
「 クラシック・ヨコハマ」は全日本 学生音楽コンクール全国

大会の出場者をはじめとするデビュタント（若手演奏家）が、

様々なコンサートを通じて音 楽をお届けするクラシック

音楽のイベントです。

2018.10.31 2019.1.31

輝く  横浜生まれのデビュタントたち http://yokohama.mainichi-classic.jp/

主催：クラシック・ヨコハマ推進委員会、毎日新聞社、横浜市
協賛：ANA、かんぽ生命、協和発酵キリン、キリン、ＪＲ東日本、島村楽器、東日印刷、ファンケル、レオパレス 21
後援：NHK横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、tvk（テレビ神奈川）
協力：NPO法人横浜音楽協会、横浜みなとみらいホール

デビュタントの誕生 デビュタントの輝き デビュタントの躍動

デビュタントとは  デビューしたばかりの人Debutante

真剣勝負の
コンクールで、
羽ばたく
若き才能を見つける。

本格的な
コンサートホールで、
若き演奏家たちの
輝きに出会う。

息づかいを
感じる距離で
フレッシュな演奏を
楽しむ。



昨年の様子：菅井瑛斗（チェロ部門高校の部第 1 位・横浜市民賞）

キ リ ト リ 線

デビュタントの誕生

第 72 回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜
       

全日本学生音楽コンクール全国大会（毎日新聞社主催、横浜市共催、通称学コン）は、国内最高峰の学生音楽
コンクールです。このコンクールで優秀な成績を収めた若きアーティストたちは、国内外で活躍しています。
またピアノ、バイオリン、声楽、フルート、チェロの全 5部門において、横浜市民の皆様が『最も感動した演奏
をした出場者』に贈る聴衆賞『横浜市民賞』を選びます。

《日時》2018.11.29（木）13:00　フルート部門　中学校の部・高校の部
　　　　2018.11.30（金）13:00　ピアノ部門　高校の部
　　　　2018.12. 1（土）11:00　ピアノ部門　小学校の部／ 15:00　中学校の部
　　　　2018.12. 2（日）11:00　バイオリン部門　小学校の部／ 15:00　中学校の部
　　　　2018.12. 3（月）13:00　バイオリン部門　高校の部
　　　　2018.12. 4（火）10:30　チェロ部門　高校の部・大学の部
　　　　2018.12. 5（水）13:00　声楽部門　高校の部・大学の部
　　　　※開演は予定時間

《会場》横浜みなとみらいホール  小ホール
　　　　（東急東横線＝みなとみらい線　みなとみらい駅クイーンズスクエア横浜連絡口徒歩 3 分、
　　　　　　 ＪＲ根岸線・市営地下鉄ブルーライン　桜木町駅徒歩 12 分）

《料金》全席自由 2,600 円（税込）
　　　　※フルート、チェロ、声楽部門は一日通し券　※未就学児の入場不可

《チケット》前売券は 10 月 26 日（金）発売
　　　　　　0570-02-9999（チケットぴあ　Ｐコード　114-276）
　　　　　　045-682-2000（横浜みなとみらいホールチケットセンター）

《問合せ》03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

スタンプラリー対象公演
2018 年 10 月 31 日（水）～ 12 月 24 日（月・祝）までの 19 公演と
第72 回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜全部門です。

スタンプ押印時間
スタンプは、対象公演の開場時間内に限り押印できます。

賞について
スタンプ 2 種類で A 賞、1 種類で B 賞にご応募いただけます。
※ A 賞にご応募される場合は、異なる種類のスタンプを押印してください。
　スタンプの種類は会場によって決められていますので、表をご覧ください。
※どちらか一方に応募可能です。
※応募者多数の場合は抽選となります。

A賞  演奏会ペアチケットプレゼント【5組10名様】（スタンプ 2 種類）
第 72 回全日本学生音楽コンクール東京大会入賞者発表演奏会

　　　《開催日》2019 年 1 月 19 日（土）
　　　《会場》サントリーホール　ブルーローズ

B賞  マルタグッズ1個プレゼント【20名様】（スタンプ 1 種類）

応募方法
スタンプが揃った場合は、はがきに必要事項を
ご記入の上、62 円切手を貼ってご郵送ください。
※当選は発送をもってかえさせて
　いただきます。
※いただいた個人情報はプレゼン
　ト抽選以外に利用することはあ
　りません。

応募期限
2018 年 12 月 27 日（木）必着

チェック 日程
10 月 31 日
11 月 10 日
11 月 10 日
11 月 11 日
11 月 11 日
11 月 13 日
11 月 17 日
11 月 18 日
11 月 25 日
11月29日    
～ 12月5日
11 月 30 日
12 月  9  日
12 月 13 日
12 月 15 日
12 月 16 日
12 月 16 日
12 月 16 日
12 月 17 日
12 月 23 日
12 月 24 日

スタンプ
フルート

声楽
声楽

チェロ
チェロ

バイオリン
ピアノ

バイオリン
フルート
各部門の

楽器
ピアノ

声楽
チェロ

声楽
ピアノ
ピアノ
ピアノ
チェロ

バイオリン
フルート

対象公演
ミュージアムコンサート in 神奈川県立歴史博物館 vol.1
ミュージアムコンサート in 岩崎ミュージアム
コミュニティコンサート in 朋
サロンコンサート vol.1（池田コンサートサロン）
ミュージアムコンサート in 馬の博物館（馬とのつどい2018内）
サロンコンサート in 横浜マリンタワー
1位入賞者によるコンサート（戸塚区民文化センターさくらプラザ）
サロンコンサート vol.2（ギャラリー & スペース弥平）
ミュージアムコンサート in そごう美術館 vol.1

