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「横浜音祭り２０１６」開催結果について 

 

１ 開催概要 

（1）事 業 名 横浜音祭り２０１６ 

（2）開催期間 平成 28年９月 22日（木･祝）～11月 27日（日）（コア期間 67日間） 

        プレ期間 ５月１日（日）～９月 21日（水） 

（3）主  催 横浜アーツフェスティバル実行委員会 

（4）ジャンル クラシック、ジャズ、ポップス、日本伝統音楽などオールジャンル 

（5）会  場 横浜市内全域（横浜の「街」そのものが舞台） 

（6）プログラム数 456プログラム 

       （主・共催事業 174プログラム、パートナー事業 282プログラム） 

（7）来場者数 ※速報値 

 

 
 

                        

         ※パートナー事業を含めた 456プログラムの総来場者数は集計中 

         ※以下に記載のある各事業の来場者数は速報値のため、変わることがあります。 

 

２ 世界水準のトップアーティストによる公演  

（1）前夜祭 西本智実指揮 イルミナートフィルハーモニーオーケストラ 

 世界を舞台に活躍中の指揮者、西本智実とイルミ 

ナートフィルハーモニーオーケストラにジャズトラ 

ンペットの日野皓正と市内の少年少女合唱団が出演し、 

横浜ならではのコラボレーションで前夜を飾りました。 

 

開催日：９月 21日（水） 

    会  場：横浜みなとみらいホール 大ホール 

    出  演：西本 智実（指揮）、イルミナートフィルハーモニーオーケストラ、 

       日野 皓正（トランペット）、赤い靴ジュニアコーラス、横浜少年少女合唱団 

来場者数：1,638人 

 

（2）オープニングコンサート 玉置浩二 プレミアム・シンフォニック・コンサート 

 日本音楽界屈指の歌唱力を持つ玉置浩二と、フルオーケストラに 

よるコンサートを実施しました。聴衆を魅了し、スタンディングオ 

ベーションが鳴りやまない中、音祭りがスタートしました。 

 

開催日：９月 22日（木･祝） 

    会  場：横浜みなとみらいホール 大ホール 

    出  演：玉置 浩二、栁澤 寿男（指揮）、東京フィルハーモニー交響楽団 

    来場者数：1,880人 

 横浜音祭り２０１６ （参考）横浜音祭り２０１３ 

プログラム数 来場者数(人) プログラム数 来場者数(人) 

主･共催 174 1,059,000 63 518,475 

市民・文化観光・消防委員会資料 

平 成 2 8 年 1 2 月 1 2 日 

文 化 観 光 局 
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（3）横浜シンフォニエッタ 横浜音祭り特別演奏会 

 横浜に活動拠点を置くオーケストラ、横浜シンフォ 

ニエッタによる、音祭り特別企画を開催。 

 

開催日：11月５日（土） 

    会  場：フィリアホール（青葉区民文化センター） 

    出  演：山田 和樹（指揮）、横浜シンフォニエッタ 他 

    来場者数：386人 

 

 

（4）クロージングコンサート 

  パーヴォ・ヤルヴィ指揮 ドイツカンマーフィルハーモニー管弦楽団 ヴァイオリン 樫本大進 

現在世界で最も活躍している指揮者の一人パーヴォ 

  ・ヤルヴィと、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

  のコンサートマスターである樫本大進、ドイツ屈指の 

  オーケストラ、ドイツ・カンマーフィルが、ブラームス 

  などの名曲を圧巻の演奏で、横浜音祭りのクロージング 

  を飾りました。 

開催日：11月 27日（日） 

    会  場：横浜みなとみらいホール 大ホール 

    出  演：パーヴォ･ヤルヴィ（指揮）、 

       ドイツ･カンマーフィルハーモニー管弦楽団 

       樫本 大進（ヴァイオリン） 

来場者数：1,848人 

 

 

３ 市民が主役の市民参加事業 

 

（1） ヨコオト・ライブ 2016 

市内を中心に活動する音楽グループが、日頃の成果を 

憧れの大舞台関内ホールで披露する、オールジャンルの 

市民参加型音楽フェスティバル。 

 

開催日：９月 24日（土）、25日（日） 

会 場：関内ホール 大ホール 

出 演：公募によって選ばれた音楽グループ 21組（応募 80組） 

ゲスト出演者 24日：コアラモード. 

25日：SUITE VOICE(スィート･ボイス) 

              庄野真代とコーラスグループ「ヨコオトまよ音～ズ」 

      来場者数：941人 
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（2）街に広がる音プロジェクト 

週末を中心に来街者で賑わうオープンスペースで様々 

  なアーティストによるオールジャンルのストリートライ 

  ブを 34回開催しました。また、誰でも参加できるワーク 

  ショップや楽器体験なども開催しました。 

開催日：９月 22日（木･祝）～11月 27日（日） 

会 場：JR桜木町駅前広場、山下公園、商業施設等 

 22か所で 34回実施 

出 演：公募によって選ばれたオールジャンルの 

 アーティスト 60組（応募 246組） 

ゲスト出演者 68組（May J.、東儀 秀樹、 

         秦 基博 他） 

総勢 2,526人 

来場者数：29,426人 

 

（3） 公募サポート事業 

フェスティバル期間中に音楽で横浜の街を盛り上げ、街の賑わいを創出するイベントを公募

し、市民参加プログラムや次世代育成イベントなど 23件を認定しました。 

 

 

４ 子どもたちの豊かな創造性を育むための次世代育成事業 

 

（1）横浜市消防音楽隊による中学校吹奏楽ワークショップ＆演奏会 

横浜市消防音楽隊が市立中学校吹奏楽部に演奏を指導 

し、その成果を披露する合同演奏会を４回開催しました。 

 

