
 

①鉄道創業の地

 明治

浜・

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

下道入口壁面にある。

②近代街路樹発祥の地

 慶応

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

られた。近代的街路樹の先駆である。

③アイスクリーム発祥の地

 明治２年

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

ームの初めだ。その後全国に広まる。

④日本最初のガス灯

 明治５年

通りにかけて日本最初のガス灯が点された。当時を

したガス灯が碑の両側に立っている。

⑤旧横浜正金銀行

 横浜正金銀行本店は明治

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

された。

⑥旧横浜駅プラットホーム

 大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

しまれていた。

⑦横浜赤レンガ倉庫

赤レンガパーク

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

名称は

⑧鉄軌道と転車台

 ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

車台で、遺構がガラス越しに見られる。

⑨ゾウの鼻

 神奈川県庁

神奈川県

 【参考資料】
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明治 5 年(1872)

・新橋間に日本

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

下道入口壁面にある。

近代街路樹発祥の地

慶応 3 年ころ

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

られた。近代的街路樹の先駆である。

アイスクリーム発祥の地

明治２年(1869)

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

ームの初めだ。その後全国に広まる。

日本最初のガス灯

明治５年(1872)

通りにかけて日本最初のガス灯が点された。当時を

したガス灯が碑の両側に立っている。

旧横浜正金銀行

横浜正金銀行本店は明治

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

された。 

旧横浜駅プラットホーム

大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

しまれていた。 

横浜赤レンガ倉庫

赤レンガパーク

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

名称は横浜税関新港埠頭倉庫

鉄軌道と転車台

ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

車台で、遺構がガラス越しに見られる。
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(1872)、イギリス人

日本最初の鉄道が開設した。当時の横浜駅

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

下道入口壁面にある。 

近代街路樹発祥の地 

年ころ(1867)開港場・横浜馬車道では、美しい

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

られた。近代的街路樹の先駆である。

アイスクリーム発祥の地 

(1869)町田房三が馬車道に氷水店を出し、「あ

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

ームの初めだ。その後全国に広まる。

日本最初のガス灯 

(1872)高島嘉右衛門のガス会社により、本町

通りにかけて日本最初のガス灯が点された。当時を

したガス灯が碑の両側に立っている。

旧横浜正金銀行  

横浜正金銀行本店は明治

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

旧横浜駅プラットホーム 

大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

 

横浜赤レンガ倉庫  

赤レンガパークとして整備され、

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

横浜税関新港埠頭倉庫

鉄軌道と転車台 

ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

車台で、遺構がガラス越しに見られる。

回古民家歴史部会・歴史探訪

「横浜散策１８区シリーズ・第

年 7 月 3 日(水

JR 桜木町駅(

横浜市庁、横浜地方裁判所

行政機関が集中している中心的な

散策コース「横浜」

昭文社)  ★横浜・歴史の街かど

、イギリス人技師モレルの

最初の鉄道が開設した。当時の横浜駅

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

開港場・横浜馬車道では、美しい

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

られた。近代的街路樹の先駆である。 

  

町田房三が馬車道に氷水店を出し、「あ

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

ームの初めだ。その後全国に広まる。 

高島嘉右衛門のガス会社により、本町

通りにかけて日本最初のガス灯が点された。当時を

したガス灯が碑の両側に立っている。 

横浜正金銀行本店は明治 37 年(1904)

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

  

大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

として整備され、横浜みなとみらい

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

横浜税関新港埠頭倉庫。 

ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

車台で、遺構がガラス越しに見られる。

回古民家歴史部会・歴史探訪

「横浜散策１８区シリーズ・第

水)  「中区の歴史を

(改札口) 9

横浜地方裁判所

が集中している中心的な

散策コース「横浜」(昭文社)

★横浜・歴史の街かど

技師モレルの尽力で横

最初の鉄道が開設した。当時の横浜駅

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

開港場・横浜馬車道では、美しい

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

町田房三が馬車道に氷水店を出し、「あ

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

高島嘉右衛門のガス会社により、本町

通りにかけて日本最初のガス灯が点された。当時を 復元

(1904)にけんせつされ

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

横浜みなとみらい

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

車台で、遺構がガラス越しに見られる。 

回古民家歴史部会・歴史探訪 

「横浜散策１８区シリーズ・第 14 回」

中区の歴史を

9 時 50 分厳守同時出発

横浜地方裁判所、神奈川県警察本部

が集中している中心的な

)  ★神奈川県謎解き散歩

★横浜・歴史の街かど(横浜開港資料館

で横

最初の鉄道が開設した。当時の横浜駅

は今の桜木町駅あたりにあった。駅長室跡記す銘板が地

開港場・横浜馬車道では、美しい

景観づくりのため、各商店により柳と松の街路樹が植え

町田房三が馬車道に氷水店を出し、「あ

いすくりん」と名づけて売り出した。これがアイスクリ

高島嘉右衛門のガス会社により、本町

復元

にけんせつされ

た。明治時代の産業の発展に貢献した貴重な建造物・敷

地であることから、国の重要文化財及び国の史跡に指定

大正から昭和にかけて海外航路華やかな時代に東京駅

からここまで汽船連絡列車が乗り入れていた。シアトル

航路の氷川丸などの客船に接続し、岸壁列車と呼ばれ親

横浜みなとみらい 21

地区の代表的な観光施設となっている。建設当時の正式

ここは横浜港発祥の地。港荷役に使われた鉄軌道と転

 この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

通称

地区から始まりました。横浜市では、開港

成 21

ープンしました。

⑩三

 公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

場」の建物である。

⑪電信発祥の地

 明治

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

様の記念碑が横浜地方検察庁の玄関わきにある。

⑫救急発祥の地

 ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

も日本初の消防車

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。

⑬日本最古の公園

 明治元年

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

を望んでいる。

⑭神奈川県電気発祥の地

 明治

火力発電所を建設し、初めて市内

始めた。

⑮横浜スタジアム

 通称

拠地として使用されている。

⑯港町魚市場跡

 明治

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

したが、昭和

に移転した。

 

