
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 とは

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、Sala 
MASAKA、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、フェリス女学院大学音楽学部、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、横浜医療福祉センター港南、（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）

https://yokohama.mainichi-classic.net/

2020.11
7 横浜みなとみらいホール横浜市招待国際ピアノ演奏会　特別公演14:00土 045-682-2000

2020.12
1 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00火 045-311-1310

2021.1

2 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00水 045-311-1310

3 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00木 045-311-1310

4 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00金 045-311-1310

5 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00土 045-311-1310

10 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00火

11 水

045-311-1310 ¥0

横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

12 木 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

13 金 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

14 土 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

15 日 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

12 神奈川県民ホールオルガン・クリスマスコンサート15:00土 0570-015-415

20 神奈川県民ホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会県民名曲シリーズ  第9回15:00日 045-226-5107

22 横浜みなとみらいホール第236回オルガン・1ドルコンサート12:10火 045-682-2000

24 横浜みなとみらいホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会　ベートーヴェン「第九」19:00木 045-226-5107

29 神奈川県民ホールファンタスティック・ガラコンサート 202015:00火 0570-015-415

31 横浜みなとみらいホールジルヴェスターコンサート202021:00木 045-682-2000

¥0

18 水 横浜みなとみらいホール三浦はつみ オルガン・リサイタル19:00 045-682-2000

19 木 神奈川県民ホールロレンツォ・ギエルミ オルガン・リサイタル19:00 0570-015-415

21 土 横浜みなとみらいホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会14:00 045-226-5107

26 木 横浜みなとみらいホールGRAND ORGAN GALA19:00 045-682-2000

10 横浜みなとみらいホールBTVN2020　ピリオド楽器
オーケストラ第九演奏会19:00

14:00

火 045-682-2000

31 鶴見区民文化センター
サルビアホール

サルビア・プレミアムクラシック
オーケストラの首席

「石井淳ファゴットリサイタル」
14:00日 045-511-5711

12 横浜みなとみらいホールみなとみらいクラシック・マチネ
三浦一馬（バンドネオン）、山田武彦（ピアノ）

①12:10
②14:30木 045-682-2000

3 ①11:00
②14:00木 045-364-3810

17 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第121回  プレミアムコンサート
小林美樹ヴァイオリンリサイタル火 045-896-2000

12:0022 アートフォーラムあざみ野Welcome！アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート日 045-910-5656

14:0023 ユリアン・シュテッケル
無伴奏チェロ・リサイタル月・祝 045-848-0800

17:00

¥0

¥0

6 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00日 045-311-1310 ¥0

¥012:0024 アートフォーラムあざみ野Welcome！アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート日 045-910-5656

14:0013 神奈川県民ホール青少年のための音楽会横浜交響楽団
第707回定期演奏会日 080-3308-1321

14:0013 栄区民文化センター  リリス椿三重奏団
～高橋多佳子・礒絵里子・新倉瞳～日 045-896-2000

14:0012 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第123回  プレミアムコンサート
トルヴェール・クヮルテット with 小柳美奈子火 045-896-2000

14:0029 栄区民文化センター  リリスリリス・レジデンス・アーティスト卒業記念
長崎宏美 フルートリサイタル金 045-896-2000

15:0030 神奈川県立音楽堂スティーヴン・イッサーリス 室内楽プロジェクト
〈ロシアの唄と舞曲と悲歌〉Ⅰ土 0570-015-415

15:0031 神奈川県立音楽堂スティーヴン・イッサーリス 室内楽プロジェクト
〈ロシアの唄と舞曲と悲歌〉Ⅱ日 0570-015-415

12:2022 神奈川県民ホールオルガン・プロムナード・コンサート
Vol.385金 0570-015-415

11:0028 ベートーヴェンの会⑤
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ vol.2木 045-440-1211

14:0022 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第122回
上野通明チェロリサイタル火 045-896-2000

