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神奈川県労福協
ならびに地域労福
協は、毎年恒例と
なった労福協「タ
オル一本運動」を
メーデー会場にお
い て 実 施 し、 集
まったタオルは、
福祉施設や社会福

祉法人等に寄贈しました。
県労福協は、母子生活支援
行なう10施設に1,700枚を

寄 贈
し、寄贈先の施設長からは「着の
身着のまま入居する方も多く頂戴
したタオルは大変助かります」な
どと感謝や御礼の手紙が寄せられ
ています。

神奈川県
労福協

組合員・参加者の「善意のタオル」
9,327枚を福祉施設に寄贈

　神奈川県労福協は、８月30日（木）神奈川県庁舎に
おいて「2019年度に向けた政策制度要請」を神奈川県
へ提出しました。
　冒頭、柏木会長は、「景気回復傾向や就労環境改善等
の報道がされているが、勤労者・生活者感覚とは乖離が
ある。超高齢社会や貧困など多くの課題を抱え、押し寄
せる波の強さ・高さがあるが、改善できればと思ってい
る。３月にフードバンクかながわを立ち上げ、活動を進
めているが、合わせて各種ご支援を要請したい」と挨拶
し、続いて市川事務局長が要請の概要説明を行いました。

　神奈川県・高澤産業労働局長は、
「ご提言は、県民の生の声や肌感覚
を反映したものと受け止めてい
る。今回のご提案・ご要望をいた
だき感謝する。十分に検討した上
で回答させていただく」と挨拶さ
れました。
　その後、提出した支援協力事項の補足説明や全体での
意見交換を行ない、神奈川県からの回答ならびに見解に
ついては、後日、改めて受けることとしました。

神奈川県
労福協

連合神奈川が事務局を担っているＶネット（かながわ勤労者ボランティアネット
ワーク）は、「チャリティ交流会フードドライブ」を10月９日（火）にレイクウッ
ドゴルフクラブにおいて実施します。家庭にある余剰食品を募り（フードドライブ）、

「フードバンクかながわ」を経由して、福祉施設・団体を支援することとしました。
募集するのは、穀類や保存食品、インスタント食品、調味料、お菓子など常温保

存できる食品等です。
交流会参加者の皆さんや、活動の趣旨にご賛同を頂ける団体の皆さまのご理解と

ご協力をお願いします。

右：県中央労福協　大島会長
左：海老名市社協　河野会長

中央労福協は、2017年からスタートした給付型奨学
金制度が不十分であることや貸与型奨学金の負担軽減、
返済困難者の救済は喫緊と捉え、アンケート調査第２弾
を実施し、制度改善に向けた世論喚起につなげて政策要
求や国会審議に反映することとました。

神奈川県労福協は、加盟
団体（労働組合、労働者福祉事業団体）の20代～ 30代
の組合員を中心に調査票によるアンケートを９月～ 10
月に実施します。

中央労福協

連合神奈川

幸保愛児園に寄贈する三浦半島労福協
の松本事務局長・篠原事務局次長

フードドライブの流れ

柏木会長（右）から要請を
受ける高澤局長（左）

「2019年度に向けた政策・制度ならびに支援協力についての要請」を提出

「奨学金や教育費負担に関する
�アンケート調査」を実施します

第7回チャリティ交流会で、
フードドライブを実施します

【2018年度タオル寄付数】 （2018.6.28）現在
組　織　名 集約枚数

第89回かながわ中央メーデー（神奈川・横浜労福協） 3,498枚
第89回メーデー川崎地区大会（川崎労福協） 1,745枚
第89回メーデー湘南地区大会（湘南労福協） 975枚
第89回相模原地域メーデー（相模原労福協） 407枚
第89回西湘地域統一メーデー（西湘労福協） 601枚
第89回小田原・足柄地域メーデー（小田原・足柄労福協） 853枚
2018三浦半島統一メーデー（三浦半島労福協） 476枚
第89回県中央地域メーデー（県中央労福協） 447枚
第89回厚木愛甲地区メーデー（厚木愛甲地域連合） 325枚
県内の合計 9,327枚

