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横浜音祭り２０１９について 

 

横浜らしい特色ある芸術フェスティバルとして、今年度は音楽フェスティバル「横浜音祭

り２０１９」を開催します。 

 ラグビーワールドカップ 2019™の会期に合わせて、横浜の“街”そのものを舞台に、訪日

外国人など誰もが楽しむことができ、また、市民の皆様に参加いただけるフェスティバルに

していきます。 

 

１ 開催概要 

(1) 会期 

    令和元年９月 15 日（日）～11 月 15 日（金）（コア期間 62 日間） 

   （プレ期間５月１日（水）～９月14日（土）） 

(2) 会場 

    横浜市内全域（横浜の“街”そのものが舞台） 

(3) 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 

 (4) プログラム数 

    約 300 

 (5) ディレクター 

       新井鷗子 

・東京藝術大学特任教授（障がいと表現研究室長） 

・横浜音祭り２０１３、２０１６ディレクター 

 (6) 主催 

    横浜アーツフェスティバル実行委員会 

     

２ 主なプログラム 

(1)  横浜の街を舞台とした話題性の高いコンテンツ 

ア 街に広がる音プロジェクト 

開催期間中の週末に、ラグビーワールドカップ 2019™の訪日観戦客

など、来街者で賑わう街中のオープンスペースで、市民参加によるス

トリートライブを実施。 

開 催 日 ９月 15 日（日）～11 月 15 日（金）の週末 

会  場 市内各地の商業施設や商店街等 約 40 回 

出  演 公募による市民アーティスト、ゲストアーティスト 

 

イ 横浜 18 区コンサート 

横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞者による 18 区の区民文化センタ

ーなどを会場としたコンサート。 

開 催 日 10 月～11 月（計 18 回） 

会  場 各区公会堂、区民文化センター等 

出  演 石田泰尚、石田組、大江馨、阪田知樹、 

毛利文香、山根一仁 

 

© oono ryusuke 

阪田知樹 

© Namai Hideki 

市民・文化観光・消防委員会資料 
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(2) 「横浜発」世界水準のトップアーティストによるプログラム 

ア 横浜音祭り２０１９オープニングコンサート 

アンドレア・バッティストーニ×東京フィルハーモニー交響楽団 

国際的に頭角を現しているイタリアの若き指揮者 アンドレア・バ

ッティストーニ氏が日本で最も歴史の古いオーケストラ、東京フィル

ハーモニー交響楽団を指揮するコンサート。 

開 催 日 ９月 15 日（日） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演 アンドレア・バッティストーニ（指揮） 

     東京フィルハーモニー交響楽団、清水和音、横浜少年少女合唱団 

 

イ 横浜音祭り２０１９クロージングコンサート 

葉加瀬太郎 featuring May J. The Symphonic Night 

世界から注目を集めるヴァイオリニスト・葉加瀬太郎氏自身初とな

るセルフプロデュースオーケストラによるコンサート。葉加瀬太郎氏

自身の楽曲をオーケストラ・アレンジで披露。 

開 催 日 11 月 15 日（金） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演 葉加瀬太郎、May J. 、横浜シンフォニエッタ 

 

ウ ヨコハマ・ポップス・オーケストラ 2019 

本広克行プロデュース 横浜音祭りスペシャル 【劇伴の若き匠 菅野祐悟】 

映画監督 本広克行氏が盟友の作曲家 菅野祐悟氏と神奈川フィル

ハーモニー管弦楽団との演奏会をプロデュース。映画やドラマに数多

く楽曲を提供する菅野氏の多彩な作品の魅力や、オーケストラ音楽の

楽しさを伝えるコンサート。 

開 催 日 11 月１日（金） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演 本広克行（映画監督）、菅野祐悟（指揮） 

     ヨコハマ・ポップス・オーケストラ 

ももいろクローバーＺ 

 

エ 英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート 

  【「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画】 

横浜市が東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける英国の

ホストタウンであることから、日本国内でも人気の高い英国女王陛下

の近衛軍楽隊を招へいし、街中でのパレードや音楽ホールでの公演を

実施。 

開 催 日 10 月 14 日（月・祝） 

会  場 神奈川県立音楽堂、元町ショッピングストリート 

出  演 英国近衛軍楽隊、スコットランド近衛連隊バグパイプ軍楽隊 

 

 

 

 

 

 

アンドレア・バッティストーニ 

© Takafumi Ueno 

葉加瀬太郎 

ももいろクローバーＺ 

本広克行 

菅野祐悟 

©松井康一郎 ワンミュージック 

英国近衛軍楽隊 



3 
 

オ スコティッシュ・アンサンブル＆アンナ・メレディス『Anno』 

  【「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画】 

英国の「エジンバラ・フェスティバル・フリンジ」で、2018 年に世

界で注目を集めたスコティッシュ・アンサンブルによる『Anno』が日

本初上陸。弦楽アンサンブルとともに創り出す、映像と音楽が交わっ

た作品。 

開 催 日 ９月 16 日（月・祝） 

会  場 横浜赤レンガ倉庫１号館 ３F ホール 

出  演 スコティッシュ・アンサンブル、アンナ・メレディス 

 

■「日英交流年 UK in Japan 2019-20」 

「日英交流年 UK in Japan 2019-20」とは、2019 年９月のラグビーワールドカップ 2019 日本大会開

幕から、2020 年９月に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が終了するまで、駐日英国大使館

とブリティッシュ・カウンシルが共同で開催するキャンペーンです。文化芸術などの分野で英国の卓越

性を紹介し、日本国内で展開する多様なプログラムを通して日英間の強固なパートナーシップを築き

上げていきます。 

 

 

カ 藤原道山 尺八アンサンブル・コンサート「風雅竹韻」 

邦楽器の「尺八」の味わい深い世界を支える若手奏者藤原道山氏を

主役に、訪日外国人も楽しめるよう、日本の美を感じることができる

横浜能楽堂を舞台にした演奏会。 

開 催 日 10 月 22 日（火・祝） 

会  場 横浜能楽堂 

出  演 風雅竹韻（藤原道山ほか） 

 

(3) 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 

ア 横浜市芸術文化教育プラットフォーム 体験スペシャル版 歌づくりワークショップ 

横浜市内の区民文化センターの関連アーティストが市内小学校に

出向いて、作曲と合唱指導を行うワークショップ。参加した各学校の

児童が学校内での成果を発表する場も設定。 

開 催 日 ６月～３月 

会  場 市内小学校 

実施校数 ４校程度 

 

イ 横浜市消防音楽隊による中学校吹奏楽部ワークショップ＆演奏会 

横浜市消防音楽隊が市内中学校の吹奏楽部に出向いて演奏指導を

行うワークショップ。成果発表として、フェスティバル期間中に演奏

会を実施。 

開 催 日 ６月～11 月 

会  場 市内の中学校、街に広がる音プロジェクト内（演奏会） 

実施校数 18 校程度 

 

 

 

 

藤原道山 

© Hugh Carswell 

（開催イメージ） 

（開催イメージ） 
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ウ 益田トッシュ先生の高校生ポップスソングワークショップ 

ももいろクローバーＺなど様々なアーティストの歌唱指導を務め

る益田トッシュ氏を講師に迎え、高校生を対象にワークショップを開

催。11 月の「ヨコハマ・ポップス・オーケストラ 2019」で成果を発

表。 

開 催 日 ９月～11 月 

会  場 横浜みなとみらいホール リハーサル室 

実施回数 ８回 

 

(4) 国籍・人種・世代・性別・障害等を越えて、誰もが参加できるフェスティバル 

 （クリエイティブ・インクルージョン） 

ア 分身ロボット「OriHime」プロジェクト 

障害など身体的制約があり外出することができない人も、座席の分

身ロボット「OriHime」を通じて、コンサート会場の臨場感を体感し、

家族など大切な人と感動の共有を可能とする取組。 

開 催 日 ９月～11 月 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホールでの主催公演等 

主  催 横浜アーツフェスティバル実行委員会 
 

イ 林英哲 和太鼓ワークショップ＆横浜音祭り２０１９スペシャルコンサート  

〜林英哲･太鼓の世界「レオナール われに羽賜（はねた）べ」〜 
世界で活躍する和太鼓の第一人者、林英哲氏による特別支援学校で

のワークショップ。ワークショップ全回終了後、別途、林英哲氏の演

奏会を開催。 

開 催 日 ９月～11 月 

会  場 市内特別支援学校、関内ホール（演奏会） 

実施回数 ワークショップ３回程度、演奏会１回 

 