14:0016 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第115回
岡本拓也ギターリサイタル水 045-896-2000

17:0013 横浜みなとみらいホールJust Composed 2020 Winter in
Yokohama～現代作曲家シリーズ～日 045-682-2000

21 千住真理子 J.S.バッハ 無伴奏
ヴァイオリン作品全曲演奏会

青葉区民文化センター
フィリアホール

港南区民文化センター
ひまわりの郷

14:0025 ルミエ・サクソフォンカルテット
コンサート水 045-848-0800港南区民文化センター

ひまわりの郷

11:0026 ベートーヴェンの会④
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ vol.1木 045-440-1211神奈川区民文化センター

かなっくホール

19:00 前橋汀子カルテット27 金 045-982-9999青葉区民文化センター
フィリアホール

14:00 歌とピアノが奏でる音色のアソート

ワンコインコンサートvol.13

23 神奈川県立音楽堂神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会音楽堂シリーズ第18回15:00土 045-226-5107

28 土 045-364-3810旭区民文化センター
サンハート

14:00 雅楽×可能性－真鍋尚之  笙リサイタル23 土 045-771-1212磯子区民文化センター
杉田劇場

14:00 千住真理子＆舘野泉　夢の競演24 日 045-511-5711鶴見区民文化センター
サルビアホール
神奈川区民文化センター
かなっくホール

18:3029 公開マスタークラス＆
曲目解題コンサート金 045-440-1211神奈川区民文化センター

かなっくホール

旭区民文化センター
サンハート

土 045-982-9999

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉

● 鑑賞当日の体温が37.5度以上の方はご来場をご遠慮ください。
● 当日は必ずマスクをしていただいた状態でご鑑賞ください。
● 会場案内人などの指示に従って、消毒等にご協力ください。

クラシック・ヨコハマでは、各会場に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
（来場者間の距離確保、会場の消毒、会場のこまめな空気の入れ替え等）を実施します。
ご鑑賞いただく皆様にも、下記のご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各コンサートを中止す
る場合もあります。中止の場合は、随時、下記のクラシック・ヨコハマのホーム
ページに掲載します。

抽選

申込

15：00～15：4010月21日（水）
出演者：横浜市民広間演奏会
会 場：横浜市役所 アトリウム
当日先着受付 ※30分前から受け付け開始

問合せ：横浜市文化観光局文化振興課
045-671-3714

クラシック・ヨコハマ
2020 プレコンサート 

♪
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、協和キリン、キリン、JR東日本、島村楽器、ファンケル
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

デビュタントの躍動

真剣勝負のコンクールで、
羽ばたく若き才能を見つける。

フレッシュな演奏がきらめく瞬間を
楽しむ。

本格的なコンサートで、
若き演奏家たちの輝きに出会う。

デビュタントの輝き

2020
2020.11.1 ▼ 2021.1.31

～ 輝く  横浜生まれ の デビュタントたち ～

デビュタントの誕生

「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（若手演奏会）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。デビュタントとは デビューしたばかりの人

クラシック・
ヨコハマ



デビュタントの

躍動

at home Collection

佐藤綸花

石井奏

サロンコンサート vol.2

松木翔太郎

松木翔太郎
（バイオリン、2019年小学校の部第２位・横浜市民賞）

サラサーテ：ツィゴイネルワイゼンOp.20 ほか

神宮司悠翔
（ピアノ、2019年中学校の部第２位）

ショパン：ポロネーズ 第6番「英雄」Op.53 変イ長調
045-421-1001／090-1798-0520
（池田コンサートサロン）

池田コンサートサロン
（東急東横線妙蓮寺駅　徒歩12分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.8（日）15：00