フードバンクかながわ

支援
団体

扌扌フードバンクかながわは
福祉施設や支援団体等に
食品を提供します

持ち
寄り

Vネット・神奈川県労福協が食
品をお預かりし、フードバンク
かながわにお届けします

提供

ゴルフ場に食品を持参いただきます

福祉
施設

奨学金の相談受付
月スタート
奨学金…

かながわ生活相談ネット

社会福祉の諸課題解決に向け



3

かながわ 労福協2018 年 9月 第 182号

８月４日、足柄上郡松田町寄において、「第17回やどりき

水源林のつどい」（森林づくり実行委員会主催）が開催さ

れました。当日は連合神奈川から97名（全体では400名規

模）の親子が参加し、晴れて、暑い中でしたが、森林イ

ンストラクターによる水源林トレッキング、森のコンサート、

森林交流会（丸太切り体験等）

を楽しみました。連合神奈川

は、環境啓発活動として参画

し、子供たちが、夏休みの楽

しい一日となるよう「すいか割り」を行いました。

【高校生記者の取材】
ハイスクールエイジを応援する神奈川新聞発行のフ

リーマガジン「H ! P」の高校生記者ら10人が７月26日
に『食品ロス』視点から取材に訪れ、フードバンク活動
の仕組みに興味と関心を持って取材して頂きました。

【体験研修】
女子高校生は、カナダで

フードバンクを知ってから
関心を持ち「フードバンク
かながわ」でボランティア
活動を体験しました。体験
後に「豊な社会で生活困窮

者の存在を知り何かしたい」と熱心に語っていました。

【フードドライブ】
横浜水道労組は７月にフードドライブを実施し84点

（73.2㎏）を「フードバンクかながわ」に寄贈いただき
ました。加えて、神奈川県生協連のユーコープは８月を
フードドライブ期間に設定し県内20店舗で実施し、そ
の他にも横浜市資源循環局は市内の「区民まつり」でフー
ドドライブを実施し、今後「ヨコハマＷai Ｗaiフェスタ」
や連合神奈川のチャリティ交流会でも実施が予定される
などフードバンク活動は広がりをみせています。

連合神奈川

横浜水道労組寄贈品

秋本番を迎え、旬食材の美味しさをご堪能頂
ける“秋の味覚”をご用意しております。
料金も大変お得にプライスダウン致しました。
ぜひ一度、ご賞味ください。

ワークピア
横浜

核兵器禁止条約の採択から1年　核兵器廃絶の願いを
込めて世界とつながる「みんな浴衣で七夕アクション」

核兵器のない世界はみんなの

願いです。「ヒロシマ・ナガサキ

の被爆者が訴える核兵器廃絶国

際署名」は世界の心を動かし、

昨年７月７日には国連史上初めて核兵器禁止条約が採択

されました。７月７日は七夕。願い事を書いた短冊や飾

りを笹竹につけて星に願い事を

する素敵な日。「この地球上から核兵器をなくそう」を、

浴衣を着て呼び掛けました。

第6回福島と海老名の子ども交流キャンプ
台風の影響で開催が危ぶまれましたが、期間を２泊３

日と短くして開催。福島の南相馬の子どもたち25名と

海老名の子どもたち25名が、実行委員をはじめたくさ

んの皆さまのご支援で思い出となる交流ができました。

県生協連

「フードバンクかながわ」の情報は、
「URL http://www.fb-kanagawa.com」、Facebookで

最新ニュースをアップしています。

広がり見せるフードバンク活動

猛暑を忘れ、「すいか割り」に熱中する子供たち

フードバンク
かながわ通信

《秋メニュー開始》 【期間】9月1日（土）～ 11月30日（金）

人気の着席プランをプライスダウンしました

料理7品+フリードリンクオールアイテム+
マイク2本・会場2時間無料

￥5,400 →￥5,000–（税サ込）
￥6,480 →￥6,000–（税サ込）

「七夕アクション」と「福島と海老名の
子ども交流キャンプ」を開催

〜やどりき水源林のつどい〜

〜興味と関心を持つ高校生〜

［お問合せ］☎045-664-5252
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2018年６月に震度６弱を観測した大阪府北部地震、
７月には甚大な被害を招いた西日本豪雨が発生するな
ど、自然災害は毎年、各地で発生しています。全労済は
発災直後から職員を災害地に派遣し、被災組合員宅への
お見舞いと被害確認活動を行ない、一日も早く生活再建
ができるように取り組んでいます。
～自然災害保障は備えていますか～

