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PARTⅠ 2月7日(金)〜16日(日)
大森裕､先崎多栄子､荒木絢子､小滝卓央､島村恵美､
熊谷忠浩､punkuma､やすえひでのり､三谷育生､利根川清
PARTⅡ 2月21日（金）～3月1日（日）　
深川裕子､Kiyochan､大塚義孝､渥美大亮､矢部一樹､
かどのあきひろ､クワイケイイチ､池内育美､信清正充

上映会

Art Gallery 山手
11:00～18:00開館
Tel 045-628-0267

フェリスホール
問合せ先：フェリス女学院大学
演奏委員会室
Tｅｌ：045-681-5189
（月火木金 10：00～17：00）
E-mail:concert_office@feris.ac.jp

第11回猫・ねこ写真展　
11：00～18：00（最終日17：00）

大佛次郎記念館
10:00～17:00開館（最終入館16:30）
休館日：月曜日（月曜日休日の場合は翌平日）
Tel 045-622-5002

「誕生！鞍馬天狗」
〜みんなのHEROができるまで〜

「フェリス・名曲コンサート」

期　 間　1月4日（土）～4月19日（日）
入館料　大人（高校生以上）200円/中学生以下無料/
　　　　　 市内在住の65歳以上の方無料
　

主    催　　　　横浜山手芸術祭実行委員会
　　　　　　　　　（公益財団法人横浜市緑の協会　NPO法人横浜市民アクト　山手東部町内会　
　　　　　　　　　山手西部自治会　横浜山手ボランティアネットワーク　NPO法人横浜山手アーカイブス)
協    力　　　　公益財団法人神奈川文学振興会　公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
　　　　　　　　　ROCHE　喫茶エレーナ　山手資料館　えの木てい　KKRポートヒル横浜
会    場　　　　県立神奈川近代文学館　大佛次郎記念館　Art Gallery山手　フェリスホール
　　　　　　　　　横浜山手西洋館（外交官の家　ブラフ18番館　山手234番館　横浜市イギリス館　山手111番館）
問 合せ　 　   横浜山手西洋館管理事務所
　　　　　　　　　〒231-0862　横浜市中区山手町234-1　Tel 045-323-9500

2020.1.25SAT. ~2.24 MON.

第 14 回横浜山手芸術祭
Y O K O H A M A
ART FESTIVAL

外交官の家
フェリス女学院中学校・高等学校
ブラフ18番館 ※2/12(水)休館日
横浜女学院中学校 高等学校
横浜共立学園中学校
山手234番館
横浜雙葉中学高等学校
サンモールインターナショナルスクール
横浜市立元街小学校
横浜市イギリス館
横浜インターナショナルスクール
山手111番館 ※2/12(水)休館日
聖坂養護学校
大佛次郎記念館 ※2/10（月）休館日
横浜市立北方小学校

ユースギャラリー
山手にある学校の児童・生徒の美術作品展を
山手西洋館5館と大佛次郎記念館で開催しております。
出展作品は、いずれも力作揃いです。是非ご覧ください。

2月8日（土）
       ～16日（日）
9:30～17:00

2月8日（土）
       ～16日（日）
10:00～17:00

横浜山手芸術祭期間中（1/25～2/24）芸術祭リーフレットを持参して、
文化施設や飲食店を利用するとサービスが受けられます。

音のグルメ　ア・ラ・カルト
～フェリス女学院大学音楽学部副手によるコンサートVol.13～

期　 間　12月7日（土）～2020年3月8日（日）
入場料　一般500円（350円）、65歳以上・20歳未満及び学生250円（200円）、
　　　　　 高校生100円（100円）、中学生以下無料/（　）内は20名以上の団体料金

県立神奈川近代文学館
9:30～17:00開館（入館16:30まで）
休館日：月曜日
（1月13日、2月24日は開館）
12月28日（土）～1月4日（土）
Tel 045-622-6666