神宮司悠翔

¥0

サロンコンサート vol.1

大岩宝新

大岩宝新
（バイオリン、2019年中学校の部第１位・横浜市民賞）

ラヴェル：ツィガーヌ ほか

渡邊哲丸
（チェロ、2019年高校の部第２位・横浜市民賞）

カサド：無伴奏チェロ組曲　第１＆第３楽章
090-3504-4379（サーラ　マサカ）

Sala MASAKA
（JR東戸塚駅　徒歩５分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.7（土）14：00

¥0

サロンコンサート vol.3

佐藤綸花
（バイオリン、2019年高校の部横浜市民賞）

ラヴェル：ツィガーヌ（演奏会用狂詩曲）ほか

石井奏
（チェロ、2019年大学の部第1位・横浜市民賞）

エドヴァルド・グリーグ：チェロとピアノのためのソナタ
イ短調作品36
045-421-1703／090-1798-0520
（白楽シルクサロン）

白楽シルクサロン
（東急東横線白楽駅　徒歩３分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.12.12（土）15：00

Pf

サロンコンサート vol.4

原田佐和子
（ピアノ、2019年小学校の部第１位）

ベートーヴェン：ピアノソナタ第８番「悲愴」
Op.13 ハ短調全楽章 ほか

横井茂虎
（フルート、2019年高校の部横浜市民賞）

ゴーベール：ノクターンとアレグロ・スケルツァンド ほか

045-434-1100
（横浜音楽協会事務局：ハタ楽器）

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）

会　 場

2,000円（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.12.13（日）15：15

渡邊哲丸

原田佐和子

横井茂虎

¥0PfFl

ミュージアムコンサート
 in 岩崎ミュージアム

永留泰斗

永留泰斗
（フルート、2019年中学校の部横浜市民賞）

シャルル＝マリー・ヴィドール：組曲Op.34 ほか

袖岡英都
（ピアノ、2019年高校の部横浜市民賞）

ブラームス：ピアノソナタ第3番 へ短調 Op.5 第1、5楽章 ほか

045-623-2111（岩崎ミュージアム）

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）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.15（日）14：00

袖岡英都

Vn バイオリン

Vn¥0PfVn

Vn

Tp トランペット

0b オーボエSax サックス

オケ

マークの説明

オーケストラ

Vc チェロ

Vn VcVc

Cl クラリネット

Org パイプオルガン

¥0 無料

Pf ピアノ

Vla ヴィオラ

Fl フルート

Fg ファゴット

ホルンＨr

シール
ラリー

映像配信あり

当日受付
（先着順）

当日事前申込制申込

申込 申込

申込

申込

申込

抽選抽選

演奏会当日のライブ映像と、開催後一ヶ月程度の
期間限定配信は下記HPをご参照ください。
https://yokohama.mainichi-classic.net/

ギターGt Vo 声楽

入館料のみで
ご覧いただける
公演

¥



デビュタントの

躍動

at home Collection

佐藤綸花

石井奏

サロンコンサート vol.2

松木翔太郎

松木翔太郎
（バイオリン、2019年小学校の部第２位・横浜市民賞）

サラサーテ：ツィゴイネルワイゼンOp.20 ほか

神宮司悠翔
（ピアノ、2019年中学校の部第２位）

ショパン：ポロネーズ 第6番「英雄」Op.53 変イ長調
045-421-1001／090-1798-0520
（池田コンサートサロン）

池田コンサートサロン
（東急東横線妙蓮寺駅　徒歩12分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.8（日）15：00

神宮司悠翔

¥0

サロンコンサート vol.1

大岩宝新

大岩宝新
（バイオリン、2019年中学校の部第１位・横浜市民賞）

ラヴェル：ツィガーヌ ほか

渡邊哲丸
（チェロ、2019年高校の部第２位・横浜市民賞）

カサド：無伴奏チェロ組曲　第１＆第３楽章
090-3504-4379（サーラ　マサカ）

Sala MASAKA
（JR東戸塚駅　徒歩５分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.7（土）14：00

