
ロザリオ・ジュリアーニ＆ファブリッ
シオ・ボッソ・クインテットwith パッ
ト・ラ・バーベラ
９月22日（日）
15時～　港北公会堂
※詳細は本紙５月号
　８ページに掲載
　 大倉山ジャズクラブ（ミツコシ）
　 080-5373-9756　  03-6661-2322
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港北区制 80周年記念

港北芸術祭イベント一覧 　　　と記載されているものは、チケット購入が必要です。
それ以外は無料、原則、当日直接会場へ。時間などは変更になる場合があります。

夏休み親子コンサート
８月25日（日）
14時～　港北公会堂
※詳細は本紙
　８ページに掲載
　 区役所
　 生涯学習支援係
　 　 7ページ右上に掲載

第35回大倉山秋の芸術祭
10月31日（木）～ 11月４日（月・休）
９時～21時　大倉山記念館
　 大倉山秋の芸術祭実行委員会　
　 akigei2017@gmail.com 港北区民ミュージカルVol.17

11月22日（金）～ 24日（日）港北公会堂
22日18時30分～／ 23日13時30分～、18時
30分～／ 24日11時～、15時30分～
チケット発売９月ごろ、1,500円（高校生以下1,000円）
　 港北区民ミュージカル実行委員会　  433-2517

こうほく第九演奏会
12月１日（日）13時30分～　港北公会堂
チケット発売11月初旬ごろ　999円
　 港北第九合唱実行委員会（綱島地区センター）　 
　 545-4578

港北芸能大会
11月３日（日・祝）10時～　港北公会堂
　 区役所生涯学習支援係
※出演者の募集は本紙８月号に掲載予定。
　出演は有料

港北区小学校児童音楽会
11月６日（水）～８日（金）
14時～　港北公会堂
※事前申込が必要。申込・問合せは各小学校へ

港北三曲会演奏会
11月９日（土）12時～　港北公会堂
　 区役所生涯学習支援係

港北区中学校生徒音楽会
10月20日（日）12時～　港北公会堂
　 区役所生涯学習支援係

販売中

一部有料

申込制

申込制

有料

有料
有料

有料

港北区合唱の集い
11月10日（日）12時～　港北公会堂
　 港北区合唱の会　  544-1828
　 kouhokugassyoukai@yahoo.co.jp

８
月

9
月

10
月

12
月

11
月

日　時
会　場
出演 /演目

入場料

前売り券

9月 7日（土）　2回公演 ①11時～　②14時～　※各回 30分前に開場
障害者スポーツ文化センター 横浜ラポール　ラポールシアター
人形劇団ひとみ座 /ひょっこりひょうたん島「泣いたトラヒゲの巻」
デフ・パペットシアター・ひとみ /一寸法師
2,000 円（当日 2,500 円）、３歳～中学３年生 500円
※３歳未満で、席が必要な場合は有料　※全席自由　※前売り券が完売した場合、当日券なし　※当日券はラポールシアターで販売
７月８日（月）発売
●電子チケットぴあ【Ｐコード：494-573 セブン - イレブンで購入可】
●ローソンチケット【Ｌコード：34274 ローソン、ミニストップで購入可】
●ｅ＋（イープラス）【ファミリーマートで購入可】
●東急トラベルサロン日吉駅、天一書房大倉山店・綱島店、区役所３階売店

日本で唯一、耳の聞こえない人と聞こえる人が
協力して公演活動を行うプロの人形劇団。障害
の有無に関わらず楽しめる人形劇を作ることを
目指し、人形劇が持つ「視覚的」な魅力に着目し、
新しい表現の可能性に挑戦している。

みんなが一緒に楽しめる人形劇
子どもから大人まで、障害の有無に関わらずみんなが楽しめる人形劇です。
『ひょっこりひょうたん島』はステージ上で字幕表示を行います。デフ・パペットシアター・ひとみ
による『一寸法師』は、おなじみの昔話に、「語り」「手話」「歌」「踊り」「曲芸」「からくり舞台」「おはやし」
を加えた盛りだくさんの内容で、目で楽しみ、体で音を感じることができます。

デフ・パペットシアター・ひとみ

ボリューム

beyond2020
プログラム認証事業

横浜音祭り 2019
共催事業

・

ウィズ
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●問合せ　区役所生涯学習支援係
　　　　 　　540-2239　　540-2245　「港北芸術祭」では、区内在住のアーティストや文化芸術の専門家である

港北芸術祭実行委員の皆さんが、身近な場所で気軽に文化芸術に親しめる
よう、毎年さまざまな公演を開催しています。ぜひご来場ください。 港北区 文化情報 検索詳細は

次代を担う若手チェリストと、世界的に活躍して
いるチェリストの岩崎洸氏（特別出演）を迎えて
お届けするコンサートです。
チェロの特徴である響きのある低音と心地よい高
音を、５人のチェリストが奏でます。クラシック・
タンゴ・日本の歌を楽しんでください。

日本音楽コンクール第
１位、特賞。桐朋女子高
校音楽科（共学）を経て、
ジュリアード音楽院に
留学。アメリカに本拠を
置き、世界各地で演奏を
続ける傍ら、桐朋学園大
学特任教授・大阪音楽大
学客員教授として後進
の指導を続ける。