企画展・収蔵コレクション展18
「没後50年　獅子文六展」いま、よみがえる

文芸映画を観る会

「青空の仲間」（1955年/日活）（獅子文六原作）

概　 要　監督:堀池清/出演:三橋達也、伊藤雄之助ほか
期　 間　2020年2月7日（金）～8日（土）各日１回上映13:30～
入場料　各日前売・神奈川近代文学館友の会会員600円/（残席がある場合のみ）当日800円
会　 場　県立神奈川近代文学館展示館２Ｆホール
備　 考　文芸映画を観る会会員（当日入会可・無料）及び友の会会員限定行事です。

日　　時　2020年2月11日（火・祝）15：00～（14：30開場）
出　　演　ピアノ：黒川 浩、堀 由紀子 
　　　　　　オルガン：三浦はつみ
　　　　　　サクバット：宮下宣子
　　　　　　ソプラノ：宮部小牧
　　　　　　テノール：蔵田雅之
料   金　一般1,000円
定　　員　360名

日　　時　2020年2月17日（月）18：00～（17：30開場）

出　　演　ピアノ:堀 由紀子（特別出演）、秋山恵莉、大嶋千暁、大田日向子、
　　　　　　鈴木彩音、髙木 梓、永井英里香、谷田川実晴 ヴァイオリン:蛯名桃子、
　　　　　　菊地理恵、村田晃歌
             ヴィオラ:今井澟、高荒春音 チェロ:伊藤七生 オーボエ:上原夢美
　　　　　　ソプラノ:天沼朝子 メゾソプラノ:岩本久美 テノール:松原 陸
料   金　一般1,000円
定　　員　360名

 県立神奈川近代文学館　
入館料割引（一般500円→350円/65歳以上・20歳未満・学生250円→200円
/高校生100円・中学生以下無料（１名１枚リーフレット要持参）
 大佛次郎記念館
入館料割引(おとな200円→150円・小中学生無料)
 山手資料館
入館料割引(おとな300円→200円・学生200円→140円)
 えの木てい
リーフレット1枚につき、焼き菓子1つプレゼント
 ROCHE(山手ロシュ)
セット料理ご注文の際、1名様につき50円割引
 喫茶エレーナ
合計金額より10％オフ(ランチサービスセット･ケーキセットサービスを除く)
 KKRポートヒル横浜
ランチまたはディナーの際に、リーフレット1枚につき4名様までワンドリンクサービス

℡045(622)6666/月曜休館（祝日・振替休日の場合は翌日）

℡045-622-5002/月曜休館(祝日・振替休日の場合は翌日)

℡045-622-1188/月曜休館(祝日･振替休日の場合は翌日)

℡045-623-2288/定休なし(年末年始のみ)

℡045-621-9811/月曜・火曜定休（祝日・振替休日の場合は翌日)

℡045-662-2723/水曜・第1火曜定休

℡045-621-9684/定休なし

無 料



山手111番館
《横浜市指定文化財》　　

※喫茶コーナーあり
9:30～17:00開館　第2水曜日休館　
Tel 045-623-2957

横浜市イギリス館
《横浜市指定文化財》

9:30～17:00開館　第4水曜日休館　
Tel 045-623-7812

山手234番館
《横浜市認定歴史的建造物》

9:30～17:00開館　第4水曜日休館　
Tel 045-625-9393

外交官の家
《重要文化財》

※喫茶コーナーあり
9:30～17:00開館　第4水曜日休館　
Tel 045-662-8819

横浜山手芸術祭について
外国人居留地であった山手地区は、海外からの文化がいち早く伝わり、シェイクスピア劇が

日本で初めて上演されるなど、文化人あこがれの場所でした。

歴史あるこの地で、西洋館はじめ山手にある多くの施設や人々が協力し、今回で14回目となる

「横浜山手芸術祭」を開催します。
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ブラフ18番館
《横浜市認定歴史的建造物》

9:30～17:00開館　第2水曜日休館　
Tel 045-662-6318

歌と舞踏の幻夢シアター
～間の道行き〜 
日時　1月25日(土) 2月22日(土) 
        各日18:30～19:30 (18:00開場) 
定員　20名
出演　Jasmine Way〔加藤 道行（舞踏）、莉玲（歌）〕
料金　2,000円
主催　Jasmine Way
申込先　090-9303-5035/m.2in2tem8tohki@outlook.jp