近年、私たちの暮らしは幾多の大規模な自然災害の脅
威に晒されています。住宅に関する損害は、建物の損壊
や雨漏りなどの家屋の被害や家財の損害など約８割以上

が自然災害によるものです（全
労済2016年度「住まいに関す
る共済金」原因別支払件数より）。全労済の「住まいる
共済」は火災保障だけではなく、自然災害にも手厚く備
えることができます。突然の被災からの生活再建対策と
して住まいの保障を備えることをおすすめいたします。

2018年７月31日（火）、神奈川県労働者共済生活協
同組合第71回通常総代会および全労済神奈川推進本部
第１回組合員代表者会議が開催されました。

当日は、453名の総代や多数のご来賓にご出席いただ
き、冒頭、元重神奈川推進本部長はこの度の災害に対す
るお見舞いと新たな中期経営政策にふれ、「組合員の皆
さまの暮らしの豊かさと安心を高めるため、全力で取り
組んでいきたい。」と述べたのち、2018年度推進活動計

画等、全議案・議事につい
て確認・承認されました。

全労済は、組合員・協力
団体に寄り添い、「お役立
ち発想」と「共創活動」を
実践し、「みんなでたすけ
あい、豊かで安心できる社会づくり」の実現に向けて、
さらなる発展を目指してまいります。

2018年６月28日（水）、中野サンプラザにおいて「第
18回通常総会」が開催されました。代議員をはじめ、
多数のご来賓の方にご出席いただく中で、第６期中期経
営計画策定をはじめとする全5議案について審議いただ
き、承認されました。

冒頭、松迫理事長は「本業の労働者自主福祉金融事業
を通じて、社会的責任をはたすべく、会員と協働で組合

員のライフプランニングを支援
していく」と述べ、「働く人の
ベスト金融アドバイザー」とし
ての役割を発揮していくことを
改めて説明しました。中央ろうきんは、今後も会員・組
合員の声を大切にし、福祉金融機関としての役割を果す
べく、諸課題に取り組んでまいります。

中央ろうきんでは、乳がんの早期発見・早期受診・早
期治療の大切さを伝える、「ピンクリボン運動」の趣旨
に賛同し、「お客さまに参加いただく社会貢献活動」と
して、2011年より応援しています。 

今般、2017年度の寄付の対象となるお取引（※）件
数に基づき、3,934,365円を公益財団法人日本対がん協
会「ほほえみ基金」に寄付いたしました。今回の寄付の
結果、2011年９月の取組み開始からこれまでの寄付総
額は、91,961,703円となりました。 

中央ろうきんは、今後も乳がんの撲滅に向けたピンク
リボン運動への支援を継続してまいります。

全労済

全労済

中央労金

中央労金
〜ろうきんのCSR活動報告〜

　　 被災受付件数 調査完了率
大阪府北部地震 10,351 96.0%

西日本豪雨 5,898 95.0%
（2018年８月27日現在）

ピンクリボン運動寄付の
対象となるお取引
右記の①・②のお取引１件につき

「１円」を、③のお取引１件につき
「50円」を、中央ろうきんが公益
財団法人日本対がん協会「乳がん
をなくす ほほえみ募金」に寄付い
たします。
寄付の対象となるお取引は、当金庫のシステム
で判定可能なものに限らせていただきます。
※1  同じ月に10万円以上の給与・賞与振込が

複数回あった場合、１件としてカウント
します。 

※2  同じ月における複数回の給与振込を合算
すると10万円以上となる場合、１件とし
てカウントします。

詳しくは中央ろうきん
ホームページで
http://chuo.rokin.com
中央ろうきん 検索

2018年7月1日現在

迅速な共済金のお支払いに奮闘中

組合員・協力団体に寄り添い、「お役立ち発想」と「共創活動」を実践します

会員と協働して組合員のライフプランを応援します

中央ろうきんはピンクリボン運動を応援しています

〜大阪府北部地震および西日本豪雨の現場調査状況〜

〜神奈川労済第71回通常総代会／全労済神奈川推進本部第1回組合員代表者会議�開催報告〜

〜第18回　中央労金通常総会　開催報告〜
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県中央地域
労福協