第72回全日本学生音楽コンクール全国大会 in 横浜

第197回毎日ゾリステン　外山啓介ピアノ・リサイタル
ミュージアムコンサート in そごう美術館 vol.2
コミュニティコンサート in 横浜労災病院
サロンコンサート vol.3（白楽シルクサロン）
コミュニティコンサート in ウェルケア新吉田
ミュージアムコンサート in シルク博物館
ミュージアムコンサート in 馬の博物館
ミュージアムコンサート in 三溪園
サロンコンサート vol.4（ハタ楽器菊名コンサートホール）
サロンコンサート vol.5（ハタ楽器菊名コンサートホール）

※全国大会で押印できるスタンプは、当日開催される各部門と同じ楽器になります。

スタンプ押印時間：スタンプは、対象公演の開場時間内に限り押印できます。

Stamp

どちらかに〇をつけてください。
（両方に〇をつけると無効となります。）

A 賞　　B 賞

スタンプを押した
公演にチェックを
入れてください。

各会場に設置されている
スタンプを集めよう！

① ②

『マルタ』は、「生きる」
チャリティコンサートの
イメージ画に登場する
オリジナルキャラクター
です。小田原市出身の
美術家・宮島永太良氏
が生み出しました。

「横浜市民賞」選定員を募集します！
申込方法等詳細は、文化観光局のホームページまた
は区役所広報相談係のチラシをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/bunka/bunshin/
torikumi/clayoko/

《締切》10 月 18 日（木）※当日消印有効
《問合せ》横浜市文化観光局文化振興課 045-671-3714

スタンプを集めてプレゼントに応募しよう！



© 篠山紀信

外山 啓介（ピアノ）

デビュタントの輝き    スペシャル・セレクション

前橋 汀子（バイオリン） 金子 三勇士（ピアノ） 渡邊 一正（指揮）

昨年の様子：竹内菜緒（声楽部門高校の部第 1 位）

©Yuji Hori

© 篠山紀信 © 満田聡

生きる〜2019 New Year 若い命を支えるコンサート 
     

毎日新聞社が1996 年から展開している、小児がんと闘う子どもたちを支援するキャンペーン「生きる」のコンサートです。
今年は世界的バイオリニストの前橋汀子さんと、気鋭のピアニスト金子三勇士さん、指揮者の渡邊一正さんが出演。全日本
学生音楽コンクールの1位入賞者のみずみずしい演奏もお届けします。

《日時》2019.1.14（月・祝）15:00 開演
《会場》横浜みなとみらいホール  大ホール

　　　　（東急東横線＝みなとみらい線  みなとみらい駅クイーンズスクエア横浜連絡口徒歩 3 分、
　　　　　　ＪＲ根岸線・市営地下鉄ブルーライン　桜木町駅徒歩 12 分）

《料金》全席指定　6,000 円／舞台後方 P 席　4,000 円（税込）　※未就学児の入場不可
《出演》前橋 汀子（バイオリン）、金子 三勇士（ピアノ）、渡邊 一正（指揮）

　　　　神奈川フィルハーモニー管弦楽団
　　　　第 72 回全日本学生音楽コンクール全国大会 1 位入賞者（部門、曲目未定）

《曲目》メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲　ホ短調　作品64
　　　　リスト：ピアノ協奏曲　第１番　変ホ長調　S.124/R.455　ほか

《チケット》10 月 12 日（金）10 時発売／ 045-453-5080（神奈川芸術協会）／ 045-682-2000（横浜みなとみらいホールチケットセンター）
　　　　　0570-02-9999（チケットぴあ　Ｐコード 122-820）／ 0570-000-407（ローソンチケット　L コード　32074）

《問合せ》03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）
　　　

第71 回全日本学生音楽コンクール１位入賞者によるコンサート
       

昨年度、全国1位に輝いた入賞者によるコンサートです。1位入賞者が、入賞後1年の成長を披露。
あふれる才能と個性きらめく演奏を是非ご覧ください。

《日時》2018.11.17（土）15:30 開演（15:00 開場）
《会場》戸塚区民文化センター　さくらプラザ（ＪＲ東海道線・横須賀線・市営地下鉄ブルーライン  戸塚駅西口徒歩 2 分）
《料金》全席自由 1,000 円（税込）※未就学児の入場も可
《出演》【フルート部門】横井 茂虎、上畠 由梨乃

　　　　【声楽部門】冨永 春菜、鳥尾 匠海
　　　　【ピアノ部門】小野寺 拓真、千葉 百香、島多 璃音、亀井 聖矢
　　　　【バイオリン部門】平野 友葵、岩谷 弦
　　　　【チェロ部門】菅井 瑛斗

《チケット》0570-02-9999（チケットぴあ　Ｐコード 120-926）当日券 15 時より販売
《問合せ》03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

　　　

第197回毎日ゾリステン   外山啓介ピアノ・リサイタル
  

毎日新聞社が、優れた演奏家を支援するために1963年から開催し続け、新進、中堅、大家を問わず錚々たる演奏家が出演してい
る本格的なコンサートです。今回は、若手ピアニストのトップランナーとしてさらに輝きを増している外山啓介さんが出演します。

