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主　催主　催 港北芸術祭実行委員会／港北区役所
港北区役所地域振興課　TEL：045-540-2239　FAX：045-540-2245お問合せお問合せ

港北区文化情報 検索

サンドアート・クラシックサンドアート・クラシック
飯面雅子が砂でかなでるコンサート

【入場料】
　前売り　一般 2,500 円／中学生以下 1,500 円（全席自由）
　当　日　一般 3,000 円／中学生以下 2,000 円

【前売券販売】
　電子チケットぴあ［Ｐコード：300-334］
　ローソンチケット［Ｌコード：31679］
　東急トラベルサロン日吉駅／天一書房大倉山店・
　綱島店／港北区役所3階売店

【入場料】
　前売り　一般 2,500 円／中学生以下 1,500 円（全席自由）
　当　日　一般 3,000 円／中学生以下 2,000 円

【前売券販売】
　電子チケットぴあ［Ｐコード：300-334］
　ローソンチケット［Ｌコード：31679］
　東急トラベルサロン日吉駅／天一書房大倉山店・
　綱島店／港北区役所3階売店

出演

日時

日時

場所

ヒダノ修一　　   太鼓マスターズ

港北公会堂
9月24日（土） 開演

飯面 雅子

堀 了介 堀 沙也香 名田 綾子

withwith

17:00

10月8日（土）・9日（日）
場所 トレッサ横浜イベント広場

日時 3月1日（水）
～3月5日（日）
3月1日（水）
～3月5日（日）

場所

出品
大倉山記念館大倉山記念館

【入場料】
　前売り　一般 2,000 円／中学生以下 1,000 円（全席自由）
　当　日　一般 2,500 円／中学生以下 1,500 円

【前売券販売】
　電子チケットぴあ［Ｐコード：300-335］／ローソンチケット［Ｌコード：31680］
　東急トラベルサロン日吉駅／天一書房大倉山店・綱島店／港北区役所3階売店

【協　力】　サンドアート工房

出演

日時

場所

いいめん     まさこ

飯面 雅子（サンドアーティスト）
堀 了介・堀 沙也香（チェロ）、名田 綾子（ピアノ）

港北公会堂
11月26日（土） 開演 15:00

入場料
無料

港北美術展

有料　　　　　無料有料　　　　　無料

『サンドアートについて
   詳しく知りたい方はこちら』
http://sandart-koubou.jp/

観覧
作品募集 12 月　 体験教室も同時開催作品募集 12 月　 体験教室も同時開催

ⓒ横浜市港北区ミズキー
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2016 年 9 月 ～ 2017 年 3 月2016 年 9 月 ～ 2017 年 3 月

大倉山秋の芸術祭実行委員会
080-4430-7060

第32回 大倉山秋の芸術祭
9:00～ 21:00

会　場

問合せ

大倉山記念館
一部有料  

2016.11.1火 ～6日

港北芸術祭実行委員会　
540-2239 

中学生徒音楽会
12:00～ 15:00

会　場
問合せ

港北公会堂

2016.10.16日

※有料の記載が無いものは無料、
　当日直接会場へ。
※時間・内容は変更になる場合が
　あります。

港北区民ミュージカル実行委員会
433-2517

港北区民ミュージカル Vol.14「コネクト」 

会　場

問合せ

港北公会堂
有　料 999 円

2016.10.7金 ～9日

7日 金
18:00

8日 土
13:00・17:00

9日 日
10:30・15:00

港北区合唱の会
544-1828

港北区合唱の集い
12:00～ 17:00

会　場
問合せ

港北公会堂

E-mail：kouhokugassyoukai@yahoo.co.jp

2016.9.11日

港北芸術祭実行委員会
540-2239

ヒダノ修一 with
太鼓マスターズコンサート

17:00～ 18:45

会　場

前　売
問合せ

港北公会堂

2016.9.24土

一　　　般：2,500 円 ( 当日：3,000 円）
中学生以下：1,500 円 ( 当日：2,000 円）

横浜音祭りイベント

オーケストラ体験教室
13:00～ 17:002016.10.29土

港北芸術祭実行委員会　
540-2239 

会　場

問合せ

港北公会堂
有　料 1,000 円

15:00～ 17:00

サンドアート・クラシック
2016.11.26 土

港北芸術祭実行委員会
540-2239

会　場
問合せ

港北公会堂

前　売 一　　　般：2,000 円 ( 当日：2,500 円）
中学生以下：1,000 円 ( 当日：1,500 円）

港北芸術祭実行委員会　
540-2239 

ミズキーコンサート
～中学生の音楽ひろば～

10:30～ 16:00

10:30～ 15:00

会　場
問合せ

トレッサ横浜

2016.10.8土

9日

（各150分）

港北芸術祭実行委員会
540-2239

港北芸能大会
10:00～ 16:00

会　場
問合せ

港北公会堂

2016.11.3㊗木

こうほく第九演奏会
13:30～ 15:302016.11.27日

港北第九合唱実行委員会
綱島地区センター　545-4578

会　場

問合せ

港北公会堂
有　料 800 円

E-mail：mail@kohoku-furusato-tv.org

港北ふるさとテレビ局
080-5641-6425

第8回 港北ふるさと映像祭
13:00～ 16:30

会　場
問合せ

港北公会堂

2016.11.6日

観覧は入場整理券が必要　

小学校児童音楽会
14:00～ 15:30

会　場

問合せ
申　込

港北公会堂

2016.11.7月 10木 11金

港北芸術祭実行委員会
540-2239

港北三曲会演奏会
12:00～ 17:00

会　場
問合せ

港北公会堂

2016.11.12土

takeda-e@mbf.nifty.com
港北ダンスフェスティバル実行委員会

港北ダンスフェスティバル
13:00～ 17:00

会　場
問合せ

港北公会堂

2016.11.20日

横浜港北区民吹奏楽団

ウインターコンサート 
※時間未定

会　場
問合せ

都筑公会堂

2016.12.23㊗金

URL:http://ykwo.net/ 

港北芸術祭実行委員会
540-2239

港北美術展
10:00～ 17:00

会　場
問合せ

大倉山記念館

2017.3.1水 ～5日

出品募集出品募集

整理券整理券

※出品募集（有料）広報よこはま12月号掲載予定

港北区民交響楽団
090-1252-1607

港北シンフォニーコンサート

14:00～ 16:00

会　場

問合せ

横浜みなとみらいホール
大ホール（西区）

2017.2.4土

※鑑賞には入場整理券が必要

※プログラムに記載

　URL:http://kumin-kyo.cocolog-nifty.com/

各小学校へ問合せ（申込制）

創立30周年記念