一葉式いけ花YC&AC教室習作展
Try! いけ花 creations  
期間　1月25日(土)～27日(月) 最終日16:00まで
主催　一葉式いけ花YC&AC教室
　
アート工房クローバー冬期作品展
～ 真冬の心あたたまるアートたち ～ 
期間　1月31日(金)～2月2日(日)  最終日15:00まで
主催　障がい者就労継続支援B型
       　「アート工房クローバー」

フェラーラの詩劇と音楽Ⅵ
“ルネサンス巷談”
時代衣装も楽しい 脚本付古楽コンサート！ 
日時　2月9日(日)14:00～16:00 (13:30開場)
出演　シェイクスピア遊楽座(古楽器)
主催　お気軽バロック
連絡先　yu-lute39@friend.ocn.ne.jp(榎本)

Ludus Quartett 冬公演
西洋館で聴く古典の調べ 
日時　2月11日(火･祝)18:00～ (17:30開場) 
定員　40名 
出演　Ludus Quartett 
         〔鍋谷 里香、青木 るね、村松 伸枝 他〕
料金　3,800円
主催　Ensemble たのシック
申込先　090-9810-2486

手巻き蓄音機で聴くSPレコード･コンサート
クラシックやタンゴの往年の名演奏や歌が蘇る 
日時　2月15日(土)14:00～15:30 (13:30開場） 
定員　30名
出演　山本 久子、桑原ブラザーズ
主催　山本 久子
連絡先　045-651-4534

ぶらじる商会
ジャズサンバコンサート
ジャズサンバ舞踏会 
日時　2月16日(日)18:00～ (17:30開場) 
定員　40名
出演　ぶらじる商会〔澤井 夏海、古舘 恒也、soeji〕
料金 　3,000円(茶菓付)
主催　ぶらじる商会
申込先　brasilshokai@gmail.com

光とガラスのエレガンス2020
～儚い時（はかない時）～アネモネの咲く頃 
期間　2月18日(火)～24日(月･振)  
主催　シマノ 聖子(島野 聖子)

バーバーショップ･コンサート
～アカペラ･コーラスの午後～ 
日時　1月25日(土)①14:00～②15:00～(各回20分前開場)
定員　30名
出演　Midtown Voices
主催　Midtown Voices
連絡先　yukt91@gmail.com

SHUKAJYU - 種･花･樹 -花と葉と実の世界 
期間　1月25日(土)～28日(火)最終日15:00まで
主催　浅野 浩子 (ROWAN)

絵本読み聞かせ横浜祭2020新春♪演舞会
めぐり愛♡実を結ぶために花は咲き、散る♪ 
日時　1月26日(日)13:50～15:30 (13:40開場)
定員　30名
出演　絵本読み聞かせ横浜祭 実行委員会
　　　　(フルート、ヴァイオリン、サックス等)
主催　絵本読み聞かせ横浜祭 実行委員会
連絡先　ehon_yokohama20xx@yahoo.co.jp

サンデー･アフタヌーン･ジャズ
ジャズの生演奏～ギター＆ボーカル～ 
日時　2月2日(日)①14:00～ ②15:00～(各回20分前開場)
定員　30名
出演　室賀 利治(ギター)､林 良子(ボーカル)､
　　　　高原 幸子(ボーカル)
主催　Swing Wing
連絡先　yukt91@gmail.com

午下がりの耽美的朗読会〜文豪たちの幻想〜 
日時　2月2日(日)①11:30～13:00 ②14:30～16:00 
        （各回30分前開場）
定員　30名
出演　唐 ひづる、山本 寿実、金田 瑠奈、河崎 卓也(朗読)
料金　2,000円
主催　朗読舎 KAYAKAKA
申込先　070-4099-3760/kayakaka.roudoku@gmail.com

リラのリラックス･クラシック
ピアノで奏でるロマン派の名作 
日時　2月9日(日)14:00〜15:00 （13:30開場）
定員　40名
出演　峯 梨良（ピアノ）
主催　峯 梨良