ウ 神奈川フィル特別支援学校出張コンサート 

神奈川を代表するプロオーケストラ、神奈川フィルハーモニー管弦

楽団が、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。 

開 催 日 ９月～10 月 

会  場 市内特別支援学校、院内学級 

実施回数 ８回程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

（開催イメージ） 
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林英哲 

益田トッシュ 

◆チケットの市民先行販売   
(1) 対象者 

横浜市内在住・在勤・在学の方 

(2) 受付期間 

５月 11 日（土）午前 10 時～21 日（火）（一般販売６月１日（土）から） 

(3) 対象公演 

・横浜 18 区コンサート 

・横浜音祭り２０１９オープニングコンサート   

・ヨコハマ・ポップス・オーケストラ 2019 

  ・英国女王陛下の近衛軍楽隊演奏会    

  ・『Anno』 

・林英哲横浜音祭り２０１９ スペシャルコンサート   

OriHime 



開 催 概 要



3 つの芸術フェスティバル

世界に向けた横浜のプレゼンス向上 →へ

ダ ン ス 現代アート

音 楽

横 浜 音 祭 り と は … ？

横浜市の成長戦略として実施する文化芸術フェスティバルです。

音楽 : 横浜音祭り ( 写真左 )
現代アート : 横浜トリエンナーレ ( 写真右上 )
ダンス : Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA( 写真右下 )

横浜市では、言葉によらずに世界の人々が感動を共有できるジャンルとして、「現代アート」「ダンス」「音楽」と毎年テーマを替え
それぞれ 3 年周期でフェスティバルを開催することで、文化芸術創造都市としての横浜のブランド力を向上させ、まちの賑わいを
創出しています。
日本最大級の音楽の祭典である「横浜音祭り」は、2013 年に第1回目を開催し、2019 年には第 3回目を迎えます。

東京 2020
オリンピック・

パラリンピック開催

ラグビー
ワールドカップ 2019TM
開催
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アイ・ウェイウェイ（艾未未）《安全な通行》 2016、《Reframe》 2016
撮影：加藤健 ©Ai Weiwei Studio
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3 年に一度、横浜で開催される、日本最大級の音楽フェスティバル。

国内外で活躍するトップアーティストによるオリジナル公演、子供たちがプロのミュージシャンに学ぶワークショップ、

週末ごとに街なかで様々な音楽が楽しめる参加型ステージなど、横浜がオールジャンルの音楽で溢れる 62日間。

開催概要

フェスティバルタイトル　　　　横浜音祭り２０１９（ヨコハマオトマツリ　ニセンジュウキュウ）

 主催 横浜アーツフェスティバル実行委員会

 共催 横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

 後援 観光庁、神奈川県、公益財団法人神奈川芸術文化財団、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜商工会議所、

  一般社団法人横浜青年会議所、神奈川新聞社、NHK横浜放送局、tvk（テレビ神奈川）、アール・エフ・ラジオ日本、

  FMヨコハマ、横浜市ケーブルテレビ協議会

 助成 平成 31年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業 　　　　　　　　

 協賛 ナイス株式会社、日産自動車株式会社、三井不動産グループ、三菱地所グループ

  コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、株式会社JVCケンウッド、スターツグループ、

  株式会社そごう・西武  そごう横浜店、株式会社髙島屋 横浜店、横浜銀行

  イーエムティー株式会社、上野トランステック株式会社、株式会社キタムラ、崎陽軒、クイーンズスクエア横浜、ケン・コーポレーション グループ、

  株式会社サカタのタネ、J:COM、凸版印刷株式会社、NEC、原鉄道模型博物館、NTT東日本、株式会社ヤマハミュージックジャパン

 協力 キリンビール株式会社、京浜急行電鉄株式会社、相鉄グループ、東京急行電鉄株式会社、富士ゼロックス株式会社、横浜信用金庫

 認証 

会　期 2019 年 9月15日（日）～11月15日（金）
会　場 横浜市内全域＜横浜の “街” そのものが舞台＞
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
プログラム数 約３００
ディレクター 新井鷗子
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　このたび横浜で市内全域を会場とする３回目の音楽フェスティバル
「横浜音祭り２０１９」を開催する運びとなりました。
　事業の柱である、横浜の『街』そのものを舞台とした事業展開や、
子供達の豊かな創造性を育むための次世代育成プログラム、誰もが
参加できる機会を創出するインクルージョンの取組を更に発展させる
とともに、新たに横浜が世界に向けて発信するコンテンツを充実させ
ました。
　ラグビーワールドカップ 2019™や東京 2020 オリンピック・パラリ
ンピックの開催を間近に控える中で、日本伝統音楽も含めたすべての
ジャンルを対象にしたフェスティバルの開催は、国からも大変注目さ
れています。
　このフェスティバルが、諸外国や訪日外国人に日本の文化芸術を
知っていただく好機となるとともに、我々日本人にとっても我が国の
文化を再発見する機会となることを期待しています。
　開催にあたり、趣旨にご賛同いただきました多くの企業・団体の皆
様、ご参加いただく市民の皆様方に厚くお礼を申し上げます。
　このフェスティバルが市民をはじめ多くの方により一層愛され、親
しまれるものになるよう取り組んでまいります。
　ぜひ多くの皆様にお越しいただき、横浜の街中に広がる音楽をお
楽しみください。

実行委員長挨拶

横浜アーツフェスティバル実行委員会
委員長 近藤 誠一

　2013 年にスタートした「横浜音祭り」は、横浜ならではのコンテ
ンツを充実させ、公演数、ジャンルの多様さにおいて日本最大級の
音楽フェスティバルに成長してまいりました。
　３回目となる今回は、来年に迫った東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックを見据えつつ、本年９月に開幕します。横浜市内でも決勝
戦をはじめ７試合が行われるラグビーワールドカップ 2019™と同時期
に開催することで、街に更なる賑わいを創り出し、横浜の魅力を国内
外に発信します。
　世界で活躍するトップアーティストによる数々の公演は、市の内外、
国の内外から訪れる方々を包み込む、大きな興奮と感動を生み出すこ
とでしょう。鑑賞のみならず、気軽に音楽に触れられる、新しい経験
ができるプログラムも実施します。また、子供たちが質の高い音楽に
触れ体験することで、創造性や感受性を育む次世代育成プログラム、
障害の有無に関わらず音楽を楽しむことができる社会包摂に関する
取組や催しなどを、多数ご用意しています。
　開催にあたっては、多くの市民の皆様、企業・団体の方々にご協力
をいただいております。この場をお借りして深く感謝申し上げます。
引き続きご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

名誉委員長挨拶

横浜アーツフェスティバル実行委員会
名誉委員長
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　あなたに届く、あなたの音楽。すべての人に届くところまで音楽を
運びたい。それが「横浜音祭り２０１９」の想いです。
　「横浜音祭り」は公演数においてもジャンルの多様さにおいても日
本最大級の音楽祭として、国境や世代、ジェンダー、障害の有無を
超えて、だれもが自由に音楽を享受できるフェスティバルを目指して
きました。いよいよ音楽祭としての意義が問われる３回目の今年は、
前回のテーマ「スーパーユニバーサル」をさらに発展させ、音楽をイ
ンフラのように街の隅々にまで行きわたらせたいと思っています。
　素晴らしい音響のホールで聴く一流アーティストのコンサート、国
民的アイドルとオーケストラの共演、歴史ある教会に鳴り響くパイプ
オルガン、あらゆる層に開かれた能楽堂、街のいたるところで市民た
ちが主役となって歌い奏で、実際に会場に行くことのできない方々に
も最新のテクノロジーを使って生の演奏を送ります。
　現代は、多くの人がインターネットの動画を通じて、音楽を意のま
まに選択・鑑賞するようになり、時代・世代や国に固有のヒット曲と
いう感覚が薄くなりました。そのため、すべての音楽が同じ俎上にの
せられ、クラシック音楽だから、伝統芸能だから、といった特権は
もはや利かなくなり、純粋に音楽そのものの真価が問われるように
なったとも言えるでしょう。そんな「今」にふさわしい音楽祭が「横
浜音祭り」です。横浜音祭り２０１９のメニューからその日の気分に
合わせて音楽をクリックしてみてください。あなたの音楽が届きます。

ディレクター挨拶

東京藝術大学音楽学部楽理科および作曲科
卒業。NHK音楽教育番組の構成で国際エミー
賞入選。これまでに「読響シンフォニック・
ライブ」「題名のない音楽会」「エンター・ザ・
ミュージック」等の番組、コンサートの構成
を数多く担当。東京藝大にて障害者を支援
するワークショップやデバイスの研究開発に
携わる。著書に「おはなしクラシック」全３
巻（アルテスパブリッシング）、「頭のいい子
が育つクラシック名曲」（新星出版）、「ひと
さし指のノクターン」（ヤマハ）他。東京藝
術大学特任教授、洗足学園音楽大学客員教
授。横浜音祭り2013、2016 ディレクター。

横浜音祭り２０１９ディレクター
新井 鷗子

横浜音祭り２０１９が目指すもの
横浜 “発”、横浜 “初”。オリジナルコンテンツを世界に発信
トップアーティストによる新たなチャレンジ、異なる音楽ジャンルのコラボレーションや、

アートや映画など音楽以外の分野との組み合わせなど、創造的なコンテンツを横浜から発信します。

1 .

