BAY KIDS MAGAZINE 2019 WINTER vol. 031 |

FREE 2019 WINTER vol.

Spot

031

お出かけにおすすめの一日乗車券

04

す。
次号は、201 9年4月10日発 行予 定で
バックナンバーは 、ホームページで！

ベイキッズ

対象エリア：西区・中区・神奈川区・保土ケ谷区・南区
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横浜通になろう！公共交通機関乗り降り自由の一日乗車券を紹介します。
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NPO法人 ひだまりの森

行ってみました！
都市デザインスポット

冬のお届け便

雪に備えよう

04

林 順子さん

何かお手伝いしましょうか？

が遅れるなか1960年代には高度経済成長による人口急増という都市問題

とした一連の高層ビル群が

に直面しました。新住民の急激な流入により宅地や道路、鉄道といったイン

海に向かって高さを低くする

のデザインを進めています。
人々が行き交い、立ち話もできる
「くすのき広場」

＊六大事業

１.地下鉄整備計画、２.高速道路網計画 ３.ベイブリッジ事業
４.港北ニュータウン事業 ５.金沢臨海都市建設 ６.都心部強化事業

地下鉄も高速道路もベイブリッジも
では具体的に都市デザインでどんなこ
事例をみてみましょう。桜木町から関内に
かけて、高速道路が地下に潜り込んでい
る場所がありますよね。
まちの真ん中に高
速道路を通すのに、高架で通してしまうと
見た目も悪く、
まちとしても分断されてし
まうため、昔の運河だった地形を生かして
道路を地下に通しているんです。
桜木町から関内にかけて地下に潜って
いく高速道路

横浜ベイブリッジは山下埠頭から東京
方面に向かうコンテナトラックが横浜の都心

部を通らなくても済むバイパスとして造られました。横浜の入り口として形
や色、夜景の照明の色や照らし方までデザインされ横浜港のシンボルにな
っています。
都市デザインでは見た目だけでなく、楽しく歩けることや人々のコミュニ
ケーションが促進される空間というのも大切なテーマです。市庁舎前にあ
る
「くすのき広場」は1974年、市営地下鉄の工事で埋めもどす際に、従来
の車道ではなく歩行者空間を確保するよう調整して作られました。2002
年のみなとみらい線の工事の際も同じようにして埋め戻しの際に日本大通
りの歩道が広く拡幅されたり、
さらに歩道でオープンカフェができるように
仕組みを作るなど、賑わいづくりも行われています。
また、30年かけて旧貨
物線の廃線等を活用し、桜木町駅前から赤レンガ倉庫前、山下公園を経由
し、港の見える丘公園まで
車道を横切らずに歩ける約
3キロのプロムナード
「開港
の道」
を整備しました。ぜひ
お散歩ルートに取り入れて
いただきたいです。
機能的だけでなく美しい