～ 天空の響き Vol.3 ～
シターコンサート
日時　2月11日(火･祝)18:00～ (17:30開場)
定員　40名 
出演　白井 朝香(シター)、服部 乃りこ(シター)、
　　　　日下 晶(フルート)
料金　2,000円
主催　白井、服部、日下
申込先　grazia72@me.com/FAX 045-812-3218

デュオ･イリス アフタヌーン コンサート
～ パリの風をあなたに ～ 
日時　2月15日(土)15:00～16:00 (14:30開場)
定員　30名
出演　デュオ･イリス〔綾目 奈緒子（オーボエ）、佐藤 有紗（ピアノ)〕
主催　Duo IRIS 実行委員会
連絡先　duo.iris.paris@gmail.com

Valentine Concert ～ トリオで紡ぐ愛の音 ～ 
日時　2月16日(日)18:00～20:00 (17:30開場)
定員　30名
出演　近藤 拓（オーボエ）、坂田 桃子（チェロ）、中丸 倖爾（ピアノ）
料金　大人3,000円 中学生以下1,000円(茶菓付)
主催　和
申込先　kouji.nakamaru@gmail.com

Hiroko Shioya 刺繍展
ロシアの森の物語“12つき”マルシャークより 
期間　2月19日(水)～22日(土) 2/19は12:30より最終日は16:00まで
主催　塩谷 博子

アトリエy ボタニカル･アート展
アトリエy主宰ボタニカルアート教室作品展 
期間　2月20日(木)〜24日(月･振) 最終日16:00まで
主催　アトリエy

星めぐみ 12の月を巡るピアノコンサート
チャイコフスキー“四季” 
日時　2月22日(土)14:00～15:00 (13:30開場)
定員　40名
出演　星めぐみ（ピアノ）
主催　塩谷 博子
連絡先　hiro04sio@gmail.com

クラリネット四重奏コンサート 
大小クラリネット属のアンサンブル
日時　2月23日(日･祝)14:00～15:00（13:30開場）
定員　30名
出演　Quatuor Canard　 　　　　
         （Esクラリネット、Bbクラリネット、Bassクラリネット、バセットホルン他）
主催　Quatuor Canard
連絡先　090-6190-5815（秋永）

フラメンコギターの世界
～パコ･デ･ルシア『シロッコ』より～ 
日時　2月24日(月・振)14:00～15:00 (13:30開場)
定員　30名
出演　Masayuki(フラメンコギター)
主催　マサユキ

黒澤千恵子 刺繍展
～英国の伝統工芸･ニードルポイント刺繍～ 
期間　1月17日(金)～29日(水)  
主催　黒澤 千恵子

クラシック･コンサート ピアノと室内楽  
日時　1月27日(月) 14:40～ (14:30開場) 
定員　50名
出演　原口 摩純、山下 早苗、城 摩里菜、田中 礼二郎、
　　　　  藤井 有希子、成沢 京子
主催　原口 摩純ピアノの会
連絡先　045-902-4959/masumipiano@yahoo.co.jp
 
コンサートinヘリテイジ
～ピアノが案内する横浜の歴史とまち Vol.8 
日時　1月29日(水)18:30～20:00 (18:00開場) 
定員　60名
出演　後藤 泉 (ピアノ)
料金　3,000円
主催　公益社団法人横浜歴史資産調査会
申込先　045-651-1730/yh-info@yokohama-heritage.or.jp

フルートアンサンブルで聞く 懐かしのメロディー
日時　2月4日(火)15:00～16:00 (14:30開場) 
定員　40名
出演　コンセール ルミエール
料金　1,000円
主催　コンセール ルミエール
申込先 050-5317-8950/lumiere_fl@neo.famille.ne.jp
 
金曜日のマチネ 気軽にピアノコンサート 
日時　2月7日(金)14:30～16:00 (14:15開場) 
定員　60名
出演　小西 とも子、平井 恵津子、堀部 美保子(ピアノ)
主催　堀部 美保子
連絡先　bettybon49@gmail.com

歌とマリンバ･世界の旅 ～心行くまで～ 
日時　2月8日(土)10:30～11:30 (10:00開場) 
定員　50名
出演　菩提 心(マリンバ)、菩提 行(歌･ピアノ)
主催　COCORO  YUKI
連絡先　080-1736-5967/coro_coro_kokoro_514@yahoo.co.jp