《日時》2018.11.30（金）19:30 開演（19:00 開場）
《会場》横浜みなとみらいホール  小ホール

　　　　（東急東横線＝みなとみらい線  みなとみらい駅クイーンズスクエア横浜連絡口徒歩３分、ＪＲ根岸線・市営地下鉄ブルーライン  桜木町駅徒歩12分）

《料金》全席指定　3,500 円（税込）※未就学児の入場不可
《出演》外山 啓介（ピアノ）
《曲目》ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ　第 14 番 嬰ハ短調 「月光」

　　　　ドビュッシー：ベルガマスク組曲「プレリュード」「メヌエット」「月の光」「パスピエ」
　　　　シューマン：謝肉祭～４つの音符による面白い情景～　ほか

《チケット》045-682-2000（横浜みなとみらいホールチケットセンター）
　　　　　　0570-02-9999（チケットぴあ　Ｐコード　118-816）

《問合せ》03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）
《協賛》大塚ホールディングス

「スペシャル・セレクション」は、コンサートホールを舞台にお贈りする、本格的なコンサートシリーズです。前年の学コン１位者がそろい、その妙技を披露
する「1位入賞者によるコンサート」では、1位という栄冠を手にしたデビュタントたちが、コンクールから約1年後、更に磨きをかけた演奏を届けてくれます。
またその年の1位入賞者がプロオーケストラと共演する「生きる～若い命を支えるコンサート」は、豪華ゲストも出演する本格的なオーケストラ公演です。



8 木 14:00
アフタヌーンコンサート＃７
サックスカルテットを愉しむ
～四人が織りなすハーモニー～

緑区民文化センター
みどりアートパーク 045-986-2441

2 金 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

6 火 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

9 金 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

10 土 ① 14:00
② 15:20

日本郵船歴史博物館
コンサート in ミュージアム 日本郵船歴史博物館 045-211-1923

13

16

火

金

① 12:10
② 14:30

19:30

みなとみらいクラシック・マチネ
Trio Accord ／白井圭（ヴァイオリン）、
門脇大樹（チェロ）、津田裕也（ピアノ）

若林 顕 セルフプロデュース
ショパン：全ピアノ作品シリーズ
ショパンを巡る旅 2018-2020  Vol.3

横浜みなとみらいホール

戸塚区民文化センター
さくらプラザ

045-682-2000

045-866-2501

11 日 12:00 Welcome! アートフォーラム
あざみ野ロビーコンサート アートフォーラムあざみ野 045-910-5656

12 月 14:00 ウィークデーコンサートシリーズ
「奥村愛ヴァイオリン・リサイタル」

港南区民文化センター
ひまわりの郷 045-848-0800

15 木 14:00 午後の音楽会　第 97 回　
吉川久子 フルートコンサート

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

13 火 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

16 金 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

17 土 14:00 第37 回横浜市招待国際ピアノ演奏会 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

17 土 14:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会みなとみらいシリーズ第 344 回 横浜みなとみらいホール 045-226-5107

17 土 15:00 古楽の興Ⅳ  三宮正満 オーボエ
リサイタル  バロック～ロマン派

鶴見区民文化センター
サルビアホール 045-511-5711

18 日 14:00 横浜市民広間演奏会第 49 回特別演奏会
「作曲家に乾杯～メモリアルイヤーの作曲家へ～」 横浜みなとみらいホール 045-311-1202

17 土 17:00 河村尚子「ベートーヴェン　ピアノ・
ソナタ・プロジェクト」第 2 回（全 4 回）

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

ミュージアムコンサート
in 岩崎ミュージアム

   
《日時》2018.11.10（土）14:00
《会場》岩崎ミュージアム  山手ゲーテ座

　　　（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩3分）

《入場料》無料（要予約・当日可）
《出演者・曲》

　亀井聖矢
　（ピアノ、2017年全国大会高校の部第1位・横浜市民賞）
　　リスト：「ノルマ」の回想 S.394　ほか
　上畠由梨乃
　（フルート、2017年全国大会高校の部第1位）
　　ヒンデミット：フルート ･ ソナタ　ほか

《問合せ》045-623-2111（岩崎ミュージアム）

  

コミュニティコンサート in 朋
 

《日時》2018.11.10（土）13:45
《会場》朋（社会福祉法人訪問の家  生活介護事業所） 

　　　（JR 港南台駅・大船駅より神奈川中央交通バス「桂台中央」徒歩1分） 
《入場料》無料
《出演者・曲》

　冨永春菜
　（声楽・ソプラノ、2017年全国大会高校の部第1位）
　　オッフェンバック：「ホフマン物語」より"お人形の歌 "  ほか

《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

サロンコンサート vol.1
   

《日時》2018.11.11（日）15:00
《会場》池田コンサートサロン

　　　（東急東横線 妙蓮寺駅徒歩12分）

《入場料》2,000円（お菓子・お茶付き）
《出演者・曲》

　菅井瑛斗
　（チェロ、2017年全国大会高校の部第１位・横浜市民賞）
　　ブラームス : チェロソナタ第1番ホ短調 op.38  ほか
　渡邉響
　（バイオリン、2017年全国大会中学校の部横浜市民賞）
　　タルティーニ：悪魔のトリル　ほか