！
？

知ってみよう 横浜の
︻都市デザイン

とをしたのでしょうか？例えば六大事業の

ユニークで美しい横浜の風景の多くは︑
長い年月をかけて都市をデザインしてきた結果です︒

のつながりを大事にするため

散歩で歩くことの多い子育て期に横浜の都市デザインの魅力に注目してみましょう︒

である歴史や自然、人と人と

街が変わって見えてくる

と、
ランドマークタワーを頂点

都市デザインでは街の個性

■有効期間

毎日運行している
「ぶらり野毛山動物園BUS」

京急 横浜1DAYきっぷ
Present
プレゼント

カバー範囲が広くて便利な一日乗車券。
沿線の商店街めぐりも楽しい。

■有効期間 1日間
※チケットの詳しい案内は下記QRコードから

らい線の全線が乗り降り自由。京急弘明寺駅から「弘明

のを確認できます。

寺商店街」、京急黄金町駅から「横浜橋通商店街」、京急
日ノ出町駅もしくはブルーライン伊勢佐木長者町駅から

また、港全体の色彩コント

鉄道ファンには「赤い稲妻」
と呼ばれてい
る京急の赤い電車

「横浜・伊勢佐木町商店街」、みなとみらい線元町・中

ロールも行い、新しい風景を生み出しています。例えば、
みなとみらいの高

華街駅から「横浜元町ショッピングストリート」など、横

層ビル群は白を基調としています。赤レンガ倉庫に代表される新港地区は
並み形成をはかっています。

横浜駅発の場合 大人840円／小児430円

■販売場所 京急線各駅（※泉岳寺駅を除く）

チケットフリ一エリア＋ブルーライン上大岡駅、みなとみ

スカイラインを形成している

歴史性に配慮し、
レンガを思わせる茶系をベースとした低層建築による街

■運賃

京急線の横浜―上大岡駅間に加え、上記のみなとぶらり

ことにより、横浜らしい美しい

海に向かって建物が低くなるのが特徴的

1日間

チケットのデザインもかわいい

エリア内のバス停なら一般の市営バスでも使えます

街のみんなで作り上げた都市デザイン

のです。横浜は戦後、市街地の多くが米軍により接収されていたため、復興

入れました。

桜木町駅・新横浜駅観光案内所、その他

行ったり、無料シャトルバスでIKEA港北に足を運ぶこと

みなとみらいエリアを見る

都市空間をつくることを目指

※チケットの詳しい案内は右記QRコードから

ットワイド」もあります。新横浜に出て、ラーメン博物館に

いつも見慣れた横浜の街並み。実は長い年月をかけてデザインされたも

し、都市デザインの手法を取り

みなとみらいや山下公園・中華街、野毛山動物園、
三溪園など主要観光スポットを網羅！

ぶらりチケットワイド 大人：550円／小児：280円

もできます。エリア内3回乗り降りするだけでもお得です。

魅力的なまちをつくる 都市デザインのはじまり

さ・楽しさ・潤いなどの美的価値や人間的価値に着目し、個性と魅力のある

適用区間内地下鉄駅・市営バス車内（一部）、定期券発売窓口

すね。さらに新横浜駅の乗降がついた「みなとぶらりチケ

のげやまくん

＊ 情報提供や広告掲載に関するお問い合わせは上記まで。 ＊ 紙面の無断転載を禁じます。

て位置付けて重点的に取り組むとともに、機能性や経済性だけでなく、美し

■販売場所

とみらいでのショッピングや中華街でのお食事も良いで

プレゼント

● 編集・発行/ベイ★キッズ編集部［NPO法人シャーロックホームズ］〒220-0002 横浜市西区南軽井沢18-1-110 TEL.045-324-5033 FAX．045-548-4514 http://baykids.jp info@baykids.jp