¥0

サロンコンサート vol.3

佐藤綸花
（バイオリン、2019年高校の部横浜市民賞）

ラヴェル：ツィガーヌ（演奏会用狂詩曲）ほか

石井奏
（チェロ、2019年大学の部第1位・横浜市民賞）

エドヴァルド・グリーグ：チェロとピアノのためのソナタ
イ短調作品36
045-421-1703／090-1798-0520
（白楽シルクサロン）

白楽シルクサロン
（東急東横線白楽駅　徒歩３分）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.12.12（土）15：00

Pf

サロンコンサート vol.4

原田佐和子
（ピアノ、2019年小学校の部第１位）

ベートーヴェン：ピアノソナタ第８番「悲愴」
Op.13 ハ短調全楽章 ほか

横井茂虎
（フルート、2019年高校の部横浜市民賞）

ゴーベール：ノクターンとアレグロ・スケルツァンド ほか

045-434-1100
（横浜音楽協会事務局：ハタ楽器）

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）

会　 場

2,000円（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.12.13（日）15：15

渡邊哲丸

原田佐和子

横井茂虎

¥0PfFl

ミュージアムコンサート
 in 岩崎ミュージアム

永留泰斗

永留泰斗
（フルート、2019年中学校の部横浜市民賞）

シャルル＝マリー・ヴィドール：組曲Op.34 ほか

袖岡英都
（ピアノ、2019年高校の部横浜市民賞）

ブラームス：ピアノソナタ第3番 へ短調 Op.5 第1、5楽章 ほか

045-623-2111（岩崎ミュージアム）

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）

会　 場

無料（要予約）入場料

問合せ

出演者・曲

日 　時 2020.11.15（日）14：00

袖岡英都

Vn バイオリン

Vn¥0PfVn

Vn

Tp トランペット

0b オーボエSax サックス

オケ

マークの説明

オーケストラ

Vc チェロ

Vn VcVc

Cl クラリネット

Org パイプオルガン

¥0 無料

Pf ピアノ

Vla ヴィオラ

Fl フルート

Fg ファゴット

ホルンＨr

シール
ラリー

映像配信あり

当日受付
（先着順）

当日事前申込制申込

申込 申込

申込

申込

申込

抽選抽選

演奏会当日のライブ映像と、開催後一ヶ月程度の
期間限定配信は下記HPをご参照ください。
https://yokohama.mainichi-classic.net/

ギターGt Vo 声楽

入館料のみで
ご覧いただける
公演

¥

鴨居駅

青葉台駅

Sala MASAKA

主な会場位置図

横浜市庁舎

第74回  全日本学生音楽コンクール
全国大会 in 横浜

※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
前売券は 10月16日（金）発売
0570-02-9999（チケットぴあ　Pコード 184-587）
045-682-2000（横浜みなとみらいホールチケットセンター）
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

Vn Vc Fl Pf Vo

昨年の様子：老川鈴唄
（声楽部門高校の部第1位）

『横浜市民賞』選定員を募集します！

デビュタントの

誕生

申込方法等詳細は、横浜市HP（クラシック・
ヨコハマ２０２０）または区役所広報相談係の
チラシをご覧ください。

10月16日（金）
※当日消印有効
横浜市文化観光局
文化振興課
045-671-3714

締 　切

問合せ

日 　時 2020.11.24（火）13：00 フルート部門　中学校の部・高校の部
2020.11.25（水）10：30 チェロ部門　高校の部・大学の部
2020.11.26（木）13：00 声楽部門　高校の部・大学の部
2020.11.27（金）13：00 ピアノ部門　高校の部
2020.11.28（土）11：00 ピアノ部門　小学校の部／15：00　中学校の部
2020.11.29（日）11：00 バイオリン部門　小学校の部／15：00　中学校の部
2020.11.30（月）13：00
※開演は予定時間　