開 催 日：６月～11月 

会  場：ワークショップ 各市立中学校 

演奏会 公会堂（南、磯子、都筑、泉） 

出  演：横浜市消防音楽隊、市立中学校吹奏楽部 

参加中学校：末吉（鶴見区）、浦島丘（神奈川区）、 

                軽井沢（西区）、平楽、蒔田（南区）、上永谷、 

港南台第一（港南区）、保土ケ谷（保土ケ谷区）、希望が丘、本宿（旭区）、森（磯子区）、 

大綱（港北区）、十日市場（緑区）、早渕（都筑区）、深谷（戸塚区）、小山台（栄区）、 

        いずみ野（泉区）、南瀬谷（瀬谷区） 以上 18 校 

ワークショップ参加生徒数：893人 合同演奏会来場者数：1,908 人 
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（2）中学生ヨコオト・コーラス・ブローウィン 

プロのアーティストを指導している講師を市立中学 

校のコーラスグループへ派遣。人気ボーカルグループ 

「Little Glee Monster(ﾘﾄﾙ･ｸﾞﾘｰ･ﾓﾝｽﾀｰ)」をゲストに 

迎え、合同の発表会を開催しました。参加し、得難い 

経験ができた中学生からは、「最高に楽しかった」、 

「また参加したい」などの感想をいただいています。 

 

   開 催 日：９月～11月 

会  場：ワークショップ 各市立中学校 

発表会 瀬谷公会堂 

出  演：市立中学校コーラスグループ、Little Glee Monster 

講  師：吉田 圭介（INSPi）、北 剛彦（INSPi） 

参加中学校：矢向（鶴見区）、菅田（神奈川区）、保土ケ谷（保土ケ谷区）、根岸（磯子区）、 

金沢（金沢区）、樽町（港北区）、田奈（緑区）、あざみ野（青葉区）、戸塚（戸塚区）、 

        瀬谷（瀬谷区） 以上 10 校 

ワークショップ参加生徒数：259人 発表会来場者数：448人 

 

（3）別所哲也プロデュース 横浜 18区ショートフィルム＆コンサート 清水和音ピアノリサイタル 

   18区の文化施設で映画と音楽の魅力を楽しめる 

  ショートフィルムの上映と、ピアノリサイタルを 

  開催しました。また、清水和音氏によるピアノワー 

  クショップをあわせて開催しました。 

 

開催日：９月 27日（木）～11月 24日（木） 

    会  場：市内文化施設 

    出  演：別所 哲也（第 1･18回）清水 和音（ピアノ）、 

       大江 馨（ヴァイオリン）、竹山 愛（フルート）、藤江 扶紀（ヴァイオリン）、 

    来場者数：4,456人 ワークショップ参加者数：99人 

 

（4）横濱ジャズプロムナード連携企画 

デトロイトジャズフェスティバル ジャズコンペティション 

横濱 JAZZ PROMENADE 2016 と連携し、若手ジャズ 

ミュージシャンのコンペティションを開催。グランプ 

リを獲得した西口明宏サックストリオを、2017年デト 

ロイトジャズフェスティバルに派遣します。 

（応募数 27 グループ） 

 

開催日：10月７日（金） 

    会  場：横浜赤レンガ倉庫１号館３F ホール 

    本選出演：ＩＳＭ、小林鈴勘デュオ、西口明宏サックストリオ、福井アミ 

©oono ryusuke ©oono ryusuke 
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（5）神奈川フィル学校出張コンサート 2016 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団が、横浜市立特別 

  支援学校や院内学級で、弦楽器等によるアンサンブル 

  コンサートを開催しました。 

 

開催日：９月 26日（月）～10月５日（水） 

    会  場：横浜市立特別支援学校・院内学級(７校) 

    出  演：神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

    鑑賞者数：310人 

 

（6）パラ・ミュージック「ミュージック・イン・ザ・ダーク ～ 障がいとアーツ in 横浜」 

   視覚障害のある方とない方の合同メンバーによる 

  弦楽オーケストラを結成し、一部照明を完全に消し 

  たホールでコンサートを行いました。 

   東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織 

  委員会より、公認プログラムに認定されました。 

 

開催日：11月３日（木･祝）  

    会  場：フィリアホール（青葉区民文化センター） 

    出  演：川畠 成道（ヴァイオリン）、徳永 二男（ヴァイオリン）他 

   来場者数：409人 

 

 

５ 18区における展開 

全区で事業を実施しました。 （各区における連携事業の一例） 

 

区名 事業名 区名 事業名 

鶴見 つるみ臨海フェスティバル(10/15) 金沢 金沢まつり いきいきフェスタ(10/15) 

神奈川 神奈川区民まつり(10/9) 港北 港北芸術祭ミズキーコンサート(10/8,9) 

西 西区民まつり(11/6) 緑 緑区民まつり(10/16) 

中 ハローよこはま(10/9) 青葉 青葉区民まつり(11/3) 

南 南区文化祭(11/3,6) 都筑 
都筑謝音祭ティーンズサウンドカーニバル  

(10/30) 

港南 港南区区民文化祭(11/3) 戸塚 戸塚ふれあい文化祭(10/18-24,28-30) 

保土ケ谷 ほどがや区民まつり(10/15) 栄 
さかえ音楽フェスティバル  

オープニングイベント(9/18) 

旭 旭ふれあい区民まつり(10/16) 泉 泉区民文化祭(10/24-11/6) 

磯子 磯子まつり(9/25) 瀬谷 瀬谷フェスティバル(10/23) 
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