舞台は横浜の「街」そのもの。街じゅうが音楽空間
好きな音楽を、好きな場所で。音楽ホールでの公演だけでなく、横浜の景観を活かしたオープンスペースでの

コンサートや市民の皆さんに身近な施設でのプログラムを実施します。

2 .

あらゆる人に音楽の楽しみを。クリエイティブ・インクルージョン
さまざまな音楽ジャンルを取り込み、国籍、人種、世代、性別や障害の有無を超えて、

あらゆる方々が参加でき、楽しめるフェスティバルを展開します。

3 .

音楽との出会いが、子供たちを待っている。クリエイティブ・チルドレン
学校への出張コンサートや、普段なかなか接する機会のないプロアーティストに直接技術を学ぶワークショップなどを実施し、

横浜の未来を担う子供たちの豊かな創造性や感受性を育みます。

4 .
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2020年に向けて、機運を盛り上げる
英国との連携プログラム

浜市がラグビー・ワールドカップ2019™において、スコットランドチー
ムの公認チームキャンプ地として登録され、また、東京2020オリン

ピック・パラリンピックにおける英国オリンピック代表チームのホストタウン
として登録されたことから、横浜音祭り2019でも英国と連携した音楽プロ
グラムを開催し、機運を盛り上げます。

決勝・準決勝を含む7試合が横浜の地で行われるラグビー・ワールドカッ
プ2019™と、東京2020オリンピック・パラリンピックを橋渡しする形で日
本において開催される「日英交流年 UK in Japan 2019-20」に合わせ、市
内各地で英国の文化に触れられるコンテンツを展開します。

横

T O P I C S 01

世界からの注目を浴びた、
スコットランドの作品が日本初上陸

横浜で英国ロイヤル・オペラを！

世界最大の芸術フェスティバルと言われる英国「エディンバラ・
フェスティバル・フリンジ」で2018 年に世界で注目を集めた、
スコティッシュ・アンサンブルによる「Anno」が日本初上陸。

世界五大歌劇場の一つ、英国ロ
イヤル・オペラが4年ぶりに来日。
横浜の地で公演を行います。
世界的指揮者アントニオ・パッ
パーノによる指揮にも大注目。
英国ロイヤル・オペラの音楽監
督を2002年からつとめてきた
パッパーノが、日本公演でどのよ
うな演奏を聴かせてくれるのか、
ご期待ください。

©ROHBill_Cooper,2014

英国女王陛下の近衛軍楽隊が、
横浜の街なかで演奏を披露

ウィリアムズ王子のロイヤル・ウェディ
ングにおける演奏などで注目を浴びる
英国近衛軍楽隊が来日。ホールでの
演奏会のほか、元町ショッピングスト
リートで観覧無料のパレードなども行
います。バッキンガム宮殿を守る誇り
高き衛兵の勇姿を間近で見る貴重な
チャンスです。

横浜市とスコットランド自治政府の交流協力

2018 年 7月 4日、スコットランド自治政府のフィオナ・ヒスロップ
文化・観光・対外関係大臣が横浜を初訪問。林市長とヒスロップ
大臣は、日本の自治体とスコットランド自治政府の間では初となる
交流協力共同声明を発表し、文化・観光やスポーツ等の分野で一
層連携を深めることを確認しました。

© Hugh Carswell 2016

⇒12ページ参照

⇒12ページ参照

⇒13ページ参照
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あらゆる人に音楽の楽しみを。
クリエイティブ・インクルージョンの取り組み

 ©S.Oguma

©oono ryusuke

©oono ryusuke

分身ロボット「OriHime」の活用
障害など身体的制約があり外出することができない
人の気持ちを伝える分身ロボット『OriHime』を活
用し、さまざまな方に、コンサート会場の臨場感を
体感していただき、感動を共有できるような環境を
作ります。

真っ暗闇で音楽を鑑賞「ミュージック・イン・ザ・ダーク」
視覚に障害のあるヴァイオリニスト・川畠成道と、同じく障害のある
演奏家とない演奏家によるアンサンブルが、楽譜も何も見えない真っ
暗闇の空間で演奏します。演奏する人も、鑑賞する人も「視覚以外」
の感覚を研ぎ澄ませて音楽を感じられる、未知の体験となるコンサー
トです。

『OriHime』にはカメラ、マイク、スピーカーが搭
載されており、スマホやタブレットで遠隔操作が
可能。　『OriHime』を操作することで、周囲を見
回したり、感情表現も行えるため、「その人がそこ
にいるように」会話をすることができます。

⇒14ページ参照

特別支援学校の生徒がプロから和太鼓を学ぶ
「林英哲presents 和太鼓ワークショップ」
世界で活躍する和太鼓の第一人者、林英哲が市内
の特別支援学校で和太鼓のワークショップを実施。
障害のある子供たちがプロの技や演奏を体験し音
を楽しみます。 ⇒14ページ参照

T O P I C S 02

浜音祭りでは、パラリンピック発祥の地・東京で、東京 2020 オリ
ンピック・パラリンピックが開催されることを受け、いち早くからイ

ンクルージョンを意識した音楽フェスティバルを目指してきました。

今回の横浜音祭り2019でも、「クリエイティブ・インクルージョン」をコ
ンセプトの一つとして掲げ、音楽のジャンルはもちろん、国籍、ジェンダー、
世代や障害の有無を越えて、さまざまな方が参加でき、楽しめるフェスティ
バルを展開します。

横

『OriHime』とは…

神奈川フィルハーモニー管弦楽団のメンバーが、
市内特別支援学校や院内学級を訪問し、弦楽四
重奏によるアンサンブルコンサートを実施。 ⇒15ページ参照

神奈川フィル特別支援学校
出張コンサート2019

発達障害のある子供と保護者のためのワーク
ショップ。五感に働きかける音楽と映像で、楽
しみながら感性や感覚を磨く機会を作ります。 ⇒15ページ参照

発達障がい支援ワークショップ IN 横浜
「音と光の動物園」
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❶ アンドレア・バッティストーニ
❷ 東京フィルハーモニー交響楽団
❸ 清水和音

[　横浜 “発”、横浜 “初”。オリジナルコンテンツを世界に発信　]

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

横浜音祭り２０１９オープニングコンサート
アンドレア・バッティストーニ×東京フィルハーモニー交響楽団
日時:9月15日(日) 16:00

❶

❷ ❸

©TakafumiUeno

©上野隆文 ©Mana Miki

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : アンドレア・バッティストーニ (指揮 )
   東京フィルハーモニー交響楽団
   清水和音 (Pf)
   横浜少年少女合唱団
 チケット : [全席指定]  S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円  ほか
   ⇒32ページ参照
 プログラム : ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト／横浜音祭りファンファーレ
   日本童謡メドレー（阪田知樹編曲）「赤い靴～浜辺の歌～花」
   ヴェルディ／歌劇「運命の力」序曲
   ショパン／ピアノ協奏曲第1番
   ムソルグスキー (ラヴェル編 ) ／組曲「展覧会の絵」

歳でスカラ座デビューを果たし、2016 年には東京フィルハーモニー
交響楽団首席指揮者に就任した、イタリア出身の若きカリスマ、ア

ンドレア・バッティストーニ。その繊細かつ大胆な音楽づくりは日本の多く
のファンを魅了し続けています。
横浜音祭り2019 の開幕は、横浜音祭りのためにヤン・ヴァン＝デル＝ロー
ストが作曲した「横浜音祭りファンファーレ」を演奏します。ロシアの大
胆さとフランスの繊細な響きが魅力の「展覧会の絵」や、イタリアの情熱
あふれる「運命の力」序曲など、マエストロの定番曲も組み込んで、華や
かに、フェスティバルを開幕します。名手清水和音によるショパン協奏曲や、
地元の「横浜少年少女合唱団」との合唱にも注目です。

24
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トップアーティストによる新たなチャレンジ、異なる音楽ジャンルのコラボレーションや、アートや映画など音
楽以外の分野との組み合わせなど、創造的なコンテンツを横浜から発信します。

❶ 葉加瀬太郎
❷ May J.
❸ 横浜シンフォニエッタ

][

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

横浜音祭り２０１９クロージングコンサート
葉加瀬太郎 featuring May J. The Symphonic Night
日時:11月15日(金 ) 18:30

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 葉加瀬太郎 ( 指揮、Vn)
   May J.(Vo)
   横浜シンフォニエッタ ほか
 チケット : [ 全席指定 ]  S 席 11,500 円、A 席 9,000 円 ほか
   ⇒32ページ参照
   