バイオリン部門　高校の部

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）

会　 場

全席自由 2,700円（税込）料　金

問合せ

チケット

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、フルート、チェロ、声楽の全５部門において、横浜市民の皆様に
『もっとも感動した演奏』を選定いただき、聴衆賞『横浜市民賞』を贈ります。

シールラリーのマーク　　　　　　がついているシール対象公演を
聴いて、会場で配られる専用シールをハガキに貼って、応募しよう。

2020年11月7日（土）～12月20日（日）までの対象公演と
第74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。

シールラリー対象公演

シールは、対象公演の開場時間内に限り配布します。
シール配布時間

絵本
「マルタの冒険 ―森の中のリュウジン池―」（抽選で20名）

※応募者多数の場合は抽選となります。

賞について

※ハガキ１枚につき１口の応募のみになります。
※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。

応募方法

2020年12月25日（金）必着
応募期限

シール１枚で
応募できる！

官製ハガキに上記の専用シール1枚を貼り、下記応募先に必要事項
（ご住所・お名前・年齢・電話番号）をご記入の上、ご郵送ください。

応 募 先
〒100-8051
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

シールラリー担当  行

©宮島 永太良

マルタって？
『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。



Special Selection

スペシャル・
セレクション

デビュタントの

輝き

「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位入賞者がそろい、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。

昨年の全国大会の様子：山本 栞路
（チェロ部門高校の部第1位）

第 73 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
Vn PfVc Fl Vo

山崎 伸子（チェロ） 小林 愛実（ピアノ） 田中 祐子（指揮）

生きる 
～ 2020 Ｘ’mas   若い命を支えるコンサート

Pf オケ

第199 回毎日ゾリステン

服部  百音 ～バイオリン・リサイタル 
Vn

※未就学児の入場不可

前売券は 10月16日（金）10時発売

エルガー：チェロ協奏曲　ホ短調　作品85
ショパン：ピアノ協奏曲　第1番ホ短調　作品11　ほか

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 187-524）
0570-000-407（ローソンチケット　Lコード 34046）
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

日 　時 2020.12.18（金）19：00開演
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）

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）

会　 場

全席指定 6,000円／舞台後方P席 4,000円（税込）料　金

山崎 伸子（チェロ）、小林 愛実（ピアノ）、田中 祐子（指揮）
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
第74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）

出　演

問合せ

曲　目

服部 百音（バイオリン）、亀井 聖矢（ピアノ）出　演

チケット

0570-02-9999（チケットぴあ　Pコード 185-772）

【バイオリン部門】小西 真璃花、大岩 宝新、首藤 主来
【チェロ部門】山本 栞路、石井 奏
【ピアノ部門】原田 佐和子、中瀬 智哉、神原 雅治

03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

日 　時 2020.11.14（土）15：30開演
戸塚区民文化センター　さくらプラザ　ホール（４階）

（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）
会　 場

全席指定 1,000円（税込） ※未就学児の入場も可料　金
【フルート部門】山本 涼音、大島 快晴
【声楽部門】老川 鈴唄、川崎 麻衣子

出　演 問合せ
チケット

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。今年はチェリストの
山崎伸子さんとピアニストの小林愛実さん、指揮者の田中祐子さんが
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。

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。

服部 百音

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 186-918）
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

日 　時 2020.11.27（金）19：30開演

全席指定 3,500円（税込） ※未就学児の入場不可料　金
問合せ

チケット

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、リピンスキ・ビエニャフスキ国際
バイオリンコンクールのジュニア部門で最年少優勝を果たして以来、躍進を続けるバイオリニストの
服部百音さんの演奏をお届けします。

Vc



横浜ゆかりの演奏家たちが、華麗なクラシック音楽の世界を
お届けします。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。

横浜ゆかりの 演 奏 家 た ち と

日 　時 2020.11.26（木）19：00
神奈川県民ホール

（みなとみらい線　日本大通り駅　徒歩８分）
会　 場

1,000円料　金
太田朋子（ソプラノ）、蔵田雅之（テノール）、星野聡（バリトン）、
佐藤紀雄（ギター）、黒川浩・立神粧子・堀由紀子（ピアノ）、
瀬藤康嗣（パフォーマンス）ほか