《問合せ》045-421-1001、090-1798-0520
　　　　（池田コンサートサロン）

サロンコンサート vol.2
 

《日時》2018.11.18（日）15:15
《会場》ギャラリー＆スペース弥平

　　　（東急東横線・JR 菊名駅徒歩6分）

《入場料》2,000円
《出演者・曲》

　若生麻理奈
　（バイオリン、2017年全国大会小学校の部第２位）
　　メンデルスゾーン：バイオリン協奏曲 ホ短調 作品64　ほか

《問合せ》045-434-1100 
　　　　（横浜音楽協会 事務局：ハタ楽器）

2018.11
1 木 14:00 馬車道まつりアートフェスタ 2018

馬車道発  音楽の船旅コンサート 関内ホール 045-662-1221

2 金 17:30 ファーストコンサートに向けて
はじめの一歩レクチャーコンサート

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

2 金 19:00 曲目解題コンサート　第２夜
スティーヴン・イッサーリス

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

2 金 19:00 エフゲニー・キーシン 
ピアノ・リサイタル 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

6 火 11:30 アレクサンダー・ガジェヴ
ピアノ

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

7 水 19:00 ヤノシュ・オレイニチャク
ピアノ・リサイタル

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

10 土 14:00 ヴォーチェ弦楽四重奏団 青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

C L A S S I C  YO K O H A M A  2 0 1 8   c o n c e r t  c a l e n d a r

学コン出身者が出演するコンサート

デビュタントの躍動　アットホーム・コレクション

「アットホーム・コレクション」では、少人数規模のサロンや、ミュージアム、病院・福祉施設など、
若き演奏家たちの息づかいを感じられる瑞々しい音楽をお楽しみいただけます。

20 火 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

18 日 14:00 ひまわりの郷コンサートシリーズ秋「ナビ
ル・シェハタ コントラバス・リサイタル」

港南区民文化センター
ひまわりの郷 045-848-0800

上畠由梨乃

亀井聖矢

渡邉響

菅井瑛斗

冨永春菜 若生麻理奈



サロンコンサート vol.4
  

《日時》2018.12.23（日）15:15
《会場》ハタ楽器菊名コンサートホール

　　　（東急東横線・JR 菊名駅徒歩1分）

《入場料》2,000円
《出演者・曲》

　三好優夏
　（声楽・ソプラノ、2015年全国大会高校の部第1位・横浜市民賞）
　　日本歌曲、オペラアリアから
　森本隼太
　（ピアノ、2017年全国大会中学校の部第2位・横浜市民賞）
　　ラフマニノフ :
　　　ピアノ・ソナタ  第2番  Op.36 変ロ短調  ほか

《問合せ》045-434-1100（横浜音楽協会 事務局：ハタ楽器）

サロンコンサート vol.5
   

《日時》2018.12.24（月・祝）15:15
《会場》ハタ楽器菊名コンサートホール

　　　（東急東横線・JR 菊名駅徒歩1分）

《入場料》2,000円
《出演者・曲》

　荒川桐真
　（バイオリン、2017年全国大会小学校の部第3位・横浜市民賞）
　　ヴィエニャフスキ：
　　　華麗なるポロネーズ第2番イ長調作品21　ほか
　平塚七衣
　（フルート、2017年全国大会高校の部横浜市民賞）
　　ライネッケ：フルート協奏曲 op.283　ほか

《問合せ》045-434-1100（横浜音楽協会 事務局：ハタ楽器）

サロンコンサート vol.3
   

《日時》2018.12.15（土）15:00
《会場》白楽シルクサロン

　　　（東急東横線 白楽駅徒歩3分）

《入場料》2,000円（お菓子・お茶付き）
《出演者・曲》

　石本高雅
　（声楽・テノール、2017年全国大会高校の部第3位・横浜市民賞）
　　瀧廉太郎：荒城の月　ほか
　千葉百香
　（ピアノ、2017年全国大会中学校の部第1位）
　　ショパン：アンダンテスピアナートと
　　　華麗なる大ポロネーズ　Op.22 変ホ長調　ほか

《問合せ》045-421-1703、090-1798-0520
　　　　 （白楽シルクサロン）

コミュニティコンサート
in ウェルケア新吉田

  
《日時》2018.12.16（日）14:00
《会場》ウェルケア新吉田（介護老人保健施設）

　　　（東急東横線綱島駅より東急バス「神隠」徒歩3分）

《入場料》無料
《出演者・曲》

　山岸裕梨
　（声楽・ソプラノ、2017年全国大会大学の部第３位・横浜市民賞）
　　プッチーニ : オペラ「ラ・ボエーム」より
　　　　　　　　 " 私が街を歩くと "　ほか