年 6月には、世界文化遺産である京都・上賀茂神社でのフェスティバ
ル開催も決まり、世界から注目を集めるヴァイオリニスト・葉加瀬太郎

の自身初となるセルフ・プロデュースのオーケストラ編成によるコンサート。
スペシャル・ゲストとしてMay J. を迎えたコラボレーション企画のほか、珠
玉の名曲たちを葉加瀬太郎によるオーケストラ・アレンジでお送りします。
オーケストラは、昨年創立 20周年を迎え円熟味を増した横浜シンフォニエッ
タを中心とした、この日限りの特別編成。
横浜音祭り２０１９の華やかな閉幕にふさわしい、一夜限りの極上の音楽を
ご堪能ください。

今

❶
❷

❸
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❶ 菅野祐悟
❷ ももいろクローバーZ
❸ 本広克行
❹ 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

© 松井康一郎　ワンミュージック

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 作曲家 菅野祐悟 (指揮・Pf)
   ヨコハマ・ポップス・オーケストラ(神奈川フィルハーモニー管弦楽団)
   ももいろクローバーZ
   映画監督 本広克行 (プロデュース )
   田尻真高 (指揮 )
   和田由貴、ハセガワダイスケ (Vo)、石丸由佳 (パイプオルガン)
   神奈川フィル合唱団
 チケット : [ 全席指定 ]  S 席 6,000 円、A席 4,500 円、B席 3,000 円 ほか
   ⇒32ページ参照
 プログラム : 菅野祐悟／映画「踊る大捜査線 THE MOVIE3」
   菅野祐悟／アニメ「亜人」
   菅野祐悟／映画「幕が上がる」
   菅野祐悟／アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」　ほか多数
   構成 : 新井鷗子

る大捜査線」、「亜人」、「曇天に笑う」などでお馴染みの
映画監督 本広克行氏が公演をプロデュース！！

盟友の人気作曲家で、NHK 連続テレビ小説『半分、青い。』等の
楽曲を手掛ける、劇伴の若き匠 菅野祐悟、近年評価を高めている
神奈川フィルハーモニー管弦楽団、そして本広監督ならではのスペ
シャルゲスト・ももいろクローバーZによる夢のコラボレーションが
実現。菅野祐悟の多彩な作品の魅力、“アイドル” と “オーケストラ”
の異色の共演、オーケストラ音楽の楽しさなど、“映画監督” ならで
はの視点で、シンプルで最高にスリリングな演奏会を創りあげます。
“横浜音祭り２０１９” だけの特別公演を是非お楽しみください。

「踊

主催 : 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団／横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019
本広克行プロデュース  横浜音祭りスペシャル【劇伴の若き匠   菅野祐悟】

©TakafumiUeno

日時:11月1日(金 )19:00

❶ ❷

❹❸

[　横浜 “発”、横浜 “初”。オリジナルコンテンツを世界に発信　]

ももいろクローバーＺの歌唱指導などを行う益田トッシュを講師に迎え、高校
生を対象としたワークショップも実施。オーディションで選出された参加者は
ももいろクローバーＺと共にこの公演に出演します。(⇒21ページ参照 )
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主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

ショパン～永遠の貴公子をたどる

❶ ❷

❸

© 山口敦

©Masaaki Hiraga

©Claudia Hershner

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 實川風 (Pf)
   福間洸太朗 (Pf)
   原田慶太楼 (指揮 )
   日本フィルハーモニー交響楽団
 チケット : [ 全席指定 ] S 席 5,000 円、A席 4,000 円、B席 3,000 円  ほか
   ⇒32ページ参照
 プログラム : ヤン・ヴァン=デル =ロースト／横浜音祭りファンファーレ
   ショパン／ ピアノ協奏曲 第 1番
    ピアノ協奏曲 第 2番
    バラード 第 1番
    バラード 第 4 番

日時:9月18日(水 ) 14:00

❶ チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
❷ セミヨン・ビシュコフ

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

セミヨン・ビシュコフ指揮
チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

❶

❷

©Vaclav Jirasek

©Sheila Rock

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : セミヨン・ビシュコフ(指揮 )
   チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
 チケット : [ 全席指定 ]  S 席 19,000 円、A席 15,000 円  ほか
   ⇒32ページ参照
 プログラム : スメタナ／連作交響詩「わが祖国」より
   “ヴィシェフラト(高い城 )” “モルダウ” “シャールカ”
   チャイコフスキー／交響曲 第 5番 ホ短調 Op.64

日時:10月 20日(日 ) 15:00

浜音祭りファンファーレ」で華々しく開演！ 永遠の貴公子、ショ
パンのピアノ協奏曲とバラードを、現代のピアノの貴公子と名高

い實川風、福間洸太朗 2人の人気ピアニストが奏でる珠玉のコンサート。
協奏曲とソロ演奏が1つのコンサートで聴けることは珍しい上に、出演ピア
ニストも2人、というとても贅沢なプログラムとなりました。原田慶太楼指
揮 日本フィルハーモニー交響楽団と共におくる、魅力溢れるショパンの世
界観、そしてピアニストたちの競演を存分にご堪能ください。

「横

❹

ェコ文化を代表する存在であり、温かく美しい響きで聴衆を魅了す
る、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団。この名門オケを率いるのは、

2018 年10月より首席指揮者・音楽監督として就任したセミヨン・ビシュ
コフ。就任早々の待望の来日ツアーとなり、現在ビシュコフと共に精力的
に取り組むチャイコフスキーをメインに、チェコ・フィルの “今” を聴くこ
とができる。チャイコフスキーの交響曲のなかでも人気の第 5 番を披露す
る。また、彼らの故郷チェコ音楽の中でも大切なレパートリーである、ス
メタナの「わが祖国」から “モルダウ” なども演奏される。伝統と革新が
融合される新たな時代の幕開けをお聴き逃しなく。

チ

❶ 實川風
❷ 福間洸太朗
❸ 原田慶太楼
❹ 日本フィルハーモニー交響楽団

トップアーティストによる新たなチャレンジ、異なる音楽ジャンルのコラボレーションや、アートや映画など音
楽以外の分野との組み合わせなど、創造的なコンテンツを横浜から発信します。[ ] 09
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主催：横浜みなとみらいホール　お問合せ：横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL.045-682-2000

村治佳織の世界
［1］～カウンターテナー藤木大地さんを迎えて～
［2］～クラシック・ギターのエンターテイメント～

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 小ホール
 出　　演 : 村治佳織 (G)
   藤木大地 (12日のみ・カウンターテナー )
 チケット : [ 全席指定 ] 各日 4,000 円、2 公演セット券 7,000 円 ほか
   ⇒32 ページ参照　
 プログラム : 10/12（土）
   バッハ＝グノー／アヴェ・マリア
   武満徹／「小さな空」　ほか
   10/26（土）
   アルバム「シネマ」より珠玉の映画音楽 ほか

日時:10月12日(土 ) ・26日(土 ) 各日14:00

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会／フィリアホール（青葉区民文化センター）　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

石丸幹二
プレミアム・デュオコンサート

 会　　場 : フィリアホール（青葉区民文化センター） 
 出　　演 : 石丸幹二 (Vo)
   吉田次郎 (Ｇ)
 チケット : [ 全席指定 ]  6,000 円　　　⇒32 ページ参照

日時:11月 4日(月・休 ) 15:00

年デビュー25周年を迎え、リリースしたアルバム「シネマ」が第
33回日本ゴールドディスク大賞「インストゥルメンタル・アルバム・

オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、第一線で活躍を続けるギタリスト・
村治佳織が横浜みなとみらいホールに登場。彼女の紡ぎだす美しく色彩豊
かな音色は、幅広い世代の人々から愛され、ファンを魅了し続けています。
12日には世界的カウンターテナーの藤木大地を迎えデュオの楽しみを。
26日にはアルバム「シネマ」より珠玉の映画音楽などをお届けします。

昨

ュージカル界を牽引するアーティスト石丸幹二が、フィリアホールで
デュオコンサートを開催します。

近年、オーケストラコンサートからジャズクラブまで多彩にソロ活動を行う
石丸幹二が、オールジャンルの音楽フェス「横浜音祭り」のために、ミュー
ジカル・映画・ジャズ・日本の歌などから、選りすぐりの曲を、お客様の
表情まで感じられるフィリアホールの親密な空間で歌います。
演奏は、豊富な経験を誇るギタリスト吉田次郎。
ニューヨークと日本で、ブレッカー・ブラザーズ等のジャズアーティストや、
ジョー・サンプル、ケイコ・リー等のポップ・アーティストらのツアーに参加。
超絶技巧と詩的な表現が融合した演奏を繰り広げます。
特別な才能の二人が共演するプレミアムな時間、ご期待ください。

ミ

[　横浜 “発”、横浜 “初”。オリジナルコンテンツを世界に発信　]

村治佳織

石丸幹二 吉田次郎
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ルネ・マグリット《王様の美術館》
1966 年 油彩、横浜美術館蔵