出演者

中田喜直：海四章 ほか　曲　
045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏会室）
concert_office@ferris.ac.jp

問合せ

Ferris Concert vol.70
「音楽でつづる150年」第一夜  日本編

PfGtVo

※各コンサートについて、プログラムの変更またはコンサートを中止する場合もあります。

日 　時 2020.12.5（土）14：00
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）
会　 場

無料（別途常設展観覧券が必要）料　金
10月21日（水）から11月11日（水）まで会場HPで受付申込方法
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（MMCJ）修了生出演者
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」 ほか　曲　
045-201-0926（神奈川県立歴史博物館　企画普及課）問合せ

ミュージアムコンサートin
神奈川県立歴史博物館

抽選¥

日 　時 2020.12.7（月）19：00
神奈川県民ホール

（みなとみらい線　日本大通り駅　徒歩８分）
会　 場

無料料　金
西由起子（ソプラノ）、栗林朋子（メゾソプラノ）、蔵田雅之（テノール）、
土屋広次（バリトン）、細川順三（フルート）、渡部基一（ヴァイオリン）、
中村静香（ヴィオラ）、藤村俊介・渡部玄一（チェロ）、宮原真弓（ハープ）、
立神粧子・堀由紀子（ピアノ）、飯沼彩（オルガン）

出演者

フォーレ：ピアノ三重奏曲 ほか　曲　
045-681-5189（フェリス女学院大学音楽学部演奏会室）
concert_office@ferris.ac.jp

問合せ

Ferris Concert vol.71
「音楽でつづる150年」第二夜  海外編

Vn Vc Org ¥0PfVlaFlVo

日 　時 2020.12.13（日）14：00
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）
会　 場

無料料　金

045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）問合せ

慶應義塾大学　学生・一貫校生徒・教職員による
室内楽・ピアノ　マラソンコンサート

詳細は研究室HP（http://www.musicology.hc.keio.ac.jp/）にて案内申込方法
慶應義塾大学　学生・一貫校生徒・教職員出演者

申込オケ ¥0

日 　時 2020.12.15（火）11：30（1回目）13：30（2回目）
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）
会　 場

無料（別途入園料が必要）料　金
当日鶴翔閣にて受付（先着順）申込方法
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（MMCJ）修了生出演者
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」 ほか　曲　
045-621-0635（三溪園）問合せ

ミュージアムコンサート in 三溪園
¥ 当日

日 　時 2020.12.19（土）14：30
馬の博物館　イベントホール

（市バス21・103系統「滝の上」すぐ）
会　 場

無料（別途大人のみ入館料が必要）料　金
11月25日（水）から問合せ先にて受付
詳細は会場HPでお知らせ予定

申込方法

横浜市民広間演奏会
須々木由子・木藤良朝子（サックス）、森崎美穂（トランペット）、
北川恭子（キーボード）

出演者

クリスマスメドレー ほか　曲　
045-662-7581（馬事文化財団）問合せ

ミュージアムコンサート in 馬の博物館
TpSax Pf 申込¥

日 　時 2020.12.20（日）14：00
シルク博物館

（みなとみらい線　日本大通り駅徒歩３分）
会　 場

無料料　金
11月20日（金）から問合せ先にて受付
詳細は会場HPでお知らせ予定

申込方法

横浜市民広間演奏会
佐々木ふみ・河島玲奈・八百板芽威・礒部友美（フルート）

出演者

チャイコフスキー：組曲「くるみ割り人形」 ほか　曲　
045-641-0841（シルク博物館）問合せ

ミュージアムコンサート in シルク博物館
¥0Fl 申込

日 　時 2020.12.23（水）17：00
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）
会　 場