港北ダンスフェスティバル
12月８日（日）13時～   港北公会堂
　 港北ダンス芸術振興協会
　 090-2401-6045
　 takeda-e@mbf.nifty.com
※参加団体募集は本紙8ページに掲載

見砂和照と東京キューバンボーイズ「ラテン音楽の魅力」
１月25日（土）16時～　港北公会堂
チケット発売日：11月15日（金）
2,500円、中学生以下1,500円
　 区役所生涯学習支援係
※詳細は本紙11月号に掲載予定

港北シンフォニーコンサート
２月２日（日）14時～　みなとみらいホール（西区）
　 港北区民交響楽団　　 090-6530-8539

オーケストラ体験教室
２月29日（土）13時～17時　港北公会堂
　 区役所生涯学習支援係
※参加者の募集は本紙11月号に掲載予定。体験は有料

港北美術展
３月４日（水）～８日（日）　
10時～16時　大倉山記念館
　 区役所生涯学習支援係
※出展作品の募集は本紙12月号に掲載予定。出展は有料

書道体験教室
12月14日（土）10時～12時　港北公会堂
　 区役所生涯学習支援係
※参加者の募集は本紙９月号に掲載予定
ウインターコンサート
12月15日（日）13時30分～　港北公会堂
　 横浜港北区民吹奏楽団
　 contact@ykwo.net

港北童謡の会「ニューイヤーコンサート」
１月21日（火）14時～　港北公会堂
当日入場料　900円
　 港北童謡の会　　 531-6390

有料

有料

有料
港北芸術祭の運営ボランティアに携わることで、
区民の皆さんが文化芸術に親しむきっかけづく
りを担います。
条  件

待  遇

内  容

申  込

16歳以上の区民（応募者多数の場合は
抽選）
・交通費と食費の支給なし
・活動中のけがについては、市市民活動
　保険で対応
文化イベントの運営（チケットもぎりや
資料配布、会場整理など）
※詳細は、申込後に調整します
Eメールかホームページ（7月31日ま
で）氏名（ふりがな）、年齢、住所、電話
番号を記入し、
区役所生涯学習支援係へ
　  ko-bunka@city.
　  yokohama.jp

桐朋女子高校音楽科を経て、
桐朋学園大学ソリストディプ
ロマコース修了。NHK交響
楽団チェロ奏者。港北区在住。

元NHK交響楽団首席チェロ
奏者。東京音楽大学名誉教授、
日本チェロ協会評議員長。

桐朋女子高校音楽科（共学）、桐朋学園
大学卒業。読売日本交響楽団チェロ奏者、
東京チェロアンサンブルメンバー。日　時

会　場
出　演

曲　目

入場料

前売り券

10月 19日（土）　15時～　※30 分前に開場
港北公会堂
チェロ：岩崎洸 (特別出演 )、門脇大樹、髙木慶太、
堀沙也香、渡邊方子　ピアノ：島田彩乃
ヴィヴァルディ：コンチェルト・グロッソ ニ長調 作品３－11、
ブルッフ：コル・ニドライ（ソロ：岩崎洸）、アルゼンチンタンゴ、
ポッパー：レクイエム、日本の歌 (四季メドレー )　ほか
2,500 円（当日 3,000 円）、中学生以下 1,000 円（当日 1,500 円）　
※全席自由　※未就学児不可　※前売り券が完売した場合、当日券なし
※当日券は港北公会堂で販売
８月 15日（木）発売
●電子チケットぴあ【Ｐコード：151-684 セブン - イレブンで購入可】
●ローソンチケット【Ｌコード：34293 ローソン、ミニストップで購入可】
●ｅ＋（イープラス）【ファミリーマートで購入可】
●東急トラベルサロン日吉駅、天一書房大倉山店・綱島店、区役所３階売店

が付いているものは、横浜音祭り 2019 パートナー事業などです。

みさご かずあき

文化ボランティア

東京藝術大学音楽学部
附属音楽高校を経て、
同大学卒業。東京音楽
大学伴奏科、東京藝術
大学非常勤講師・神奈
川フィルハーモニー管
弦楽団首席奏者。

門脇 大樹
かどわき ひろき

港北芸術祭実行委員会会長 堀 了介
ほりりょうすけ

島田 彩乃
しまだ あやの

渡邊 方子
わたなべ まさこ

東京音楽大学付属高校、
同大学を卒業。東京チェ
ロアンサンブルメン
バー。港北区在住。

堀　沙也香
ほり さやか

髙木 慶太
たかぎ けいた

桐朋女子高校音楽科を首席で卒業。
上野学園大学講師。

企画者からのメッセージ

室内楽やオーケストラでは低音域を担当
しているチェロですが、実はバイオリン
パートが弾けるほどの高音が出せること
を知っていますか。世界的チェリストの
岩崎洸氏と若手チェリスト４人による、
二重奏から五重奏までのアンサンブルを
ピアノとともにお楽しみください。

1
月

2
月

3
月

集募
一緒に港北芸術

祭を

盛り上げません
か

©堀田力丸

©堀田力丸

©読売日本交響楽団

©武藤章

2020年

岩崎 洸
いわさき こう
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