フェリーチェ コンサート
「バレンタインに贈る音楽の花束」 
日時　2月14日(金)14:00～ (13:30開場) 
定員　60名　
出演　フェリーチェ〔西 優樹（ヴァージナル）、飯島 まゆみ（ピアノ)、
　　　　　 佐野 円香（ソプラノ）、山内 敦子（メゾソプラノ）〕
料金　前売1,000円(当日1,500円)
主催　フェリーチェ
申込先　フェリーチェ事務局 090-7707-8589(山内)

アイフィオーリ音楽会 サロンコンサート
猫んちぇると♪猫の奏者たちと素敵な午後を 
日時　2月15日(土)14:30～16:00 (14:15開場) 
定員　60名
出演　相原 夕佳(ソプラノ)、田湯 慶子（ソプラノ）、山田 朋子(ソプラノ)、
             相原 聰(バリトン)、伊藤 恵理子(フルート)、野口 朝子(ピアノ)
主催　アイフィオーリ
連絡先　090-6491-5822(相原)/autisia@i.softbank.jp

四季会書画展
墨の香に魅せられた仲間の書画展 
期間　1月24日(金)～28日(火) 最終日15:00まで
主催　四季会

絵画展「流木が織りなす風景」
第１回 Terrano Terrace　寺野健夫個展 
期間　１月24日(金)～28日(火)11:00～16:00  
主催　寺野健夫個展実行委員会
連絡先　yokohamachambermusic@gmail.com

演奏会「洋館でバッハBWV140とオペラ」
第15回横浜室内楽フェスティバル 
日時　１月25日(土)13:30～ (13:00開場) 
定員　30名
出演　横浜フェスティバルオーケストラ、
　　　　田園都市オペラ研究会ほか
主催　「横フェス実行」委員会
連絡先　yokohamachambermusic@gmail.com

ピアノコンサート 洋館のピアノで綴る音楽史Ⅲ
音楽に求められたもの - 標題音楽の歴史 - 
日時　1月25日（土）15:00～16:00 (14:30開場)
定員　40名
出演　入江 明憲(ピアノ)
主催　入江 明憲
連絡先　090-7810-8772/a1s2pfvn@yahoo.co.jp

フルート・ピアノデュオコンサート
ジャズとボサノバの昼下がり 
日時　1月26日(日) 14:00～15:00 (13:30開場)
定員　30名 
出演　Duo Aurora
　　　　〔竹島 直子(フルート) 、柴田 康子(ピアノ)〕 
連絡先　takeshima.n.wonder3@gmail.com

目で耳で口で楽しむシェークスピアの世界
絵本、音楽、名ゼリフのワークショップ 
日時　1月27日(月)18:00～19:30 (17:45開場)
定員　30名 
出演　石橋 幸子(朗読)、青木 真貴(ピアノ)、
         佃 留美子(歌･ルネサンスギター･リコーダー)
料金　1,500円 高校生以下は1,000円(紅茶付)
主催　ラボ･パーティ シェークスピアを楽しむ会
申込先　090-5776-5262/chikochikobasshi@gmail.com

音楽劇「春宵・・Menuett」
音楽にのせて、西洋館で夢見る春の一夜･･･ 
日時  1月30日(木)19:00～20:30
　　　　1月31日(金)19:00～20:30
　　　  2月1日(土)18:00～19:30（各日30分前開場）
定員　35名
出演　作・演出 澤村 みゆき
　　　　GOH IRIS WATANABE、山本 雅也、石賀 淳志、
　　　　  佐々木 隼、寺田 ゆな、庄司 哲也 他
         石川 成章(キーボード)、大久保 真由(ピアノ)
料金　3,500円
主催　DANCETERIA-ANNEX
申込先　090-3579-6801/hug0001@mac.com

Emiko Nakai 写真展
〈Rejang〉 祈る島 Bali 
期間　1月31日(金)～2月4日(火) 最終日15:00まで
主催　中井 恵美子

Petit Salon vol.2 ロマンチックな午後 
日時　2月1日(土)14:00～15:00 (13:30開場)
定員　30名
出演　安藤 真伊(ピアノ) 、木村 実央(声楽)
主催　安藤 真伊
連絡先　mai.pf.ando@gmail.com