《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

学コンから羽ばたくデビュタントたちの躍動を身近に体験する、珠玉のひとときをお楽しみください！

チェロ

弦楽六重奏

オーケストラ

トランペット

フルート クラリネット オーボエ

声楽

無料

トロンボーン チューバ ユーフォニウム

サックスファゴット

ピアノ パイプオルガン

入館料のみでご覧頂ける公演 要電話申込

和楽器

ホルン

バイオリン ヴィオラ

23 金・祝 13:30 馬車道陽だまりコンサート vol.37
関内ホールリニューアルスペシャル！ 関内ホール 045-662-1221

23 金・祝 14:00 ロバの音楽座　
「わいてくるくる おんがっかい」

緑区民文化センター
みどりアートパーク　 045-986-2441

24 土 14:00 クロード・ドビュッシー没後
100 年 室内楽回顧展

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

26 月 19:00 エリソ・ヴィルサラーゼ
ピアノ

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

29 木 11:00 メンデルスゾーンの会④　歌曲
平沢匡朗（ピアノ）、澤原行正（テノール）

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

24 土 14:00 鈴木理恵子 室内楽シリーズ Vol.9
弦の響き ～シューベルトの傑作～

戸塚区民文化センター
さくらプラザ 045-866-2501

20 火 19:00
アンドレア・バッティストーニ指揮 
東京フィルハーモニー交響楽団
魅惑のオペラ・アリア・コンサート

横浜みなとみらいホール 045-682-2000

22 木 14:00
リリス藝術大学クラシック学部特
別編 ─教授たちの放課後  昼下
がりの室内楽コンサート Vol.2 ─

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

27 火 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202
28 水 12:10 第 219 回 オルガン・1 ドルコンサート 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

25 日 15:00 わくわくブラス！ in みなとみらい 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

30 金 19:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会みなとみらいシリーズ第 345 回 横浜みなとみらいホール 045-226-5107

30 金 12:20 オルガン・プロムナード・
コンサート vol.366 神奈川県民ホール 045-633-3798

2018.12

30 金 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

29 木 19:00 曲目解題コンサート　第３夜
カメラータかなっく　

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

30 金 ① 10:00
② 11:00

かなっくKIDSリビングコンサート③
ピアノ君とコントラバス君♪

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

1 土 10:00 0 才からのコンサート
～楽器との新たな出会い～

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

1 土 14:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会みなとみらいシリーズ第 345 回 横浜みなとみらいホール 045-226-5107

1 土 14:00 リリス・クリスマス・
コンサート 2018

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

1〜2土日   9:00 長津田音祭り 2018 緑区民文化センター
みどりアートパーク 045-981-0803

1 土 14:00
名曲サロン Vol.17
Chor stella concert in 戸塚 　 
～クリスマスの贈り物～

戸塚区民文化センター
さくらプラザ 045-866-2501

7 金 19:00 リガ大聖堂少年合唱団
クリスマスコンサート

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

8 土 14:00 フェリスフラウエンコーア
コンサート

泉区民文化センター
テアトルフォンテ 045-805-4000

4 火 12:10 横浜市民広間演奏会　秋の部 横浜市庁舎 1 階　市民広間 045-311-1202

7 金 ① 12:10
② 14:30

みなとみらいクラシック・マチネ
上野由恵（フルート）
曽根麻矢子（チェンバロ）

横浜みなとみらいホール 045-682-2000

三好優夏石本高雅

森本隼太

平塚七衣

荒川桐真

山岸裕梨

千葉百香



ミュージアムコンサート in 神奈川県立歴史博物館 vol.1
 

《日時》2018.10.31（水）12:00　
《会場》神奈川県立歴史博物館　馬車道口玄関前（みなとみらい線 馬車道駅徒歩1分）※雨天時は講堂

《入場料》無料
《出演者》横浜市民広間演奏会（サックス四重奏）　松本理沙、須々木由子、尾形一樹、渡辺定路
《曲》モーツァルト（山口景子編曲）：モーツァルト・トリビュート　ほか　
《問合せ》045-201-0926（神奈川県立歴史博物館企画普及課）

コミュニティコンサート in 神奈川県立こども医療センター
 

《日時》2018.11.2（金）※関係者のみ
《会場》神奈川県立こども医療センター　《出演者》佐久間晃子（ピアノ）　
《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

室内楽の夕べ
          

《日時》2018.11.3（土・祝）15:00
《会場》フェリス女学院大学山手キャンパスフェリスホール（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩10 分）

《入場料》無料　《出演者》音楽学部学生  ほか　
《曲》ドヴォルジャーク：ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 Op. 87 第1楽章　ほか　
《問合せ》045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏委員会室）

　

ミュージアムコンサート in 馬の博物館（馬とのつどい2018内）
     

《日時》2018.11.11（日）30分を２回公演
《会場》馬の博物館  イベント内屋外ステージ（市バス21・103系統「滝の上」すぐ）　《入場料》無料
《出演者》横浜市民広間演奏会

　　　　  伊藤優晶（ユーフォニウム）、戸嶋優（サイレントベース）、成田夕香（ソプラノ）、
　　　　  堀田和磨（サックス）、北村真紀子（ピアノ）

《曲》村松崇継（作曲）、ロバート・プライズマン（作詞）：生命の奇跡　ほか　
《問合せ》045-662-7581（馬事文化財団）

サロンコンサート in 横浜マリンタワー
     

《日時》2018.11.13（火）14:00
《会場》横浜マリンタワー（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩1分）　
《入場料》無料（飲食店・展望台割引券配布あり）
《出演者》横浜市民広間演奏会

　　　　畑中紫甫（ソプラノ）、大谷桜子（バイオリン）、河島玲奈（フルート）、
　　　　前田菜月（ピアノ）、槙 和馬（ピアノ）

《曲》クライスラー：序奏とアレグロ　ほか　
《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

オーケストラ協演の夕べ
      

《日時》2018.11.23（金・祝）19:00
《会場》フェリス女学院大学山手キャンパスフェリスホール（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩10 分）