「ナイスゴール」大きな
歓声がかもめパークに響き
渡りました。

横浜労福協が主催、川崎
労福協、中央労働金庫（横
浜・川崎市内店舗）が協催

する「家族ふれあいサッカー教室2018」が７月16日（土）
横浜市泉区のかもめパークで開催されました。気温35
度を超える猛暑の中、総勢150人をこえる参加者が大汗
をかきながらカラフルに彩られたサッカーボールに夢中

になりました。
横浜労福協柳井会

長、川崎労福協小原会長よりあいさつをいただいた後、
Jリーグ３部に所属するY.S.C.C の選手・コーチによる優
しく・楽しいサッカー教室と親子参加でのミニゲームで
は、暑さを吹き飛ばすほどの熱いプレイに盛り上がりま
した。

これまで行ってきた野球教室から替わって初めての
サッカー教室でしたが、記念撮影とサイン会まで参加者
一同心ふれあえる一日となりました。

８月４日（土）、地域連合・
労福協共催の大人気イベント

「フェリー DE花火」を開催し
ました。

加盟団体と児童養護施設（38人）の子どもたち・ひ
とびとみうら会員（35人）など約560人を超える参加
者が、「2018よこすか開国際花火大会」をフェリーの上か
ら楽しむことが出来ました。

当日は、好天に恵まれ、例年同様、家族やカップルなど多く
の方が参加し、船上から見る最高の花火大会となりました。

横浜・川崎
労福協

三浦半島
労福協

かつてインドシナ難民定
住促進センターがあったこ
ともあり、県央地区は外国
籍市民が多く暮らす所で
す。県中央労福協は地域で

活動するNPOと協働して、外国籍の子どもたちの学習支
援に取り組んでいます。

この学習教室は毎週土曜日の午前中に開かれ、南米、
アジア、中東など様々な国籍の小中高校生が集まってき
ます。教えるスタッフも学生、主婦、教員など多彩なメ
ンバーがボランティアとして関わっています。

日常生活では不便なく日本語を使いこなす子どもた

ち。しかし「頭が痛い」は分か
るけれど、「頭痛」と言われると

「？」になることも。まして勉強で使う言葉には苦労が
多い現実です。この日も３年生の漢字で「しょうてん？
ああ、お店のことか」とい
う一幕も。

勉強だけが目的ではな
く、同じ苦労をする友だち
と交流する居場所でもあ
る、この学習教室。共に地
域社会を担う一員として成長してもらうことを願って、
これからも継続していきます。

午後７時15分からの約30分間、
尺玉花火やスターマイン、水中花
火など約5000発の花火に大歓声が上がりました。

多くの参加者がカメラやスマートフォンを使い船か
らの絶景の花火写真を撮影していました。

参加した皆さんにとって、夏休みの良い思い出になっ
たと思います。

また、「フェリー DE花火」の参加者に入場の際、「西
日本豪雨災害」被災者へのカンパ活動を行い、30,600
円が集まりました。

外国籍の子どものための
学習教室を開催中

地　域
労福協
だより

暑さ吹き飛ばす熱いプレイ
家族ふれあいサッカー教室2018

東京湾フェリーからの横須賀開国祭花火は絶景!
「三浦半島労福協・地域連合共催

2018フェリーDE花火」開催
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通年にわたり全国から出荷されるため旬を感じにくいが、旬は9月から11月。寒暖