無料料　金
詳細は研究室HP（http://www.musicology.hc.keio.ac.jp/）にて案内申込方法
慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ出演者
メンデルスゾーン：交響曲第5番 ニ短調 作品107《宗教改革》 ほか　曲　
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）問合せ

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・
オーケストラ演奏会
オケ ¥0 申込

日 　時 2020.12.19（土）14：00
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）
会　 場

無料料　金
詳細は研究室HP（http://www.musicology.hc.keio.ac.jp/）にて案内申込方法
慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ出演者
マラン・マレ：《アリアーヌとバッカス》組曲 ほか　曲　
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）問合せ

慶應義塾大学古楽アカデミー・
オーケストラ演奏会
オケ ¥0 申込

日 　時 2021.1.23（土）14：00
横浜美術館　レクチャーホール

（みなとみらい線みなとみらい駅徒歩３分）
会　 場

無料料　金
12月14日（月）から横浜市HP（クラシック・ヨコハマ２０２０）でお知らせ予定申込方法
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（MMCJ）修了生出演者
ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」 ほか　曲　
045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）問合せ

クラシック・ヨコハマ コンサート in 
横浜美術館

申込¥0



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 とは

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、Sala 
MASAKA、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、フェリス女学院大学音楽学部、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、横浜医療福祉センター港南、（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）

https://yokohama.mainichi-classic.net/

2020.11
7 横浜みなとみらいホール横浜市招待国際ピアノ演奏会　特別公演14:00土 045-682-2000

2020.12
1 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00火 045-311-1310

2021.1

2 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00水 045-311-1310

3 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00木 045-311-1310

4 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00金 045-311-1310

5 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00土 045-311-1310

10 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00火

11 水

045-311-1310 ¥0

横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

12 木 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

13 金 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

14 土 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

15 日 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00 045-311-1310 ¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

¥0

12 神奈川県民ホールオルガン・クリスマスコンサート15:00土 0570-015-415

20 神奈川県民ホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会県民名曲シリーズ  第9回15:00日 045-226-5107

22 横浜みなとみらいホール第236回オルガン・1ドルコンサート12:10火 045-682-2000

24 横浜みなとみらいホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会　ベートーヴェン「第九」19:00木 045-226-5107

29 神奈川県民ホールファンタスティック・ガラコンサート 202015:00火 0570-015-415

31 横浜みなとみらいホールジルヴェスターコンサート202021:00木 045-682-2000

¥0

18 水 横浜みなとみらいホール三浦はつみ オルガン・リサイタル19:00 045-682-2000

19 木 神奈川県民ホールロレンツォ・ギエルミ オルガン・リサイタル19:00 0570-015-415

21 土 横浜みなとみらいホール神奈川フィルハーモニー管弦楽団
特別演奏会14:00 045-226-5107

26 木 横浜みなとみらいホールGRAND ORGAN GALA19:00 045-682-2000

10 横浜みなとみらいホールBTVN2020　ピリオド楽器
オーケストラ第九演奏会19:00

14:00

火 045-682-2000

31 鶴見区民文化センター
サルビアホール

サルビア・プレミアムクラシック
オーケストラの首席

「石井淳ファゴットリサイタル」
14:00日 045-511-5711

12 横浜みなとみらいホールみなとみらいクラシック・マチネ
三浦一馬（バンドネオン）、山田武彦（ピアノ）

①12:10
②14:30木 045-682-2000

3 ①11:00
②14:00木 045-364-3810

17 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第121回  プレミアムコンサート
小林美樹ヴァイオリンリサイタル火 045-896-2000

12:0022 アートフォーラムあざみ野Welcome！アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート日 045-910-5656

14:0023 ユリアン・シュテッケル
無伴奏チェロ・リサイタル月・祝 045-848-0800

17:00

¥0

¥0

6 横浜市役所  アトリウム横浜市民広間演奏会　秋の部12:00日 045-311-1310 ¥0

¥012:0024 アートフォーラムあざみ野Welcome！アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート日 045-910-5656