©AKS小田えりな

 会　　場 : KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ
 出　　演 : 小田えりな (AKB48) ほか
演出・振付 : 新井健太（動制作）
脚　　本 : オノマリコ
音　　楽 : シナリオアート
 チケット : 無料（事前申込制）
プログラム : 歌手を目指す主人公の “私 (小田えりな )” が、
   美術館で様々な不思議な体験をし、絵に描かれた世界を
   旅するおよそ２時間のオリジナルミュージカル

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 小ホール
 出　　演 : 鈴木理恵子（Vn）、若林顕（Pf）
   石川高（笙）、巻上公一（Vo）、松原賢（美術）ほか　
 チケット : [ 全席指定 ]　3,000 円　　　⇒32 ページ参照
プログラム  : ベートーヴェン／ピアノソナタ「月光」、シューベルト／アヴェマリア　　
   古典雅楽、ホーメイ
   ボディ／「ミケランジェロの瞑想」より ほか

 会　　場 : さくらプラザ（戸塚区民文化センター） ホール
 出　　演 : 唐津  健 (Vc)
   鷲宮美幸 (Pf)
 チケット : [ 全席指定 ]  2,000 円
プログラム  : バッハ／無伴奏チェロ組曲第 1番より、エルガー／愛の挨拶
   ラフマニノフ／ヴォカリーズ、バーバー／チェロソナタ　作品 6
   サン = サーンス／白鳥、ピアソラ／リベルタンゴ

主催：ＮＨＫ横浜放送局／ KAAT 神奈川芸術劇場／横浜アーツフェスティバル実行委員会／横浜美術館　お問合せ：ＮＨＫ横浜放送局　TEL.045-212-2822

横浜音祭り２０１９開催記念、横浜美術館開館30周年
音楽舞台「偶然の出会いのように」

浜音祭り２０１９」の開催を記念して制作する約２時間の音楽舞台。
横浜美術館が所蔵する世界的にも大変貴重なダリやマグリットなどの代表

的な作品をＮＨＫが撮影し、その映像を舞台美術として活用します。横浜市出身の
AKB48 小田えりなと日本を代表するダンサーが多数出演する、横浜発のオリジナ
ルミュージカルにご期待ください。

「横

©photo Wataru Nishida© Wataru NISHIDA

主催 : さくらプラザ ( 戸塚区民文化センター )　お問合せ : さくらプラザ ( 戸塚区民文化センター )　TEL.045-866-2501

国王立音楽大学を首席で卒業後、文化庁芸術家在外研修員としてニューイン
グランド音楽院修士課程を名誉賞付きで修了し、国際的に活躍しているチェリ

スト唐津 健が、チェリストに評価が高い戸塚区民文化センターさくらプラザホール
でコンサートを開催します。

英

08年から続く「ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭」はヴァイオリニスト・鈴木理恵
子が音楽監督を務める国内でも類をみないフェスティバル。国境を越え、時代

を越え、ジャンルを越え、音楽とアートが織りなす音楽祭です。2019年は、2020年
のベートーヴェン生誕250年に向け、バッハ、ベートーヴェンからドイツ・ロマン派の
名曲を中心のプログラムで、そして港町・横浜の色々な会場に飛び出します。

20

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭 2019
日時 :11月10日 (日 ) 14:00

日時 : 9月 27日 (金 )～29日 (日 )５回公演 (予定 )

さくらプラザ × 横浜音祭り2019
唐津  健チェロ・リサイタル
日時 :9月 22日 (日 ) 13:30

トップアーティストによる新たなチャレンジ、異なる音楽ジャンルのコラボレーションや、アートや映画など音
楽以外の分野との組み合わせなど、創造的なコンテンツを横浜から発信します。[ ]

鈴木理恵子 若林顕

唐津  健 鷲宮美幸
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❶ Anno
❷ スコティッシュ・アンサンブル
❸ アンナ・メレディス

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会／横浜赤レンガ倉庫 1 号館　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

スコティッシュ・アンサンブル＆
アンナ・メレディス『Anno』
「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画

「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画

❶

❷ ❸

© Hugh Carswell

 会　　場 : 横浜赤レンガ倉庫 1号館 3F ホール
 出　　演 : スコティッシュ・アンサンブル (リーダー : ジョナサン・モートン )
   アンナ・メレディス
 チケット : [ 自由席 ]  各回 4,000 円　　　⇒32 ページ参照
 プログラム : アンナ・メレディス／Anno

❶ 英国近衛軍楽隊

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

英国女王陛下の
近衛軍楽隊コンサート

❶

 会　　場 : 神奈川県立音楽堂 ホール
 出　　演 : 英国近衛軍楽隊
   スコットランド近衛連隊バグパイプ軍楽隊
 チケット : [ 全席指定 ] S 席 5,000 円、A 席 4,000 円 ほか　⇒32 ページ参照
 プログラム : 1964 東京オリンピックファンファーレとマーチ
   ロサンゼルスオリンピックファンファーレ
   威風堂々 ほか

日時:10月14日(月・祝 ) 18:00

ロック音楽で最も知られたヴァイオリン協奏曲の傑作、ヴィヴァル
ディの「四季」を、英国の作曲家アンナ・メレディスが新たな作品

「ANNO」に生まれ変わらせました。
世界最大の文化フェスティバルであるエジンバラ国際フェスティバル2018
のオープニングイベントも手掛けた注目の作曲家メレディスが、初来日の英
国を代表する弦楽アンサンブル、スコティッシュ・アンサンブルとともに創
り出す、映像と音楽が交わったアート作品です。客席を取り囲んで設置す
るスクリーンに映し出される色鮮やかな映像に、「四季」の豊かな弦楽合
奏の温もり、エレクトロニクスやサウンドエフェクトなどの響きを加えて、
表現される多彩で幻想的な「1時間で描く21世紀の新たな1年」をお楽
しみください。
「痛むほどに美しく、ほろ苦い美しさ。激しく息をのむ作品」（イギリスで
の批評より）

バ

紅の礼装と熊皮の黒い帽子をまとった凛々しい姿に、英国の伝統を
思わす厳格な立ち振る舞い。一糸乱れぬ隊列に、栄光の輝きに満ち

溢れた音色！バッキンガム宮殿を守る誇り高き英国近衛軍楽隊が、その気
高き姿を神奈川県立音楽堂で披露いたします。 東京オリンピック・パラリ
ンピックの開催を記念してオリンピック東京大会ファンファーレとマーチ、
ロサンゼルスオリンピックファンファーレそしてイギリスの第２国歌「威風
堂々」等、彼らならではのプログラムを予定しており、さらには情緒溢れる
スコットランド近衛連隊バグパイプ軍楽隊も出演します。
同日の日中には、横浜元町ショッピングストリートにてパレードも披露しま
す。

真

© Kate Bones

[　2020 を見据えた英国連携、インバウンドプログラム　]

©Peter Dibdin

日時:9月16日(月・祝 )全３公演予定 (時間未定 ) 
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写真上：『オテロ』　写真下：『ファウスト』

主催 : 公益財団法人日本舞台芸術振興会／日本経済新聞社　お問合せ :NBSチケットセンター　TEL.03-3791-8888

英国ロイヤル・オペラ 
2019年 日本公演

©2017 ROH, photographed by Catherine Ashmore

©2017 ROH, photographed by Catherine Ashmore

 会　　場 : 神奈川県民ホール  大ホール
 出　　演 : オテロ /グレゴリー・クンデ　ヤーゴ /ジェラルド・フィンリー
   デズデモナ/フラチュヒ・バセンツ
   ロイヤル・オペラ合唱団、ロイヤル・オペラハウス管弦楽団
 チケット : [ 全席指定 ] 各日 S席 59,000 円、A席 52,000 円、B席 45,000 円、
   C 席 37,000 円、D席 30,000 円、E席 23,000 円、F席 16,000 円
 プログラム : G・ヴェルディ作曲　『オテロ』　全4幕
   指揮 :アントニオ・パッパーノ　演出 :キース・ウォーナー
   上演時間 : 約３時間15分 (休憩1回含む )
   C・グノー作曲　『ファウスト』　全 5幕
   指揮 :アントニオ・パッパーノ　演出 :デイヴィッド・マクヴィカー
   上演時間 : 約３時間 40 分 (休憩1回含む )

日時: 9月 14日(土 ) 『オテロ』 15:00
 9月 16日(月・祝 ) 『オテロ』 15:00
 9月 22日(日 ) 『ファウスト』 15:00

❶ 藤原道山
❷ 風雅竹韻
❸ 横浜能楽堂

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

藤原道山
尺八アンサンブル・コンサート
「風雅竹韻」

❶

❸ ❷

 会　　場 : 横浜能楽堂
 出　　演 : 風雅竹韻 ( 藤原道山  ほか )
 チケット : [ 全席指定 ]   3,500 円　　　⇒32 ページ参照

日時:10月 22日(火・祝 ) 17:00

代を代表する名指揮者、アントニオ・パッパーノのもと、珠玉の2
作品を携えて来日します。1つは " 宝石の歌 "、"この清らかな住ま

い "などの名曲にあふれたオペラでありながら、全曲を観る機会が非常に
稀な『ファウスト』。そして、2017年にプレミエをむかえた、主人公の心
理に深くよりそった演出が光るヴェルディ晩年の傑作『オテロ』、いずれも
見逃せない舞台です。出演者にはグリゴーロ、ダルカンジェロ、クンデ、フィ
ンリーという超強力な男性陣、美貌と美声が輝く新鋭フラチュヒ・バセン
ツという魅力的な歌手がずらりと顔をそろえています。