差に強く生育が早い。北海道から沖縄まで、盛んに栽培されている。原産地は中国華

南地方。日本に伝わったのは、1970年代の日中国交回復の頃。中国野菜の中でも身

近な野菜の1つ。白軸のものはパクチョイとも呼称。

◎選ぶ
　葉の色が濃緑色で、軸が短めのもの。密に葉が付い

ているものが良い。葉に厚みがあり、株の根元付近が

ふっくらとしているものの方が甘味がある。鮮度が落

ちると葉の色が薄くなり、黄色く変色してくる。新鮮

なうちに調理しましょう。

◎保存する
　新鮮なうちに食べたい葉野菜。調理するまでは乾燥

しないよう濡れた新聞紙などで包み、ポリやビニール

の袋に入れて野菜庫に立てて入れておく。生のまま調

理する方が当然美味しいが、量が多く食べきれない場

合などは冷凍保存ができる。冷凍保存の場合は、水１

リットルに対して塩20g、大匙にたっぷり１杯程を加

え、沸騰している熱湯に、根も

と部分を先に10秒程浸けてか

ら全体を浸し10秒位で上げて

冷水に落とす。冷えたら水気を

よく絞り、ラップなど小分けし

て保存袋に入れて冷凍する。

◎美味しく食べる
　茹で時間は用途によって変える。お浸しやあえ物に

は根元の部分を20秒程浸けてから葉の部分も浸けて

30秒程茹でます。更に加熱する場合固めに、全部浸

けてから10秒程度であげ、冷水に落とす。炒め物に

はアクが少ないので、生のままで大丈夫。時間をかけ

ると水分が出て歯ざわりがなくなってしまうので、強

火で一気に火を通す。漬物にも向いている。

◎すごい力だ
　含まれる栄養の代表格といえばβ-カロテン。体内

で必要な量がビタミンAに変化する栄養素で様々な効

能を期待。中でも視力維持の効能や皮膚や粘膜を健康

に保つ効能があり肌荒れや風邪の予防にも効果的。そ

の他、細胞内の浸透圧を調整するカリウムやカルシウ

ム、ビタミンKなどとお奨め野菜です。油を加えて茹

でると、ビタミンの吸収率が上がるだけでなく、チン

ゲン菜の色が鮮やかに仕上がります。

おいしく食べて、いつも元気においしく食べて、いつも元気に
ちんげん菜（アブラナ科、青梗菜、和名：タイサイ）食

テ ー マ：「一人ひとりが大切にされる社会を
� ～地域で、豊かに、人と生きる～」
日　　時：2018年10月11日（木）10時～13時
会　　場：ワークピア横浜
講　　演：山本浩司（中央労福協アドバイザー）
活動報告：「豊かに健やかに生きる」「「つながる」
　　　　　「食と健康、そして未来へ」
展示交流：各生協・協同組合
〔参　加　費〕無料（保育あります）
〔問い合わせ〕神奈川県生活協同組合連合会
　　　　　　　045-473-1031まで

2018年神奈川県生協大会

HP www.lba.ne.jp
TEL 045-421-4141　FAX 045-421-4146

　エル・ビー・エーは、

　　　・記 念 品 で「感謝」を
　　　・常 備 薬 で「健康」を
　　　・リフォームで「安心」をお届けしています。
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○�表紙のJAXAが相模原にある
のを初めて知り家族で行っ
てみようと思いました。講

　�座やセミナーも多く行われていることを知り、活動内容がよく分か
りよかったです。� （平塚市・Ｋ様）

○�フードバンクが始動した記事が一番印象的でした。生活困窮者支援
の活動が活発になることを期待しています。� （横浜市・Ｍ様）

○�近所の公園が紹介されていて嬉しいです。いつも楽しみにしていま
す。� （相模原市・Ｋ様）

○�モロヘイヤの記事がとてもわかりやすく、書いてありよかった。
　� （横浜市・Ｔ様）
○�神奈川ぶらり散歩を毎回楽しみにしています。行ったことのない場
所が掲載されていると行ってみたくなります。� （横浜市・Ｓ様）