《入場料》無料　
《出演者》黒川青葉（ソプラノ）、清田美里（フルート）、小堤はるか（フルート）、

　　　　 佐藤有紗（バイオリン）、峯 梨良（ピアノ）、大田日向子（ピアノ）、秋山恵莉（ピアノ）
　　　　 鷹羽 弘晃（指揮）、フェリス室内管弦楽団

《曲》ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18 第1楽章　ほか　
《問合せ》045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏委員会室）　　

音遊びワークショップ＆展覧会鑑賞会 in 横浜美術館
 

《日時》2018.11.24（土）1時間程度を3回予定
《会場》横浜美術館（みなとみらい線 みなとみらい駅徒歩3分）　
《入場料》無料（事前申込制）
《出演者》井上勢津（音楽療法士）、高田由利子（音楽療法士）
《内容》幼児から小学校3年生までのお子さんと保護者のための音遊びワークショップ。

終了後、横浜美術館で開催中の「駒井哲郎－煌めく紙上の宇宙」展を鑑賞いただけます。
※申し込み方法は、広報よこはま10月号及び横浜市文化観光局 HP でお知らせ予定

《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）
　　　

ミュージアムコンサート in そごう美術館 vol.1
     

《日時》2018.11.25（日）14:00
《会場》そごう美術館（バレエ展会場内）（横浜駅東口徒歩5分）　
《入場料》無料（別途展覧会の入館料が必要）
《出演者》ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生

　　　　大平治世 ( フルート )、吉野駿 ( バイオリン )、
　　　　鶴友見 ( ヴィオラ )、金子遥亮 ( チェロ )

《曲》モーツァルト：フルート四重奏曲 ニ長調 K. 285　ほか 　
《問合せ》045-465-5515（そごう美術館）

フェリス管弦アンサンブル第17回定期演奏会
     

《日時》2018.12.7（金）19:00  
《会場》フェリス女学院大学山手キャンパスフェリスホール（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩10 分）

《入場料》無料　
《出演者》フェリス管弦アンサンブル、飯吉 高（指揮）、大塚陽香（ソプラノ）、

　　　　石井由貴（フルート）、髙田詩央里（ピアノ）
《曲》シューマン：交響曲第4番 ニ短調 Op.120　ほか　
《問合せ》045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏委員会室）

横浜ゆかりの演奏家たちと
横浜ゆかりの演奏家たちが、華やかで華麗なクラシック音楽の世界をお届け
します。美術館や博物館などの会場では、展示も一緒にお楽しみいただけます。

19 水 ① 11:00
② 14:30

ひよこ♪コンサート
0 歳からの小さなコンサート

磯子区民文化センター
杉田劇場 045-771-1212

18 火 11:30 菊本和昭＆迫 昭嘉
トランペット＆ピアノ

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

20 木 19:00 クリスマス・パイプオルガン
コンサート　冨田一樹 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

13 木 14:00 午後の音楽会　第 98 回
弓新 ヴァイオリンリサイタル

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

16 日 14:00 青少年のための音楽会横浜交響楽団
第 691 回定期演奏会（横響・第九） 神奈川県民ホール 080-3308-1321

2019.01

31 月 21:00 ジルヴェスターコンサート
2018-2019 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

21 金 19:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会県民ホール名曲シリーズ第 2 回 神奈川県民ホール 045-453-5080

21 金 19:00 小林美樹＆小林有沙
デュオリサイタル

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

29 土 15:00 ファンタスティック ･
ガラコンサート 2018 神奈川県民ホール 0570-015-415

23 日・祝 15:00 エルワン・ル・プラド＆青木早希　
オルガン・クリスマス コンサート 神奈川県民ホール 0570-015-415

3 木 15:00
ウィーン ･ ヨハン ･ シュトラウ
ス管弦楽団　ウィンナワルツ・
ニューイヤー・コンサート2019

横浜みなとみらいホール 045-453-5080

9 日 12:00 Welcome ！アートフォーラ
ムあざみ野ロビーコンサート アートフォーラムあざみ野 045-910-5656

9 日 14:30 第 6 回磯子音楽祭 磯子区民文化センター
杉田劇場 045-771-1212

11 火 14:00 毛利文香＆アブデル・ラーマン・エ
ル＝バシャ　デュオ・リサイタル

港南区民文化センター
ひまわりの郷 045-848-0800

12 水 19:00 宮田大チェロ・リサイタル 緑区民文化センター
みどりアートパーク 045-986-2441

8 土 14:00 前橋 汀子プロデュース Vol.10
Xmas コンサート

戸塚区民文化センター
さくらプラザ 045-866-2501

8 土 17:00 児玉麻里＆児玉桃  2 台ピアノ
デュオ・リサイタル

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

8 土 ① 14:00
② 15:20

日本郵船歴史博物館コンサート
in ミュージアム 日本郵船歴史博物館 045-211-1923

8 土 15:00
パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ドイツ・
カンマーフィルハーモニー管弦楽団
シューベルトの新時代