木の温もりを感じて
西洋館で聴くヴィオラ・ダ・ガンバ二重奏
日時　2月2日(日) 18:30～20:00(18:00開場)
定員　30名
出演　折原 麻美（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、鬼澤 悠歌（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
料金　2,500円
主催　鬼澤 悠歌
申込先　marais.2violes@gmail.com

サックスとピアノのロマンティックサウンド
アレンジでこんなに楽しい！名曲再発見☆ 
日時　2月8日(土)18:00～19:00 (17:30開場)
定員　40名
出演　デュオ ルクレール〔松本 ひろ実(サックス)、 松本 修一(ピアノ)〕
料金　2,000円
主催　サックスとピアノのロマンティックサウンド「デュオ ルクレール」
申込先　デュオ ルクレール事務局
　　　　　 048-985-2990/pro_m70@yahoo.co.jp

歌のオルゴール vol.5 ～バレンタインによせる調べ～ 
日時　2月9日(日)14:30～ (14:00開場)
定員　40名
出演　歌のオルゴール〔石島 杏理、音羽 麻紀子、
　　　　上舞 千琴(ソプラノ)、大川 菜緒(ピアノ)〕
主催　歌のオルゴール
連絡先　utano.orgel.2011@gmail.com

Concerto Selenites ～ 煌めきによせて ～ 
日時　2月15日(土)18:00～ (17:30開場)
定員　40名
出演　矢野 あやの(ソプラノ)、岡崎 渚紗(ピアノ)
料金　3,500円
主催　Schmetterling Labo
申込先　050-5437-3005

Violin and Piano Concert
日時　2月16日(日)14:00～15:30 (13:30開場)
定員　30名
出演　～e mina～(ヴァイオリン･ピアノ)
主催　～e mina～
連絡先　hauskapiano@gmail.com

チェロと物語詩のリーディングコンサート
不思議に生き、不思議に死ぬ、三つの物語、詩 
日時　2月19日(水)18:00〜19:30 (17:30開場)
定員　40名  
出演　DRカンパニー〈ワイルドリリー〉
　　　　〔橋爪 百合子 他、行本 康子(チェロ)〕
料金　2,000円
主催　DRカンパニー〈ワイルドリリー〉サロンで聴く朗読の会
申込先 090-1553-3473（橋爪） 0468-76-3265（廣田）

音に咲く花たち
～古楽ハープから紡ぎ出される歌の世界～ 
日時　2月21日(金)18:30～ (18:00開場)
定員　40名
出演　佐藤 裕希恵(ソプラノ)、伊藤 美恵(ハープ)
料金　3,500円
主催　ムジークサロン
申込先　musik-salon@kza.biglobe.ne.jp

金城厚子 洋食器絵付け展
～手描きで甦る英国客船の食器～ 
期間　2月22日(土)～24日(月･振) 最終日15:00まで
主催　金城 厚子

朗読インスタレーション<冬恋>
言葉で描き、声で奏でる冬の心模様 
日時　2月22日(土)14:00～15:30 (13:30開場)
定員　30名
出演　朗読ユニット chouchou〜シュシュ〜 〔藤崎 晶子、望月 薫〕、
         エッガーみゆきイザベル（ピアノ）
主催　朗読ユニット chouchou〜シュシュ〜
連絡先 090-7232-3128(望月)/kinari-thuki@ezweb.ne.jp

中世・ルネサンスの愛と諧謔 Part Ⅱ
透明な歌声と古楽器で奏でる昔々の音世界
日時　2月23日(日・祝) 18:00〜19:30（17:30開場）
定員　30名
出演　樋口麻理子(ソプラノ)､阿部等(クルムホルン)､
　　　　大喜多陽子(ルネサンスギター)､近藤治夫(バグパイプ)
料金　2,500円
主催　レ･ルーチ･アンティーケ
連絡先　090-5518-8865/peppermuse.2011@gmail.com

