横浜市開港記念会館

Happy Bir
thday!! Ja
ck!!

100周年記念
Celebrate the 100th anniversary of Jack

土
7/ 1●

記念式典

日
7/ 2●

参加
無料

記念コンサート

【時 間】13：00 ～ 13：30
【受 付】12：30 ～
【定 員】先着 250名
7月1日に100周年となる開港記念会館。
記念すべき日をみんなでお祝いします。

記念フォーラム

参加
無料

【時 間】13：45 ～ 15：45 【定 員】先着 300名
①講演「横浜市開港記念会館と本町の歴史」
【講演者】横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 副館長 西川 武臣 氏
開港記念会館の建っている場所は、地域の政治・経済の中
心地として発展してきました。講演ではそこで繰り広げられ
た人びとの営みを紹介します。
②座談会「横浜市開港記念会館の過去・現在・未来を考える」
【登壇者】西川 武臣 氏（横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 副館長）
渡辺 真理 氏（アナウンサー）
嶋田 昌子 氏（横浜シティガイド協会理事）
鈴木 伸治 氏（横浜市立大学教授・横濱三塔協議会副会長）
柏木 智雄 氏（横浜美術館副館長）
開港記念会館は建設以来、横浜のシンボル的な建物として
市民に親しまれてきました。その歴史から未来の姿までを皆
さんとともに考えます。

【時 間】13：00 ～15：20
【定 員】先着 300名
文化の殿堂で、タンゴ、キューバ
音楽、オペラ、童謡を楽しむ贅沢
なコンサート。
【出演者】日本国際童謡館かながわ
（童謡）
参加
横浜の文化を愛する会
（オペラ）
無料
オルケスタ YOKOHAMA（タンゴ）
音楽の楽しみを広げる会
（キューバ音楽）

ジャックの塔にのぼろう

【時
【定

間】10：00 ～（整理券配布）
員】先着 300名
（小学生以下は保護者同伴、
身長120cm 以上）
【料 金】100 円（保険料含む）
【受付場所】2 階資料コーナー
ボランティアガイド
（ジャックサポー
ターズ）の案内で、普段は非公開の
ジャックの塔に登るツアーです。

【主
【協

催】横浜市中区役所／中区制 90 周年・開港記念会館 100 周年記念事業実行委員会
力】横浜開港資料館・横浜都市発展記念館・横浜商工会議所・
日本大通り活性化委員会・横濱三塔協議会・ジャックサポーターズ
【問合せ先】中区役所地域振興課 TEL：045-224-8135
イベント当日は開港記念会館 TEL：045-201- 0708へ
※イベントの内容は変更になることがあります。 開港記念会館

検索

日
●
7/ 1●
土・2

ステンドグラス
修復体験

【時

間】10：00 ～16：00
（休憩あり）
【場 所】2 階 7 号室
【定 員】各日15 名
【料 金】各日1,000円
【申込先】TEL：224-8135
（6月12日より受付開始）
講 師 は 横 浜 マイスター の 平 山
健雄氏。オリジナルステンドグラス
を 制 作し
て、壊して
みて、復元
するワーク
ショップ。

7/1～ 28
土

【時
【場

金

ジャック100周年
記念ガイドツアー

① 7 月1日
（土）「ジャック誕生と生糸の輝き」
② 7 月2日
（日）「三塔の都市伝説＆赤レンガ」
【集 合】①JR・関内駅南口改札前
②みなとみらい線・馬車道駅改札前
【時 間】9：30 集合（①②コースとも約2 時間）
【参加費】各日500 円（保険料等）
【定 員】各日先着 50名（6月11日より受付開始）
【申込先】NPO法人 横浜シティガイド協会

所】1 階 1号室（7 月１・２日）
2 階 7号室（7 月 3日～）

絵や写真を交え幕末・明治

【時 間】10：00 ～16：00
【場 所】1 階 1 号室
開港記念会館 100周年を記念して、
中区内の 創 業 100 年以 上の 企 業 が
出 店します。また、アイスクリームの
発祥は馬車道。
「横 濱 馬車道あいす」
の販売も。

TEL：228-7678（平日10：00 ～16：00）

【歴史展示】
絵と写真
と地図で振り返る
開港当時の横浜

間】10：00 ～16：00

中区100年企業と
もののはじめ展

参加
無料

7/1 ～21
土

【時
【場

金

開港記念会館100周年記念歴史展示

ジャックの塔100年ものがたり

間】10：00 ～16：00

横浜都市発展記念館監修

参加
無料

所】１階４号室

記念誌の発行に合わせ、開港記念会館の誕生から現在まで

の100 年を振り返ります。貴重な写真のほか映像なども

入れて立体的に展示します。また、レゴブロックで細部

に活躍した横浜商人や開港当

まで忠実に再現された開港記念会館を展示します。

時の横浜を紹介するととも

開港記念会館100周年記念誌 を 発行します！

に、横浜浮世絵等の商工会議
所所蔵の歴史資料を公開。

1世紀にわたる会館と街・人々の記憶を１冊
にまとめました。市内有隣堂、紀伊國屋書店、
月
市庁舎の刊行物サービスコーナーで販売。
発売！
【価格】1,500円
（税込）

【問合せ】横浜商工会議所
総務部
TEL：671-7400
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開港記念会館 100周年記念スイーツ

開港記念会館100周年
限定パッケージ

金・土は 17：00－
日は 11：00－

金・土

11:00 -21:00
ミュージックレストラン

アルテリーベ で提供

100周年記念ランチ
※写真はイメージです

かすてらラスク
汽車道
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