回」 

中区の歴史を碑もとく」

分厳守同時出発 

神奈川県警察本部

が集中している中心的な区である 

神奈川県謎解き散歩

横浜開港資料館)  

この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

通称『象の鼻』

地区から始まりました。横浜市では、開港

21 年 6月 2日（開港記念日）に象の鼻パークとしてオ

ープンしました。

三塔物語スポット

公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

場」の建物である。

電信発祥の地

明治 2 年(1869)

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

様の記念碑が横浜地方検察庁の玄関わきにある。

救急発祥の地

ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

も日本初の消防車

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。

日本最古の公園

明治元年(1868)

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

を望んでいる。

神奈川県電気発祥の地

明治 23 年(1890)

火力発電所を建設し、初めて市内

始めた。 

横浜スタジアム

通称ハマスタ

拠地として使用されている。

港町魚市場跡

明治 7 年(1874)

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

したが、昭和 6

に移転した。            

」 

神奈川県警察本部など、 

神奈川県謎解き散歩(新人物文庫

 ★中区役所発刊図書ほか

この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

『象の鼻』と呼んでいます。横浜の港はここ象の鼻

地区から始まりました。横浜市では、開港

日（開港記念日）に象の鼻パークとしてオ

ープンしました。 

塔物語スポット 

公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

場」の建物である。 

電信発祥の地 

(1869)、この地にあった横浜電信局と東京通

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

様の記念碑が横浜地方検察庁の玄関わきにある。

救急発祥の地 

ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

も日本初の消防車(大正3年

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。

日本最古の公園 

(1868)日本政府の招きで来日した英国人土木

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

を望んでいる。 

神奈川県電気発祥の地 

(1890)に横浜共同電灯会社がこの地に石炭

火力発電所を建設し、初めて市内

横浜スタジアム 

ハマスタと呼ばれ、横浜

拠地として使用されている。

港町魚市場跡 

(1874) 高島嘉右衛門がこの地に生鮮食品の

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

6 年(1931)開設の中央卸売市場

             

 

新人物文庫)  ★横浜地図帳・街の達人

役所発刊図書ほか

この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

と呼んでいます。横浜の港はここ象の鼻

地区から始まりました。横浜市では、開港

日（開港記念日）に象の鼻パークとしてオ

公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

、この地にあった横浜電信局と東京通

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

様の記念碑が横浜地方検察庁の玄関わきにある。

ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

年)や救急車(昭和

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。

日本政府の招きで来日した英国人土木

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

に横浜共同電灯会社がこの地に石炭

火力発電所を建設し、初めて市内 700 軒に電力の供給を

と呼ばれ、横浜 DeNA ベイスターズの本

拠地として使用されている。 

高島嘉右衛門がこの地に生鮮食品の

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

開設の中央卸売市場

 

★横浜地図帳・街の達人

役所発刊図書ほか 

この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

と呼んでいます。横浜の港はここ象の鼻

地区から始まりました。横浜市では、開港 150 周年の平

日（開港記念日）に象の鼻パークとしてオ

公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

、この地にあった横浜電信局と東京通

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

様の記念碑が横浜地方検察庁の玄関わきにある。 

ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

昭和 8年)が配備さ

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。

日本政府の招きで来日した英国人土木

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

に横浜共同電灯会社がこの地に石炭

軒に電力の供給を

ベイスターズの本

高島嘉右衛門がこの地に生鮮食品の

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

開設の中央卸売市場(神奈川区

★横浜地図帳・街の達人

この防波堤を上から見ると象の鼻に似ていることから、

と呼んでいます。横浜の港はここ象の鼻

周年の平

日（開港記念日）に象の鼻パークとしてオ

公園の中心になっているのが、かつての「清水製糸工

、この地にあった横浜電信局と東京通

信局の間で、日本で初めて電報が取り扱われた。電波模

ここは明治期の居留地消防隊の本拠地であり、その後

が配備さ

れるなど、日本の近代消防のゆかりの地と言える。 

日本政府の招きで来日した英国人土木

技師リチヤード・ヘンリー・ブラントンは、日本沿岸各

地に灯台を建設する一方、横浜公園や日本大通りの設計

など、横浜の近代的なまちづくりにそくせきをのこした。

横浜公園には彼の胸像があり、日本大通りとその先の港

に横浜共同電灯会社がこの地に石炭

軒に電力の供給を

ベイスターズの本

高島嘉右衛門がこの地に生鮮食品の

市場を開いた。当時は脇を川が流れ物流にも便利で繁盛

神奈川区)