音楽紙芝居コンサート プロコフィエフ作曲『ピーターとおおかみ』 
日時　2月24日(月･振)14:00～14:30 (13:30開場)
定員　30名
出演　みかみ なつこ(ピアノ･紙芝居)
主催　アンサンブル･サマンサ
連絡先　natsuko-samantha-pf@hotmail.co.jp

オープニングコンサート
Fantastic Concert ～煌めき・夢時間～
日時　1月25日（土）14:00～ （13:30開場）
場所　横浜市イギリス館ホール
定員　60名
出演　佐々木洋平（テノール）、谷裕美（ヴァイオリン）、
　　　　齋藤誠二（ピアノ）
料金　2,500円（お土産付）　　
申込先　横浜市イギリス館 電話または来館

シェイクスピア朗読
「ハムレット」
日時　2月1日（土）14:00～ （13:30開場）　　
場所　ブラフ18番館ホール
定員　50名
出演　東京シェイクスピア・カンパニー
料金　2,000円（お土産付）
申込先　ブラフ18番館 電話または来館

Winter Concert Vol.5 ～音楽のおもちゃ箱～
日時　2月23日(日･祝)14:00～15:20
定員　40名 
出演　Tsucchy's Family Ensemble
　　　　(ヴァイオリン、ソプラノ、ピアノ、ギターetc...)ほか 
主催　土屋友紀 
連絡先　080-5402-0086(土屋) 

北沢ファミリーコンサート
親子で歌う楽しさをお届けします
日時　2月24日(月・振)14:00～15:00 (13:30開場) 
定員　30名
出演　北沢 良枝(ソプラノ) 、哲生(テノール)、 怜生(バリトン)、
 　　　 小森 由加子(ピアノ)
主催　北沢 良枝

春に寄す 弦楽四重奏の夕べ
〜アコルディ弦楽四重奏団演奏会 
日時　1月29日(水)18:30～20:00 (18:10開場) 
定員　30名
出演　アコルディ弦楽四重奏団
         〔永井 みどり、青木 るね（ヴァイオリン）、
         芦川 侑美（ヴィオラ）、高橋 敬（チェロ）〕
料金　3,000円
主催　アコルディ弦楽四重奏団
申込先　080-5424-7611/wata-bata@s4.dion.ne.jp

「明治末期～大正期の華やかな
居留外国人の生活から関東大震災そして復興へ」
新関光二コレクション 
期間  1月30日(木)～2月4日(火)
　　　　初日は午後より 最終日は午前終了
主催　NPO法人横浜山手アーカイブス/（公財）横浜市緑の協会
 
第3回 山手東部町内会作品展
期間  2月20日(木)～25日(火) 初日12:00より 最終日15:00まで
主催　山手東部町内会

名曲の響きにつつまれて
ピアノ連弾と鍵盤ハーモニカによるデュオ 
日時　2月20日(木)14:00～15:00 (13:30開場) 
定員　60名
出演　アンサンブルチャオ〔坂田 京子（ピアノ）、
　　　　横山 与志美（ピアノ・鍵盤ハーモニカ）〕
主催　坂田ピアノフレンド
連絡先　090-6183-8695

歴史講座 明治・山手の丘に流れるメロディー
日時　2月21日（金）13：30～（13：00開場）
定員　60名
講師　平野正裕（横浜市史資料室主任調査研究員）
合唱　フェリス女学院中高ＯＧ合唱団「杏の実」
主催　NPO法人横浜山手アーカイブス/（公財）横浜市緑の協会

若き演奏家によるサロンコンサート
かながわ音楽コンクール入賞者演奏会 
日時　2月22日(土)14:00～ (13:30開場) 
定員　60名
出演　本田 琳太郎(ピアノ)、石津 若葉(ピアノ)、
　　　　杉山 和駿(ヴァイオリン)
主催　神奈川新聞社
連絡先　045-227-0779(塚田)

横浜家具カンナによる引出しの調整の実演と講座 
日時　2月24日（月・振）14:00～16:00  
出演　内田 勝人　
主催　有限会社 蓮華草元町工房

実行委員会主催事業


	41044d629a798e78db62dfc3ebb3bc7397107a66
	fbb4caa9ccc6e62fa6efcbe4ae5415a4b730b791

