
　横浜商工会議所は、1880 年（明治 13 年）に横浜市開港記念会館の所在地にかつて存在した「町会所」内に横浜商法会議所と
して設立されました。その歴史を踏まえ、横浜市開港記念会館 100周年記念イベントと連動した事業を下記にて実施します。

28
金

7/1～
土

記念講演会7/28
金

【時　間】10：00～16：00
【場　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・明治に活躍した横浜商人や開港
当時の横浜を紹介するとともに、横浜浮世絵等の商工会
議所所蔵の歴史資料を公開。
【問合せ】横浜商工会議所 総務部　TEL：671-7400

【時　間】13：00～14：00
【場　所】1 階講堂
【講　師】横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 副館長 西川 武臣 氏
【テーマ】『幕末・明治の横浜商人たち
　　　　　－開港から横浜商業会議所ができるまで－』
【問合せ】横浜商工会議所 国際部　TEL：671-7406

【時　間】10：00～16：00
【場　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
ブロックで細部まで忠実に再現された
開港記念会館を展示します。

　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、市庁舎の刊行物サービス
コーナーで販売。
【価格】1,500円（税込）

ジャックの塔100年ものがたり
開港記念会館100周年記念歴史展示

横浜都市発展記念館監修

21
金

7/1～
土

開港記念会館100周年記念誌を発行します！

7月
発売！

ワンハ
ンドレッド倶楽部

2017.
7.1(土 )-23(日)

日～木
11:00-18:30
金・土
11:00-21:00

※写真はイメージです

Happy Bir�hday!!  Jack!!

【主　　催】中区制 90周年・開港記念会館 100周年記念事業実行委員会
【協　　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

土・日・祝の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。

参加
無料

参加
無料

開港記念会館100周年記念スイーツ

金・土は17：00－
日は11：00－

かすてらラスク
汽車道

開港記念会館100周年
限定パッケージ

横浜商工会議所 横浜市開港記念会館100周年記念事業

【歴史展示】絵と写真
と地図で振り返る
開港当時の横浜

開港記念会館へ

出かけよう！

7月の週末は

Celebrate the 100th anniversar� of  Ja
ck

月 間 イ ベ ン ト

週末限定で

横浜オリジ
ナル

ビールも
楽しめる！

期間限定レトロスイーツカフェ＆ウィークエンドビア

開港記念会館 2階6号室

100周年記念ランチ
7／1  -30  土 日7／1  -30  

ミュージックレストラン
アルテリーベで提供



●11：00～12：45
港中学校吹奏楽部とラテンビッグバンドハーバーライツ
オーケストラによるオープニングアクトコンサート（無料）

●16：00～18：30
大高實＆オルケスタ・カリビアンブリーズ
【料　金】5,000円（高校生以下 2,000円）
【申込先】（有）リトルビート
TEL：530-4843

●キューバンカフェ、サルサ
ダンス体験ワークショップ、
キューバ写真展、キューバ
への旅の紹介

キューバ・キューバ・キューバ！
大高實＆オルケスタ・カリビアンブリーズコンサート

キューバを丸ごと体験出来るスペシャルデイ

【時　間】昼の部 13：00～16：00　夜の部 17：00～20：00
【料　金】有料
【問合せ】ザジフィルムズ　TEL：03-3490-4148
　童謡「赤い靴」に魅せられた日系アメリカ人禅僧ヘンリ・ミトワ。その波瀾万丈の人生
を描いたドキュメンタリー映画。ドラマ部分で、ヘンリの青年時代をウエンツ瑛士が演じ
るのも話題！映画上映（127分）。各回シンポジウム（60分／登壇者未定）も開催。

記念式典
【時　間】13：00～
【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。

【料　金】全席自由席 900円
【問合せ】日本国際童謡館かながわ　TEL：562-1950
　30日は全国から参加する童謡唱歌団体によるコンサー
ト。31日は、童謡コンクール「赤い鳥フェスタ」を開催。
　来年は、子どものための芸術雑誌「赤い鳥」が刊行
されてから 100 年になります。かつて、数々の童謡を
世に送り出したこの「赤い鳥」のように、平成の世からも
一流の詩人・作曲家に新しい童謡を生み出してもらう
運動として「赤い鳥フェスタ」が熊本で始まりました。
大人が責任を持って新しい童謡を作り、それを子ども
たちが歌います。その童謡の良さを子どもたちが審査
するコンクールで
す。童謡 100 年の
記念すべき年に向
かって、この度全
国童謡サミット in
よこはまで開催し
ます。