○�フードドライブのことを初めて知りました。メーデーには参加できま
せんでしたがこの活動がもっと広がることを期待しています。

　� （横浜市・Ｓ様）
○�毎月楽しくそして勉強しながら読んでいます。これからも色々な情
報をお願いします。� （横浜市・Ｍ様）

【応募方法】
❶ クイズの解答（8個）。まちがっている箇所のマスの座標をご記入ください。
　 単独マスの座標の場合…英字と数字（Ａ−1、Ｂ−2等）
　 複数のマスの座標にまたがる場合…複数の英字と数字（Ａ・Ｂ−１、Ｃ・Ｄ−５等）、もしくは、英字と
　 複数の数字（Ｂ−１・２、Ｃ−３・４等）　※同じマスに複数のまちがいがある場合もあります。
❷ 住所、氏名、勤務先を明記の上、ご応募ください。
❸ 応募には「かながわ労福協」9月号に対するご感想、ご意見を必ずご記入ください。
❹ 応募は、メールまたはＦＡＸ、ハガキでお送りください。
　 ※メールの件名には【クイズ応募】と入力してください。
❺ 正解者の中から抽選で5名の方に図書カード（1,000円）を進呈いたします。
❻ 締切　2018年9月30日（日）

下に並んだ２枚の絵を見比べて違っている箇所を8個探してください。（画：西澤  修 氏）

【宛先】 〒231-0026  横浜市中区寿町1−4 かながわ労働プラザ5F 
 神奈川県労福協  編集委員会あて　メール：rofuku＠kanagawarofukukyo.com　
 FAX：045−227−6291

前回の正解

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
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読者のお便り

　　　　　【ゆっくりプラン】　￥9,720 ～（1泊3食付）
　　　　　　�特典：翌日の昼食付き（15：00まで個室をご用意）
　　　　　【研修プラン】　￥7,560 ～
　　　　　　�特典：会議一日一回につきコーヒーサービス
　　　　　　�※�ご宴会プランも別途、ご相談申し受けます。

［お問い合わせ］いこいの村あしがら　URL�http://www.ikoi.or.jp
� TEL�0465–82–2381��FAX�0465–82–1384
　※料金（税込）　※入湯税150円別途　
　※金曜・土曜・祝前日・年末年始・夏期を除く　※1部屋4～ 5名様料金です。

　開催日時：2018年10月20日（土）10：00 ～ 15：00
　開催場所：日本大通り
　「がんばろう東北・横浜から愛の風を！」をスローガンに、毎年
秋に開催しています。勤労者の福祉増進や被災地支援をテーマに
かかげ、模擬店等のほか、子どもダンスチーム、琉球舞団昇龍祭
り太鼓、視覚障がい者ガイドヘルパー体験、子どもコーナー、フー
ドドライブなどを企画しています。是非、お立ち寄り下さい。

【開催日・会場】  10月28日（日）　10時～12時
� 横浜会場（崎陽軒本店6階会議室）
� 11月��3日（土）　10時～ 12時
� 相模大野会場
� （小田急ホテルセンチュリー相模大野）

【セミナー内容】 Ⅰ部　住宅取得の基礎知識講座
� Ⅱ部　知っておきたい！
� 　　　住宅ローン基礎講座
　　　　※個別相談会も並行して開催します（14時まで）

【お問い合わせ】 中央労働金庫　神奈川県本部
� 045-661-5555まで
　　●主催：中央労働金庫　神奈川県本部
　　●協賛：ハウスメーカー 4社

住宅取得・住宅ローンの基礎知識が
まとめて聞けます！

※参加費は無料。事前予約が必要となります。（先着順のため締切あり）

中央ろうきん
「住宅セミナー」のご案内

恒例

第31回 2018
イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

《ゆっくりプランと研修プラン》を展開中



戦国大名の魁である「北条早雲（伊勢宗瑞）」は、伊豆半島制覇ののち、1513年三浦半島攻略の
拠点となる玉縄城を築城し、城主に次男氏時を据え、三浦氏を新井城に攻め滅ぼします。
これによって相模、三浦を制し、関東全域の経略を開始します。豊臣秀吉の小田原攻めに際し、 
玉縄城は家康の軍勢に包囲され、無血開城し、６代80年続いた玉縄城は北条氏の居城ではなくなりました。

【大船観音寺のあゆみ】　
　昭和２年２月、観音像建立の
勧募が始められましたが、世界
恐慌で寄付金は集まらず、未完
成のまま23年間放置されました。
　昭和35年４月に落慶式が行わ
れ、曹洞宗「大船観音寺」とし
て現在に至っています。
【原爆慰霊碑】　昭和45年４月、
境内に「原爆犠牲者慰霊碑」が
建立され、右手に「原爆の火の
塔」があります。燃えあがる広
島の「残り火」が分火され、今
も灯っています。