14:0013 神奈川県民ホール青少年のための音楽会横浜交響楽団
第707回定期演奏会日 080-3308-1321

14:0013 栄区民文化センター  リリス椿三重奏団
～高橋多佳子・礒絵里子・新倉瞳～日 045-896-2000

14:0012 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第123回  プレミアムコンサート
トルヴェール・クヮルテット with 小柳美奈子火 045-896-2000

14:0029 栄区民文化センター  リリスリリス・レジデンス・アーティスト卒業記念
長崎宏美 フルートリサイタル金 045-896-2000

15:0030 神奈川県立音楽堂スティーヴン・イッサーリス 室内楽プロジェクト
〈ロシアの唄と舞曲と悲歌〉Ⅰ土 0570-015-415

15:0031 神奈川県立音楽堂スティーヴン・イッサーリス 室内楽プロジェクト
〈ロシアの唄と舞曲と悲歌〉Ⅱ日 0570-015-415

12:2022 神奈川県民ホールオルガン・プロムナード・コンサート
Vol.385金 0570-015-415

11:0028 ベートーヴェンの会⑤
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ vol.2木 045-440-1211

14:0022 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第122回
上野通明チェロリサイタル火 045-896-2000

14:0016 栄区民文化センター  リリス午後の音楽会第115回
岡本拓也ギターリサイタル水 045-896-2000

17:0013 横浜みなとみらいホールJust Composed 2020 Winter in
Yokohama～現代作曲家シリーズ～日 045-682-2000

21 千住真理子 J.S.バッハ 無伴奏
ヴァイオリン作品全曲演奏会

青葉区民文化センター
フィリアホール

港南区民文化センター
ひまわりの郷

14:0025 ルミエ・サクソフォンカルテット
コンサート水 045-848-0800港南区民文化センター

ひまわりの郷

11:0026 ベートーヴェンの会④
ベートーヴェンのピアノ・ソナタ vol.1木 045-440-1211神奈川区民文化センター

かなっくホール

19:00 前橋汀子カルテット27 金 045-982-9999青葉区民文化センター
フィリアホール

14:00 歌とピアノが奏でる音色のアソート

ワンコインコンサートvol.13

23 神奈川県立音楽堂神奈川フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会音楽堂シリーズ第18回15:00土 045-226-5107

28 土 045-364-3810旭区民文化センター
サンハート

14:00 雅楽×可能性－真鍋尚之  笙リサイタル23 土 045-771-1212磯子区民文化センター
杉田劇場

14:00 千住真理子＆舘野泉　夢の競演24 日 045-511-5711鶴見区民文化センター
サルビアホール
神奈川区民文化センター
かなっくホール

18:3029 公開マスタークラス＆
曲目解題コンサート金 045-440-1211神奈川区民文化センター

かなっくホール

旭区民文化センター
サンハート

土 045-982-9999

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉

● 鑑賞当日の体温が37.5度以上の方はご来場をご遠慮ください。
● 当日は必ずマスクをしていただいた状態でご鑑賞ください。
● 会場案内人などの指示に従って、消毒等にご協力ください。

クラシック・ヨコハマでは、各会場に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
（来場者間の距離確保、会場の消毒、会場のこまめな空気の入れ替え等）を実施します。
ご鑑賞いただく皆様にも、下記のご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各コンサートを中止す
る場合もあります。中止の場合は、随時、下記のクラシック・ヨコハマのホーム
ページに掲載します。

抽選

申込

15：00～15：4010月21日（水）
出演者：横浜市民広間演奏会
会 場：横浜市役所 アトリウム
当日先着受付 ※30分前から受け付け開始

問合せ：横浜市文化観光局文化振興課
045-671-3714

クラシック・ヨコハマ
2020 プレコンサート 