フラの整備に迫られた横浜市は、
これらのインフラ整備を
「六大事業＊」
とし

みなとぶらりチケット

が乗り降り自由。子どもが喜ぶ野毛山動物園の後は、みな

Present

ユニークな風景のみられる公園

協力：あそびい横浜

ぶらりチケット 大人：500円／小児：250円

横浜市営バスと横浜市営地下鉄ブルーラインの指定区間

お出かけにおすすめの
一日乗車券

ハッピーコミュニケーション

パパと遊ぼう

かる 車田尚子 関口麗 本田真弓 長谷山佐知子 土屋しおり
竹井裕香 デザイン：川本智子

子どもと一緒を楽しもう

■運賃

浜市有数の元気な商店街を巡るのもおすすめです。

弘明寺商店街はそばでお花見も！

京急線往復割引券と電車・バスの上記フリー区間１日乗車券がセットのきっぷです。

シーサイドライン 1日乗車券

これは行政だけの力でできることではありません。持ち主である民間事
業者や個人が都市デザインの大切さを理解し、街全体としての美しさのた

■運賃

シーパラだけじゃない！
たくさんの駅で降りて色々なことにチャレンジ♪

めに歩調を合わせることで成し遂げました。構想から40年。街の姿が更新
されるタイミングで少しずつ輪を広げ、横浜が誇る街並みを多く

大人670円／小児340円

■販売場所 シーサイドライン各駅の自動券売機
※1日乗車券の詳しい案内は下記QRコードから

シーサイドラインは沿線に魅力的なスポットが多数ありま

の人の協力によって作り上げてきたのです。

す。南部市場は一般客向けの卸売センターとして、食品の
他日用品や包装材の店もあり、園や町内会などのイベント

街を鑑賞しながら歩こう

時にお役立ち。大型スーパーのコストコや食品工場が集ま

プレゼント

っている幸浦、
福浦、
産業振興センター駅周辺も見逃せませ

そのほかにも歴史的資産の保全や駅などの公共空間のデザイン、海や

シーサイドラインはモノレールではなく、
ゴムタイ
ヤで走る新交通
（AGT）
です。

ん。幸浦駅のリネツ金沢温水プールはスライダーもあって

緑を最大限に生かした公園、商店街が主体となって取り組む街並み整備な

充実設備。海の公園は市内で唯一の海水浴場がある他、

ど、横浜には全国に先駆けて取り組んできた都市デザイン事例がたくさん
あります。

Present

BBQや潮干狩りができる場所として有名です。

オリジナルキャラクター「キラキラ☆シーたん」

シーサイドラインは新杉田~金沢八景の海沿いのエリアを走る路線です。

景観や公共空間の美しさや豊かさは、誰もが等しく受け取ることができ

JR東日本

る財産です。街を散歩する機会の多い乳幼児子育て期に、
ぜひ都市デザイ

■運賃

ヨコハマ・みなとみらいパス

ンについて知り、
いつものお散歩をもっと楽しんじゃいましょう！

席券売機、みどりの窓口および一部の駅の自動券売機
■有効期間 1日間

ちょっと大きい子と一緒に古き良き横浜散策はいかが？

歩道なのにオープンカフェができる珍しい
「日本大通り」

おとな520円／こども260円

■発売箇所 JR東日本京浜東北・根岸線「横浜〜新杉田」間の各駅指定

※きっぷの詳しい案内は下記QRコードから

京浜東北・根岸線横浜駅〜新杉田駅間とみなとみらい線全

根岸なつかし公園

線が乗り降り自由。関内・馬車道・日本大通り付近の歴史あ

旧柳下邸

る建物を見てから、
元町・中華街駅のエスカレーターで丘へ
出て山手西洋館巡り。一旦坂を下り石川町駅でJRに乗り、
根岸駅近くにひっそりと建つ「根岸なつかし公園

旧柳下

邸」へ。ジブリ映画の参考にもされたという和洋折衷住宅で
ファン必見です。その後桜木町に戻りみなとみらいの新しい
横浜の景色をみながら休憩すれば、
気分はもう横浜通！
Present

のげ やまくんを探せ！
のげやまくん

地域の記憶を展示している
「みなとみらい線馬車道駅」

あーあくん

いつもベイ★キッズを応援
してくれているのげやまくん

◆お話を伺った人

が紙面のあちこちに隠れて
いるよ。探してみよう！

休みの日には3歳になる娘と横浜散歩を楽しん
でいます。
お散歩ついでに場所の歴史や成り立ちが分かる
案内板を見てみるだけでも楽しいですよ！
横浜市都市整備局都市デザイン室

め~る

メルマガ会員募集

毎週水曜に子育てに役立つ情報配信中。
読者モデルやプレゼント企画などお得もいっぱい。

空メールでいますぐ登録

ad@baykids.jp
山田渚さん

「のげやまくん」のことを知りたい人はブログを見てね。
http://blog.nogeyamakun.com/
このベイ★キッズマガジンはNHK歳末たすけあいの配分金を活用して作成しました。

京浜東北・根岸線

プレゼント

ベイ★キッズ
ベイ★キッ読者プレゼント
ズクーポン

① 京急より

公式マスコットキャラクター
3名様
「けいきゅん」
メモ帳＆ボールペンセット

②シーサイドラインより
オリジナルキャラクター
「キラキラ☆シーたん」
BIGぬいぐるみ

3名様

応募キーワードは 「座布団に乗っているのげ
やまくんの数」※こののげやまくんは数えません。

締切：2019年2月28日 当選は発送をもってかえさせていただきます。
詳しくはベイ★キッズめ〜るにて。
（登録方法は左をみてね！）