現

グビーワールドカップ 2019™では、横浜も決勝を含めた主要な試合
がいくつか開催され、世界中から多くの訪日外国人が訪れます。日

本の美を感じさせる横浜能楽堂を舞台に、日本人だけでなく訪日外国人も
楽しめるような日本伝統音楽のコンサートを開催します。
横浜能楽堂は、関東地方現存最古の能舞台で、建築史上、能楽史上大変
貴重です。日本の伝統木管楽器の一つである「尺八」に豊かな音楽性で
新時代を切り開く藤原道山と若手演奏家たちが、尺八だけの一糸乱れぬア
ンサンブルを披露します。尺八の持つ可能性を追求する芳醇な響きをお楽
しみ下さい。
※横浜能楽堂の本舞台は明治 8 年 (1875 年 )東京・根岸の旧加賀藩主前
田斉泰邸に建てられ、後に東京・染井の松平頼寿邸に移築されて昭和 40
年まで広く利用された能舞台を移築したものです。

ラ

横浜にゆかりの深い英国との連携プログラムや、ラグビーワールドカップ 2019™などをきっかけに日本を訪れ
る外国人も楽しめる “和” を意識したプログラムを実施します。[ ] 13
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林英哲　特別支援学校・
和太鼓ワークショップ(仮 )

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会
お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

林英哲　横浜音祭り２０１９特別公演 (仮 )

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会
お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

 会　　場 : 関内ホール 大ホール
 出　　演 : 林英哲 ( 和太鼓 )、英哲風雲の会
 チケット : [ 全席指定 ]  3,000 円　　　⇒32 ページ参照

 会　　場 : 横浜市内の特別支援学校
 講　　師 : 林英哲 ( 和太鼓 )、英哲風雲の会

界に和太鼓の魅力を発信し続ける和太鼓の第一人者、和太鼓奏者・林英哲による特
別公演です。和太鼓が作る想像を超える繊細な響きの変化や足元から揺れ動く和

太鼓ならではの圧倒感が、リニューアルした関内ホールを満たします。
関連して開催した「林英哲 特別支援学校・和太鼓ワークショップ」( 右記 )の様子をロビー
にてパネル展示等も実施します。

世 内外で活躍する和太鼓奏者・林英哲、英哲風雲の会が特別支援学校に出向き、和
太鼓パフォーマンスの披露とともに、数回にわたるワークショップを実施します。

子供たちはワークショップを通じ、その成果を校内発表会で披露することを目指します。
国

❶ 過去の公演風景
❷ 徳永二男
❸ 川畠成道
❹ 三浦章宏

❹

ミュージック・
イン・ザ・ダーク

❶

❷ ❸

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 小ホール
 出　　演 : 徳永二男 (Vn)
   川畠成道 (Vn)、特別編成合奏団 (コンサートマスター 三浦章宏 )
 チケット : [ 全席指定 ]  4,000 円 ほか
   ⇒32 ページ参照
 プログラム : 【徳永二男無伴奏ソロ】
   E. イザイ／無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第 3 番 ニ短調 Op.27-3  
   【川畠成道無伴奏ソロ】
   H.W. エルンスト／シューベルトの《魔王》の主題による大奇想曲　Op.26
   J.S. バッハ／ 2 つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043　
   A.ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」Op.8＜四季＞　 ほか

日時:11月 2日(土 ) 15:00
ュージック・イン・ザ・ダーク」は視覚障害のある演奏者とない
演奏者の合同メンバーによる弦楽オーケストラを結成し、演奏の途

中に照明を完全に消した状態で行うコンサート。
視覚障害の有無にかかわらず、演奏家全員が「暗譜」で演奏し、演奏家
と観客が一緒に真っ暗闇の空間で「視覚以外」の感覚を研ぎ澄ませて音
楽を体験します。出演は、世界的に活躍する視覚障害のヴァイオリニスト・
川畠成道、ヴァイオリン界の巨匠・徳永二男ほか。東京藝術大学 COI 拠点
「障がいと表現研究グループ」との共催により実施します。

「ミ

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

日時 :11月 9日 (土 ) 14:00
日時 :9月(一般公開なし)

[ あらゆる人に音楽の楽しみを。クリエイティブ・インクルージョン ]14
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 会　　場 : 横浜みなとみらいホール リハーサル室
   レセプションルーム
 出　　演 : アーツスペシャル合奏団
   ヤマハ・ドラムサークル
 チケット : 無料 ( 要申し込み。申込方法は後日発表 )

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

発達障がい支援ワークショップ IN横浜
音と光の動物園

達障害のある子供と保護者のためのワークショッププログラム。子供たちの
可能性を広げるために、音楽と映像のデジタルアートで双方向に働きかける

プログラムです。子供と保護者が一緒に参加・体験し、楽しみながら感性や感覚
を磨く機会をつくります。

発

 会　　場 : 横浜市内の特別支援学校、院内学級
 出　　演 : 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 弦楽四重奏

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

神奈川フィル特別支援学校
出張コンサート

奈川フィルハーモニー管弦楽団のメンバーが、横浜市内の特別支援学校や院
内学級を訪問し、弦楽四重奏によるアンサンブルコンサートを実施します。

弦楽器それぞれの楽器紹介や子供たちに人気楽曲などを演奏し、子供たちが演奏
に合わせて手をたたいたり、歌うなど、会場一体となって楽しめるプログラムです。

神

 会　　場 : 象の鼻テラス
チケット  : 無料 ( 参加方法は後日発表 )

主催 : 横浜みなとみらいホール 　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

だれでもピアノ
れでもピアノ」は、ショパンのピアノ曲「ノクターン」を弾きたいと願う手足の不
自由な車椅子の高校生のために、2015年にヤマハ株式会社研究開発統括部

と東京藝術大学COI 拠点「障がいと表現研究グループ」が共同で改良・開発を行った
Disklavier（ディスクラビア）ピアノを使った演奏追従システムとペダル駆動装置のこ
とです（ペダル駆動装置は特許申請）。片手の1本指だけでメロディを奏でると、その
メロディのタイミングや強弱に合わせて自動で伴奏とペダルが付いてきます。
一人の障害者のために開発されたシステムが、今ではピアノを弾てみたいと思う初心
者や障害者など、誰もが演奏する楽しさを体験できるシステムとなっています。
今回は、横浜港発祥の地に立地する、アートスペースを兼ね備えたレストハウスである
「象の鼻テラス」で、「だれでもピアノ」に触れられる機会を提供します。

「だ
日時 :10月

日時 :10月 5日 (土 ) 14:00

日時 :9月～10月(一般公開なし) 

さまざまな音楽ジャンルを取り込み、国籍、人種、世代、性別や障害の有無を超えて、あらゆる方々が参加でき、
楽しめるコンサートやワークショップを展開します。[ ] 15
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主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

横浜18区コンサート
さんが暮らす街の文化施設に、若手のとびきり
才能豊かなクラシック演奏家が自信のプログラ

ムを携えてやってきます。
毎年横浜市が、文化・芸術部門でさらなる活躍が期
待される方々におくる「横浜文化賞文化・芸術奨励賞」
の受賞者が横浜市全18区でコンサートを開催。
神奈川フィルハーモニー管弦楽団の誇る名コンサー
ト・マスター石田泰尚。鋭い感性と斬新な解釈で輝
くヴァイオリニスト山根一仁。豊かな響きで堂 と々歌
うヴァイオリニスト毛利文香。満員のリサイタルで大
喝采を浴びる注目のピアニスト阪田知樹。瑞々しい表
現力と繊細な歌心が魅力のヴァイオリニスト大江馨。
世界に通用する5人が個性を生かしたプログラムが
並ぶ様子は、圧巻です。
平日の昼間の一時間、世界の舞台にも立つ俊英たち
の演奏会をお近くのホールでお楽しみください。

皆

[　舞台は横浜の「街」そのもの。街じゅうが音楽空間　]