【境内】　「地蔵尊」、「照心閣」、「絶海庵」、「慈光堂」、「山門」、「鐘楼堂」
などがあります。

　観賞植物の生産振興と花園芸の普及のため、昭和37年
に開設され、国内外から収集した観賞植物を栽培・展示し
ています。現在、3,000品種が四季折々の彩どりを演出し
ています。また、展示会や園芸教室・園芸相談を随時開催
しています。

大船観音から北条氏ゆかりの史跡に触れながら、
フラワーセンターで植物観賞できる半日コース

●かながわ労福協vol.182（2018年9月発行）　●発行責任者／市川  敏行
●発行所／神奈川県労働者福祉協議会　横浜市中区寿町1−4 かながわ労働プラザ5階　☎045（227）6290

神奈川ぶらり散歩
船大 駅 エ リ ア

【拝観時間】９時～ 16時50分
【拝 観 料】大人： 300円 (高校生以上)　子供： 100円 (小･中学生)　
　　　　　 ※幼児は無料

【白衣観音像の大きさ】
　高さ：25.39メートル　　幅：18.57メートル　　奥行：12.73メートル
　重量：1.915トン

大船観音寺

円光寺は、永禄年間（1558
～ 1570年）に玉縄城城内に
創建されたが、廃城になると
現在の地に移されてた。薬師
堂は行基作と伝わる薬師如来
像、十二神将像が祀られてい
るが、60年に一度開帳され
る秘仏。

円光寺

久成寺（日蓮宗） は、1520
年創建。徳川家康が小田原攻
めの際に立ち寄り、「葵の紋」
入りの弁当箱を授けられたと
いう。境内には、三代将軍源
実朝を暗殺した公暁を討った
とされる長尾定景（上杉謙信
の祖先）一族の墓がある。

久成寺

玉縄城は、1513年に北条
早雲によって築かれたお城
です。一門の重要人物が城
主になっていました。江戸
時代、1703年長沢松平氏
が転封になったのを機会に
廃城となりました。

玉縄城址

玉縄北条氏の菩提寺となっている
曹洞宗の寺院。玉縄城３代城主北
条綱成が建てた瑞光院がもとに、
1575年に６代城主氏勝が４代城
主氏繁を弔うため「龍宝寺」とし
て建立した。境内には、江戸時代
初期の典型的な農家を移した「旧
石井家住宅」と「郷土資料館」が
ある。

龍宝寺

1526年、安房の里見実尭
が鎌倉に攻め込んだ際、玉
縄城を守る北条氏時は戸部
川（柏尾川）べりで防戦し
ました。戦後、氏時が敵味
方の首を交換してここに
葬ったと伝えられるところ
です。

玉縄首塚

大船観音寺キャラクター
「のんちゃん」

大船フラワーセンター

【開園時間】
　3月～ 10月…9：00 ～ 17：00　11月～ 2月…9：00 ～ 16：00
　※最終入園は閉園時間の30分前です。

【休園日】　
　 第2、第4月曜日（祝日の場合は開園し翌日が休園日となります）
　年末年始（12月29日～ 1月3日）

【入園料】
　20歳以上（学生除く）…400円（20名以上350円）
　学生・20歳未満…200円（20名以上150円）
　高校生・65歳以上…150円（20名以上100円）
　中学生以下、身体障害者手帳をお持ちの方は入園無料
　※ 学生・20歳未満・高校生・65歳以上・身体障害者の方は
　　証明できる手帳をお持ちください。

大船観音寺

玉縄城址
龍宝寺

円光寺

大船フラワセンター

玉縄首塚
久成寺

Ｊ
Ｒ
大
船
駅

至横浜

大船駅

玉
縄
北
条
氏
の
系
譜

小田原
・
北条氏

玉縄
・

北条氏

初 代

北条　早雲
1432? ～ 1519

二 代

北条　氏綱
1487 ～ 1541

初 代

北条　氏時
（早雲の次男）
1489 ～ 1531

三 代

北条　氏康

二 代

北条　為昌
（氏綱の三男）