横浜みなとみらいホール 045-682-2000

15 火 19:00 パトリツィア・コパチンスカヤ＆ポリー
ナ・レシェンコ　ヴァイオリン＆ピアノ

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

18 金 12:20 オルガン・プロムナード・コ
ンサート vol.367 神奈川県民ホール 045-633-3798

12 土 ① 14:00
② 15:20

日本郵船歴史博物館コンサート
in ミュージアム 日本郵船歴史博物館 045-211-1923

12 土 15:00 神尾真由子と N 響メンバーに
よる「四季」

青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

16 水 14:00
午後の音楽会　第 99 回　プレミアム
コンサート TGS デュオ 大坪純平×髙橋
洋太リサイタル～三浦一馬を迎えて～

栄区民文化センター
リリス 045-896-2000



ミュージアムコンサート in そごう美術館 vol.2
  

《日時》2018.12.9（日）14:00
《会場》そごう美術館（バレエ展会場内）（横浜駅東口徒歩5分）　
《入場料》無料（別途展覧会の入館料が必要）
《出演者》横浜市民広間演奏会（フルート四重奏）

　　　　佐々木ふみ、島田結衣、後藤菜美、大岡三佐子
《曲》チャイコフスキー : バレエ「眠れる森の美女」より “ 第1幕 ワルツ ”　ほか 　
《問合せ》045-465-5515（そごう美術館）

コミュニティコンサート in 横浜労災病院
    

《日時》2018.12.13（木）17:00　
《会場》横浜労災病院（JR 新横浜駅徒歩10分、市営地下鉄ブルーライン新横浜駅徒歩7分）　《入場料》無料
《出演者》ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生

　　　　大平治世（フルート）、吉野駿（バイオリン）、
　　　　鶴友見（ヴィオラ）、金子遥亮（チェロ）

《曲》モーツァルト：フルート四重奏曲 ニ長調 K. 285　ほか　
《問合せ》045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

ミュージアムコンサート in シルク博物館
   

《日時》2018.12.16（日）14:30
《会場》シルク博物館（みなとみらい線 日本大通り駅徒歩3分）　《入場料》無料　
《出演者》横浜市民広間演奏会　

　　　　牧野舞子（ソプラノ）、吉田安梨沙（メゾソプラノ）、
　　　　森田綾乃（バイオリン）、西 優樹（ヴァージナル）

《曲》グノー：グノーのアヴェ・マリア　ほか 　
《問合せ》045-641-0841（シルク博物館）　

ミュージアムコンサート in 馬の博物館
    

《日時》2018.12.16（日）14:30  
《会場》馬の博物館 イベントホール（市バス21・103系統「滝の上」すぐ）　
《入場料》無料（別途入館料が必要） 
《出演者》横浜市民広間演奏会　

　　　　堀口加奈子（ソプラノ）、北川恭子（ピアノ）、
　　　　礒部友美（フルート）、鈴木研吾（サックス） 

《曲》織田哲郎（作曲）、さくらももこ（作詞）：踊るポンポコリン　ほか 　　
《問合せ》045-662-7581（馬事文化財団）

　

ミュージアムコンサート in 三溪園
    

《日時》2018.12.17（月） 11:30（1回目）、13:30（2回目）
《会場》三溪園 鶴翔閣（JR 根岸駅から市バス「本牧」徒歩10分、JR 桜木町駅から市バス「三溪園入口」徒歩5分）

《入場料》無料（別途入園料が必要）
《出演者》ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生

　　　　大平治世（フルート）、吉野駿（バイオリン）、鶴友見（ヴィオラ）、金子遥亮（チェロ）
《曲》モーツァルト：フルート四重奏曲 ニ長調 K. 285　ほか　
《問合せ》045-621-0635（三溪園）

第26回フェリス女学院「メサイア」演奏会
   

《日時》2018.12 .22（土）17:00
《会場》フェリス女学院大学山手キャンパスフェリスホール（みなとみらい線 元町・中華街駅徒歩10 分） 《入場料》1,000円
《出演者》星野 聡（指揮）、秦野貴美子 ほか（ソプラノ）、栗林朋子 ほか（アルト）、蔵田雅之（テノール）、

　　 　 　土屋広次郎（バス）、フェリス女学院大学音楽学部合唱団、フェリス室内管弦楽団
《曲》ヘンデル：オラトリオ『メサイア』（Ferris ver.）
《問合せ》045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏委員会室）

ミュージアムコンサート in 神奈川県立歴史博物館 vol.2
    

《日時》2019.1.12（土）14:00　
《会場》神奈川県立歴史博物館  講堂（みなとみらい線 馬車道駅徒歩1分）  
《入場料》無料（別途常設展入館券が必要）※事前申込制、2018年12月14日（金）申込〆切（定員70名）

《出演者》ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生
　　　　大平治世（フルート）、吉野駿（バイオリン）、鶴友見（ヴィオラ）、金子遥亮（チェロ）

《曲》モーツァルト：フルート四重奏曲 ニ長調 K. 285　ほか　
《問合せ》045-201-0926（神奈川県立歴史博物館企画普及課）

慶應義塾大学コレギウム ･ ムジクム演奏会
   

《日時》2019.1.16（水）18:30
《会場》慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール（東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅徒歩2分）

《入場料》無料  《出演者》中山美紀（ソプラノ）、慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ
《曲》ベートーヴェン：交響曲第3番変ホ長調作品55《英雄》　ほか　
《問合せ》045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）　

　　

慶應義塾大学古楽アカデミー・バロック・オーケストラ演奏会
  

《日時》2019.1.20（日）14:00
《会場》慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール（東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅徒歩2分）