10 月 1日 ( 火 ) 西　区 横浜みなとみらいホール 小ホール 石田泰尚 (Vn)
10 月 3 日 ( 木 ) 泉　区 テアトルフォンテ ( 泉区民文化センター ) 石田組 (8 人編成 ) 
10 月 4 日 ( 金 ) 緑　区 みどりアートパーク ( 緑区民文化センター ) 石田組 (8 人編成 ) 
10 月 8 日 ( 火 ) 港北区 大倉山記念館 山根一仁 (Vn)
10 月 10 日 ( 木 ) 磯子区 杉田劇場 ( 磯子区民文化センター ) 山根一仁 (Vn) ・島田彩乃 (Pf)
10 月 11日 ( 金 ) 栄　区 栄公会堂 山根一仁 (Vn) ・島田彩乃 (Pf)
10 月 15日 ( 火 ) 鶴見区 サルビアホール音楽ホール ( 鶴見区民文化センター ) 毛利文香 (Vn) ・田原綾子 (Va)
10 月 16 日 ( 水 ) 保土ケ谷区 岩間市民プラザ 毛利文香 (Vn) ・津田裕也 (Pf)
10 月 17 日 ( 木 ) 港南区 ひまわりの郷 ( 港南区民文化センター ) 毛利文香 (Vn) ・津田裕也 (Pf)
10 月 22 日 (火・祝) 青葉区 フィリアホール (青葉区民文化センター ) 阪田知樹 (Pf)
10 月 23 日 ( 水 ) 旭　区 サンハート音楽ホール ( 旭区民文化センター ) 阪田知樹 (Pf)
10 月 24 日 ( 木 ) 金沢区 金沢公会堂 阪田知樹 (Pf)
10 月 29 日 ( 火 ) 神奈川区 かなっくホール ( 神奈川区民文化センター ) 大江馨 (Vn) ・カメラータかなっく 
10 月 30 日 ( 水 ) 中　区 関内ホール小ホール 大江馨 (Vn) ・開原由紀乃 (Pf)
10 月 31日 ( 木 ) 南　区 吉野町市民プラザ 大江馨 (Vn) ・開原由紀乃 (Pf)
11 月 5 日 ( 火 ) 都筑区 都筑公会堂 石田組 (13 人編成 ) 
11月 6 日 ( 水 ) 瀬谷区 瀬谷公会堂 石田組 (13 人編成 ) 
11月 7 日 ( 木 ) 戸塚区 さくらプラザ ( 戸塚区民文化センター ) 石田組 (13 人編成 )

日　付 会　　場 出演者

 チケット : 各回 2,500円　　　⇒32ページ参照

開演時間:14:00
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好きな音楽を、好きな場所で。音楽ホールでの公演だけでなく、横浜の歴史や景観を活かしたロケーションや市
民の皆さんに身近な施設でのコンサートを実施します。[ ]

お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

パイプオルガンと横浜の街

❶ 横浜みなとみらいホール
❷ 神奈川県民ホール
❸ 紅葉坂教会
❹ 青山学院横浜英和中学高等学校
❺ 横浜指路教会
❻ カトリック山手教会
❼ フェリスホール
❽ 横浜聖アンデレ教会

 チケット : 未定
時間等の詳細は今後発表します。

本で初めてパイプオルガンが設置されたのが横
浜。１９世紀末には横浜の地に国産のオルガン

製作所（西川オルガン）もできました。そんな深い
ゆかりがある横浜には今も市内のコンサートホールや
ミッションスクール、教会などにたくさんのパイプオ
ルガンが設置されています。
普段はなかなか聴くことのできないこれらの個性的な
オルガンを巡り、それぞれの音色を聴き比べながら、
横浜の街の魅力も再発見していただくコンサートシ
リーズです。このコンサートのために海外から招へい
したオルガニストや日本のオルガニストの第一人者・
三浦はつみによる演奏をぜひお楽しみください。

日
9 月 27 日 ( 金 ) 神奈川県民ホール アマンダ・モール 神奈川県民ホール
   オルガン・プロムナード・コンサート
9月 29 日 ( 日 ) 紅葉坂教会 ベン・ブロアー ※
10 月 3 日 ( 木 ) 青山学院横浜英和中学高等学校 ベン・ブロアー ※
10 月 4 日 ( 金 ) 横浜指路教会 アマンダ・モール ※
10 月 5日 ( 土 ) 横浜みなとみらいホール 大ホール アマンダ・モール
   オルガン・1ドルコンサート ／ベン・ブロアー ※
10 月 8 日 ( 火 ) カトリック山手教会 アマンダ・モール ※
10 月 19 日 ( 土 ) 横浜みなとみらいホール 大ホール リオネル・アヴォ ※
   オルガン・リサイタルシリーズ44
10 月 23 日 ( 水 ) フェリス女学院大学 フェリスホール 三浦はつみ　ほか フェリス女学院大学
   バッハ・プログラム・シリーズ Vol.2  音楽学部
10 月 27 日 ( 日 ) 横浜聖アンデレ教会 三浦はつみ　ほか 横浜聖アンデレ教会

日　程 会場／イベント名 出　演 主　催

※印の主催は横浜みなとみらいホール
❹

❺

❻

❼

❽

❶
❷

❸

大ホール舞台正面に設置されているオルガンは、アメリカのC.B.フィスク社製。ホンジュラス・マホガニー
製のケースには、横浜にちなんだカモメの彫刻が施されています。
4623 本のパイプを持つ国内最大規模のこのパイプオルガンは、輝くような明るい音色にふさわしく「光」
を意味する"ルーシー "という愛称のついた、横浜みなとみらいホールのシンボルです。

＜横浜みなとみらいホールのパイプオルガン "ルーシー "＞
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[　市民が主役！ 横浜ならではの多彩な市民参加型プログラム　]

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL.045-663-1365

街に広がる音プロジェクト
日時:9月15日(日)～11月15日(金 )

 会　　場 : クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル、
   グランモール公園 円形広場、JR 桜木町駅前広場、
   里山ガーデン、新横浜駅周辺、象の鼻テラス、
   たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1階 フェスティバルコート、
   戸塚駅周辺、日産 グローバル本社ギャラリー、
   八景島シーパラダイス、
   MARK IS みなとみらい 1F グランドガレリア、
   元町ショッピングストリート、
   横浜駅東口 はまテラス、ららぽーと横浜、
   ランドマークプラザ 1F サカタのタネ ガーデンスクエア、
   ほかを予定
 出　　演 : 私立恵比寿中学、英国近衛軍楽隊、
   神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
   公募によるアーティスト ほか
   ※出演アーティストは今後、公募予定

ェスティバル期間の週末を中心に、市内の商業施設や公園、ショッ
ピングストリートなどの人々で賑わうオープンスペースで、観覧無料

のストリートライブを開催します。プロ・アマを問わないオールジャンルの
アーティストによるミニコンサートや、音楽にダンスやアートを掛け合わせ
たこれまでにないコラボレーション企画を繰り広げます。また、ラグビーワー
ルドカップ 2019™と連携して、色とりどりの音楽で来街者をおもてなしし
ます。

フ
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普段は演奏ができないような横浜を代表するロケーションを舞台にした市民アーティストによるライブや、プロ
との夢の共演など、市民が主役となる参加型プログラムを多数展開します。[

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

わくわくブラス！
at 横浜音祭り2019

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール  大ホール
 出　　演 : 横山奏 ( 指揮 )
   ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト ( 指揮 )
   ぱんだウインドオーケストラ
   竹平晃子 ( 司会 )
   公募で集まった参加者のみなさん
 チケット : [ 自由席 ]  1,000 円 ほか　　　⇒32 ページ参照
プログラム  : J.ウィルアムズ／
   「インディー・ジョーンズ」より「レイダース・マーチ」
   J.ヴァン＝デル＝ロースト／音祭り序曲
   A.リード／アルメニアン・ダンスⅠ
   F. チェザリーニ／アルプスの詩 ほか

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

わくわくJAZZ♪

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール  大ホール
 出　　演 : 熱帯 JAZZ 楽団
   Lowland Jazz
   みなとみらい Super Big Band
   公募による中高生メンバー
 チケット : [ 自由席 ]  1,000 円 ほか
   ⇒32 ページ参照
 プログラム : ゲット・ラッキー
   イン・ザ・ムード
   フォー・ブラザーズ
   セプテンバー  ほか

日時:10月 27日(日 ) 19:00

奏楽が大好き」「プロの奏者と一緒に演奏したい」という熱い思い
を持ったアマチュア奏者を公募し、抽選やオーディションを経て集

まった参加者たちと、俊英横山奏指揮、そして注目の若手プロ吹奏楽団「ぱ
んだウインドオーケストラ」が作る夢の舞台！大きな反響を呼んだ昨年に
続き今年も一層パワーアップして開催します！今年は横浜音祭りバージョン
として、吹奏楽界の巨匠ヤン・ヴァン＝デル＝ローストが登場、自作の「横
浜音祭り序曲」を指揮します。ステージから放たれるパワーに、あなたもきっ
と “わくわく” するはず！

