どころ紹介

＜参考文献＞
・『西区歴史街道』（西区観光協会・西区地域振興課  2005
年３月）

・『横浜　西区史　区制五十周年記念』/横浜市西区史編集
員会　1995 年３月

・『ものがたり　西区の今昔』/西区の今昔・編集委員会、
西区観光協会 1973 年７月

・『西区そぞろ歩き』/西区役所区政推進課広報相談係
・彦根観光協会ホームページ
＜作成協力＞
浅間神社、東福寺
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横浜の中心に位置する動物園で、「誰もが気軽に訪れ、憩い、癒される動
物園   小さな子どもが初めて動物に出会い、ふれあい、命を感じる動物園」
をコンセプトとしています。
昨年世界最高齢の 38歳で亡くなったフタコブラクダ「ツガル」さんは、
動物園の人気者でした。

6 二代目横浜駅（にだいめよこはまえき）
明治３（1870）年３月、イギリス人技師エドモンド・モレル氏によって、鉄
道建設の測量を開始しました。
初代横浜駅（現在の桜木町駅）は野毛の海岸埋立地に石造り２階建てで作ら
れ、明治５（1872）年５月７日に横浜―品川間が開通して仮営業が行われま
した。
大正４（1915）年８月15日に横浜駅を高島町に新設し、２代目横浜駅ができ、
同時に初代横浜駅を「桜木町駅」と改名しました。
大正 12（1923）年９月１日、関東大震災があり、その後の都市復興計画で、
昭和３（1928）年 10月 15 日に高島町から現在地に移設されて、現在の３代
目横浜駅ができました。

旧東海道（きゅうとうかいどう）
昔、現在の横浜駅の一帯から、久保町方面にかけては、袖ヶ浦とよばれた
内湾でした。旧東海道は、神奈川宿から海に沿って（現在の楠町から浅間町）
保土ケ谷宿へ通じていました。あたりは静かな入り江に白帆が浮かぶなど、
大変景色のよい所として有名でした。
江戸時代、街道沿いの宿と宿の間には、人足や馬の休憩場所としての立場
（たてば）がありました。神奈川宿と保土ケ谷宿の間の芝生村（しぼうむら・
現浅間町）は、この立場として発展した村で、農場のほかに飯屋や酒、わ
らじの販売など商業も営まれていました。

高島歩道橋には柱上のショーケースがあります。
ショーケース内では音楽隊の５体の人形が色々な楽器を使って演奏してい
る姿が見ることが出来ます。

浅間神社（せんげんじんじゃ）
浅間神社は、社伝によると、承暦 4（1080）年に創祀されました。浅間造の
社殿は木造で、本社（富士宮）に次ぎ、日本で２社のみです。社殿前の斜
面には、横穴古墳が点在していて、そのうちの１つに「富士の人穴（ひと
あな）」と呼ばれていたものがありました。創祀以来、900 年を超える古い
社です。

ドックヤードガーデン（どっくやーどがーでん）
明治 29（1896）年より地元実業家 33名が協力して横浜船渠（せんきょ）
会社を設立、本格的なドックを築造し、船舶修理業が開始されました。
横浜船渠（せんきょ）会社は地元実業家が設立に大きく関わったことも
あり、横浜市と横浜船渠会社は発展を共にした兄弟のような関係とも言
われています。　
それは横浜市の徽章「ハママーク」に「D」を加えた、通称「ハマディー」
と呼ばれる社章を横浜船渠会社が使用したことにも象徴され、「ハマの
ドック」の愛称で横浜市民に親しまれています。

植勘坂は坂の中程にある植木屋さん「植勘」の御先祖の名を冠したものです。
「植勘」は創業 130 年余りの歴史をもつ老舗で、昨年度の西区制 70周年で
「区制 70周年、共に歩んだ老舗紹介」認定店舗として認定を受けました。
この坂を下ると赤門東福寺、登りきると右は野毛山、左は霞橋を渡って南
区に至ります。

鎌倉時代中期の 1243 年に元心法印が開山したと伝えられます。江戸時代
には徳川家康公から寺領を賜り、葵の御紋を寺紋として使うことを許さ
れた名刹です。幕府との縁を表す御朱印寺の証として江戸期に朱塗りと
なった山門。現在の町名、赤門町の由来となっています。創建以来この
お寺は 7回も焼失し、今の伽藍は昭和 36（1961）年までに再建されました。
赤門を入ると正面にえん魔堂、右手に本堂。その裏手墓地には、伊藤博
文ら政財界の大物と親交を深めた料亭富貴楼の女将お倉の墓や本院より
寄進された大きな石の水鉢が残っています。幾度も大火を乗り越えた東
福寺は、威風堂々とした風格を今に伝えます。

明治の中頃に旧彦根藩有志らが鉄道山と呼ばれていた一帯を買入れ、明治
42（1909）年に旧彦根藩主であった井伊直弼の銅像を建立するとともに周辺
の整備を行い広く一般に開放していましたが、大正３（1914）年に横浜市に
寄付され掃部山公園として公開されました。掃部山公園の名称は井伊直弼
の官職であった掃部頭（かもんのかみ）からきています。春は桜の名所とし
て賑わい、８月には茶の通人であった井伊直弼にあやかった茶会（虫の音
を聞く会）が開催されるなど、多くの方に親しまれています。
また、今年は井伊直弼生誕から 200 年という記念の年であり、彦根市では
12 月 23 日まで「井伊直弼公生誕 200 年祭」を開催しています。

岩亀という名はその岩亀楼の当主の佐吉が埼玉県岩槻（現：埼玉県さいた
ま市岩槻区）の人であったことから音読みで「ガンキ」と呼ばれていたと
言われています。
また岩亀楼で働く遊女達が病気になった時に静養する寮が、今の岩亀横丁
にあり、彼女たちが敬っていたお稲荷様が岩亀楼の寮内にあったので「岩
亀稲荷」と呼ばれ、現在も信仰が受け継がれています。

協賛

植勘坂（うえかんざか）2

東福寺（とうふくじ）　3

掃部山公園（かもんやまこうえん）　4

岩亀横丁と岩亀稲荷（がんきよこちょうとがんきいなり）5

野毛山動物園（のげやまどうぶつえん）1

高島の人形（たかしまのにんぎょう）7
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西区 街道歩きコース
ポイントクイズ

回答欄に答えの数字を記入してください。

回答

回答

回答

浅間神社
浅間（せんげん）神社に昔あった洞窟（どうくつ）は
どこに通じていると言われていたでしょう？

① 富士山　② 高尾山　③ 浅間山

ドックヤードガーデン
横浜船渠（せんきょ）会社は横浜市と兄弟のような
関係とも言われ、市の徽章に「D」を加えた、通称「ハ
マディー」と呼ばれる社章を使用したことからも象
徴されています。横浜市民から「ハマの○○○」の
愛称で親しまれています。「○○○」に入るには次
の３つのうちでどれでしょうか？

① ポート　② ドック　③ シップ

高島の人形
高島歩道橋の柱のショーケース内には音楽隊の
人形がいます。何体いるでしょうか？

① ７体　② ６体　③ ５体

「コースの見どころ紹介」内にヒントがかくされています。
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※商品のお渡しは、本日午後１時までとさせていただきます。
午後０時 30分までにゴールしてください。　