《入場料》無料　《出演者》慶應義塾大学古楽アカデミー・バロック・オーケストラ
《曲》デマジュマール：《サンフォニー集（1702）》より組曲第2 番変ロ長調　ほか
《問合せ》045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

〒 1 0 0 - 8 0 5 1

郵 便 は が き

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1

毎日新聞社　事業本部

クラシック・ヨコハマ事務局　行

必要事項
①ご住所

〒

②お名前

③電話番号

④年代

　～ 10 代、  20 代、  30 代、  40 代、  50 代、  60 代、  70 代～

※出演者・曲目は変更する場合があります。

62円 切 手

を お 貼 り

ください

23 水 12:10 第 220 回オルガン・1 ドル
コンサート 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

29 火 14:00 林晃子　卒業コンサート 栄区民文化センター
リリス 045-896-2000

31 木 11:00 メンデルスゾーンの会⑤
ピアノ曲 Vol.2   平沢匡朗（ピアノ）

神奈川区民文化センター
かなっくホール 045-440-1219

26 土 14:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会みなとみらいシリーズ第 346 回 横浜みなとみらいホール 045-226-5107

19 土 14:00 トゥガン・ソヒエフ指揮 NHK
交響楽団2019横浜定期演奏会 横浜みなとみらいホール 045-682-2000

19 土 15:00 神奈川フィルハーモニー管弦楽団定期
演奏会県民ホール名曲シリーズ第 3 回 神奈川県民ホール 045-453-5080

20 日 14:00 イアン・ボストリッジ　テノール 青葉区民文化センター
フィリアホール 045-982-9999

20 日 14:00 ジョージ・リー
ピアノリサイタル

戸塚区民文化センター
さくらプラザ 045-866-2501

25 金 ① 12:10
② 14:30

みなとみらいクラシック・マチネ
長原幸太（ヴァイオリン）、福川
伸陽（ホルン）、三浦友理枝（ピアノ）

横浜みなとみらいホール 045-682-2000



　国内最高峰の学生音楽コン
クールである「全日本学生音楽コ
ンクール」の全国大会が、2007年
（第61回）から横浜で固定開催と
なりました。これを契機に始まっ
たのが、デビューしたばかりの若
手演奏家（デビュタント）を中心と
した音楽イベント「クラシック・ヨ
コハマ」です。横浜市内の音楽団
体、ミュージアム、サロン、大学、
福祉施設等の協力のもと、デビュ
タントが輝き、躍動する場となる
こと、また、皆さまにとって良質
なクラシック音楽の身近な鑑賞
機会となることを目的に、多様な
コンサートを開催しています。最
高レベルのデビュタントが集う横
浜ならではのコンサートシリーズ
を存分に堪能してください。

クラシック・ヨコハマ企画連携プラットフォーム
池田コンサートサロン・白楽シルクサロン、岩崎ミュージアム、馬の博物館、（認定
NPO 法人）ST スポット横浜、神奈川県民ホール、神奈川県立音楽堂、神奈川県立
歴史博物館、（公財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団、慶應義塾大学日吉音楽学
研究室、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、フェリス女学院 大学、毎日新聞
社事 業 本 部 、（ 一 社 ）ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン、（NPO 法人）
横浜音楽協会、よこはま音楽広場実行委員会、横浜交響楽団、（公財）横浜市芸術
文化振興財団、横浜市文化観光局、横浜市文化施設（青葉区民文化センターフィリ
アホール、旭区民文化センターサンハート、泉区民文化センターテアトルフォンテ、
磯子区民文化センター杉田劇場、神奈川区民文化センターかなっくホール、港南
区 民 文化センターひまわりの 郷 、栄区民文化センターリリス、鶴見区民文化セン
ターサルビアホール、戸塚区民文化センターさくらプラザ、緑区民文化センターみど
りアートパーク、横浜市市民文化会館関内ホール、横浜美術館、横浜みなとみら
いホール）、横浜市民広間演奏会、（一社）横浜みなとみらい21　（50 音順）

クラシック・ヨコハマ
とは

主な会場位置図

横浜みなとみらいホール

ジルヴェスター
コンサート

12月31日、音楽を聴きながらカウントダウン。この日のためだけに集まるスペシャル

開館20周年を締めくくる今回のカウントダウンは「展覧会の絵」（抜粋）で壮麗に!!

【日時】2018 年 12 月 31 日（月）20 時 20 分開場／ 21 時 00 分開演

　　　　～ 2019 年 1 月 1 日（火）0 時 20 分頃終演予定

【会場】横浜みなとみらいホール 大ホール

【出演】池辺晋一郎（音楽監督）、飯森範親（指揮）、徳永二男（エクゼクティブ・ディレクター）、大島尚志（演出・台本）、

　朝岡聡（司会）、三浦文彰（ヴァイオリン）、ゲルハルト・オピッツ、小川典子（ピアノ）、小林沙羅（ソプラノ）、

　村上敏明（テノール）、横浜みなとみらいホール・ジルヴェスターオーケストラ（管弦楽）

【曲目】ロッシーニ：ウィリアム・テル序曲、プッチーニ：「トゥーランドット」～

　　　　“誰も寝てはならぬ”、ムソルグスキー：展覧会の絵より  他

【料金】全席指定　S 11,000 円／ A 9,000 円／ B 7,500 円／ C 6,000 円

【チケット・問合せ】横浜みなとみらいホールチケットセンター 045-682-2000

2018 2019
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