バッハの音楽劇
開港記念会館で祝う

「禅と骨」完成披露プレミアム上映会
「ヨコハマメリー」の中村高寛監督が再び横浜を舞台にした新作

全国童謡サミット inよこはま
世界に誇る童謡で100周年をお祝い

【時　間】14：00～
【料　金】全席自由席　前売り：2,000円　当日：2,500円
【問合せ】アンサンブル山手バロッコ　TEL：664-5553

E-mail：esyamasemi@yahoo.co.jp
　バッハが領主に捧げた２つのお祝いの音楽劇（ドラマ・
ペル・ムジカ）を、100 周年を迎える歴史的建造物の中
で味わいます。「楽しき狩こそ我が悦び」BWV208 は、
若きバッハが最初に音楽劇に挑戦した意欲作。また、「た
のしきヴィーダアウよ」BWV30a は、円熟したバッハ
の手による最後の音楽劇（ドラマ・ペル・ムジカ）。
　声楽、器楽の古
楽専門家をゲスト
に迎え、アンサン
ブル山手バロッコ
とともに、みなさま
を、楽しく、わか
りやすく、このお
祝いの音楽劇の世
界にお連れします。

●11：00～12：00　無料講演会「開港記念会館の100年と“タンゴ第三黄金期”」＠2階9号室
●13：00～14：00　無料ワークショップ「レッツ・タンゴ・ウォーク！」＠2階9号室
●15：00～16：00　「オルケスタ YOKOHAMA オン・ステージ」＠講堂
【料　金】指定席：3,000円　自由席：1,000円（ミロンガとのセット 500円割引券あり）
●16：30～19：30　「横浜 グラン・ミロンガ」（タンゴのダンスパーティー）＠2階6号室、9号室
【料　金】前売り：4,000円 　当日：4,500円（コンサートとのセット 500円割引券あり）　ワンドリンク付

【申込先】カンフェティチケットセンター　TEL：0120-240-540（平日 10：00～18：00）
【問合せ】NPO法人三田教育研究所　TEL：316-8339

●1階 1 号室 
「おめでとう、ジャックお爺ちゃん」
あべみずきポップアート展示即売、フェイスペイントコーナー、ぬり絵
コーナー、記念 Tシャツ、アルゼンチン風ミートパイ・スイーツ等販売
アルゼンチンまるごとブックフェア

●1、2階 ステンドグラス前踊り場 
「我が街のノクターン」―アルゼンチン在住日系移民ポートレート展―

タンゴ・ジャック！
開港記念会館初の全館タンゴ・イベント！7/9

日

7/16
日

【時　間】14：00～16：00
【料　金】3,000円（高校生以下2,500円）
【申込先】関内ホールチケットカウンター

TEL：662-8411
【問合せ】横浜オペラ事務局

TEL：080-5016-2584（小林）

横浜中区オペラ
区民が「カルメン」を声高らかに7/22

土

7/23
日

7/29
土

31
月

7/30
日

記念フォーラム
【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」
　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」
　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。

記念コンサート

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●・2●土       
  日

【時　間】13：00～16：00
【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。

7/1●土 7/2●日

ジャックの塔にのぼろう
【時　間】10：00～（整理券配布）
【定　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。

参加
無料

参加
無料

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」
（関内駅～横浜公園～中区役所～神奈川芸術劇場/NHK放送会館（山下居留地遺跡）～パン発祥の地の碑～開港記念会館）
② 7月2日（日）「三塔の都市伝説＆赤レンガ」
（馬車道駅～旧正金銀行（県立歴史博物館）～旧生糸検査所（第2合同庁舎）～赤レンガ倉庫～開通合名会社跡～開港記念会館）

【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

TEL：228-7678（平日 10：00 ～ 16：00）またはFAX：228-7693にて
希望コース、参加者氏名・フリガナ、人数、郵便番号・住所、電話・FAX 番号
をお知らせください。HPからも申込可能。 検索横浜シティガイド協会

参加
無料