「吹

浜みなとみらいホールで活動を続ける中高生ビッグバンド “みなとみ
らい Super Big Band” と一般公募で集まる中高生メンバーが、カル

ロス菅野率いるラテン・ジャズ・ビッグバンド “熱帯 JAZZ 楽団”、新進気
鋭のビッグバンド “Lowland Jazz” と共演。
プロとの共演は、子供たちに強いインパクトを与え、その姿と音楽は、客
席をも魅了します。はじけるような若さ溢れるサウンドをお楽しみください。

横

❶ ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト
❷ ぱんだウインドオーケストラ
❸ 横山奏
❹ 竹平晃子

❶ ❷

❹❸

]

日時:9月 22日(日 ) 16:00
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[　音楽との出会いが、子供たちを待っている。クリエイティブ・チルドレン　]

主催 : 横浜みなとみらいホール　お問合せ : 横浜みなとみらいホール チケットセンター　TEL. 045-682-2000

第38回
横浜市招待国際ピアノ演奏会

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール  小ホール
 出　　演 : ドミトロー・チョニ
   阿見真依子
   エリザヴェータ・ウクラインスカヤ
   今田篤
   アレクサンダー・ガジェヴ
   アレクセイ・メリニコフ
 チケット : 未定　　　⇒32 ページ参照

日時:11月 4日(月・休 )開催時間未定

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL. 045-663-1365

横浜市消防音楽隊による
中学校吹奏楽部
ワークショップ＆演奏会

 会　　場 : ( ワークショップ ) 横浜市内中学校
   ( 演奏会 ) 街に広がる音プロジェクト内
 出　　演 : 横浜市消防音楽隊

日時:6月～11月

年恒例の公演シリーズ。38回を迎える今回は、「横浜音祭り２０１９」
の開催に合わせ規模を拡大し、将来を嘱望される世界の国際ピアノ

コンクール入賞者 6 名による演奏を披露します。
関連イベントとして、ピアノ演奏をより深めるための特別レクチャーや、ピ
アニスト達と子供たちとの交流会も開催します。

毎

内で活躍する横浜市消防音楽隊が、横浜市内中学校の吹奏楽部を
訪問し、演奏指導を行います。中学生には普段経験できない楽器演

奏のプロからの直接指導を通じて、技術の向上のみならず、音楽の楽しさ
と奥深さを体験してもらうワークショップです。
また、その成果発表として、横浜音祭り期間中に市民の皆さんに向けた演
奏発表会を実施します。

市

❶ ドミトロー・チョニ
❷ 阿見真依子
❸ エリザヴェータ・ウクラインスカヤ
❹ 今田篤
❺ アレクサンダー・ガジェヴ
❻ アレクセイ・メリニコフ

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

※ワークショップは一般公開無し　※演奏会詳細は後日発表
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学校への出張コンサートや、普段なかなか接する機会のないプロアーティストに直接技術を学ぶワークショップ
などを実施し、横浜の未来を担う子供たちの豊かな創造性や感受性を育みます。[

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL. 045-663-1365

歌づくりワークショップ

 会　　場 : 横浜市立小学校
 出　　演 : 未定

日時:6月～2020年 3月(一般公開なし)

主催 : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　お問合せ : 横浜アーツフェスティバル実行委員会　TEL. 045-663-1365

益田トッシュ先生の
高校生ポップスソング
ワークショップ

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール リハーサル室
 出　　演 : ( 講師 ) 益田トッシュ
   ( 参加者 ) 横浜市在住在学の高校生
 プログラム : ももいろクローバーZ「青春賦」
   ( 映画「幕が上がる」主題歌 )  ほか

日時:9月 5日(木 )～10月 24日(木 )の毎週木曜日

楽、美術、演劇、ダンス、伝統芸能など幅広い分野で活躍しているアーティス
トが横浜市内小中学校等に出向き、授業を通して自由な発想を導き、豊かな

感性を育てる「横浜市芸術文化教育プラットフォーム」。今年は、横浜音祭り２０１９
と連動し、【体験型スペシャル版】として、楽曲づくりと歌唱指導を行うワークショッ
プを通常の実施回数より増やして横浜市立小学校にて実施し、学校内で成果を披露
します。子供たちの創造性を育む機会を提供することで、学習指導をより豊かなも
のとします。
協力 : リリス（栄区民文化センター）
 サルビアホール ( 鶴見区民文化センター )

音

もいろクローバーＺをはじめ、様々なアーティストの映画・舞台・CD の音楽制
作や歌唱指導を行っている益田トッシュを講師に迎え、音楽が好き、歌うこと

が大好きな横浜市在住・在学の高校生を対象に、声を使った創造的なワーク、身体
の使い方・声の出し方等を学べるワークショップです。( 募集詳細は後日発表 )
そして、ワークショップ参加者の中から、11月1日「ヨコハマ・ポップス・オーケス
トラ」(⇒8ページ参照 )の出演者をオーディションで選出します。2,000人の観客の
前で、ももいろクローバーＺと共に、ワークショップの成果を披露します。

も

横浜市芸術文化教育プラットフォーム
体験型スペシャル版
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 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 岩村 力（指揮）、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
   赤い靴ジュニアコーラス、横浜少年少女合唱団、岩崎 里衣（司会）

円005,2上以生学大、円000,1生校高～生学小：目回1 : トッケチ 
   2 回目：0 歳～高校生 1,000 円、大学生以上 2,500 円
 プログラム 、』ルードンラァフ『 りよ 曲組2第 女のルルア／ーゼビ : 
   アンダーソン／トランペット吹きの休日　ほか

5月5日（日・祝） １回目13:00/２回目15:30
こどもの日コンサート2019
横浜銀行Presents こども未来ミュージック・プログラム

３つの協奏曲を一気に聴く一夜

主催 : 横浜みなとみらいホール
お問合せ : 横浜みなとみらいホールチケットセンター　TEL.045-682-2000

© 藤本史昭

 会　　場 : サルビアホール 音楽ホール・リハーサル室・ギャラリー（鶴見区民文化センター）
 出　　演 : 青木 智哉（Pf）、石河 美和子（美術家）、
   ストウミキコ（舞踏家・振付家） 他

　 円005：人大　円008：供子目回2　円005目回1売前 : トッケチ 
   ※午後の部鑑賞のみ参加の場合は大人も子供も 300 円
 プログラム : バルトーク／ルーマニア舞曲集、チャイコフスキー／くるみ割り人形　ほか

5月5日（日・祝）, 7月27日（土）, 10月26日（土） １回目10:30/２回目13:30
親子で楽しむアートイベント
パパ・ママが笑うと、こどもたちもみーんな笑う(^^)　

主催 : サルビアホール（鶴見区民文化センター）
お問合せ : サルビアホール（鶴見区民文化センター）　TEL.045-511-5711

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 川瀬 賢太郎（指揮）、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
   石坂 団十郎（Vc）、佐藤 卓史（Pf）、郷古 廉（Vn）

　円000,6 ]定指席全[ : トッケチ 
 プログラム : ハチャトゥリアン／チェロ協奏曲、ピアノ協奏曲、  ヴァイオリン協奏曲

6月28日（金） 19:00
ハチャトゥリアン・コンチェルツ

主催 : 横浜みなとみらいホール
お問合せ : 横浜みなとみらいホールチケットセンター　TEL.045-682-2000

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 大ホール
 出　　演 : 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

円000,1 : トッケチ 
   65 歳以上･学生･障がいのある方 500 円
   ※３階席限定

9月10日（火）~12日（木）, 25日（水）~27日（金）, 30日（月）,
10月1日（火）~3日（木） １回目10:30/２回目13:30
心の教育ふれあいコンサート

主催 : 横浜市教育委員会
お問合せ : 横浜みなとみらいホールチケットセンター　TEL.045-682-2000

 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 小ホール
 出　　演 : オーディション合格者 4 名
   ハマの JACK オーケストラ

円000,2上以生学大 : トッケチ 
   小学生～高校生 1,500 円

6月16日（日） 15:00
第42回ハマのJACK演奏会　金の卵見つけました

主催 : 横浜みなとみらいホール／特定非営利活動法人ハマの JACK
お問合せ : 横浜みなとみらいホールチケットセンター　TEL.045-682-2000

© 木村敬一

 会　　場 : 横浜にぎわい座 のげシャーレ
 出　　演 : 浪曲師・国本 はる乃
   （曲師・沢村豊子）、
   【6 月】浪曲師・真山 隼人
    （曲師・沢村 さくら）、
   【10 月】浪曲師・国本 晴美
    （曲師・国本 はる乃（予定））

円005,1売前 : トッケチ 
   当日 2,000 円

6月22日（土）, 10月26日（土） 14:00

（六月）
「国本はる乃・真山隼人二人会
～明日の浪曲シリーズ～」／
（十月）
「第六回　国本はる乃勉強会
～明日の浪曲シリーズ～」

横浜にぎわい座六月興行・十月興行
（明日の浪曲シリーズ）

主催 : 横浜にぎわい座
お問合せ : 横浜にぎわい座　TEL.045-231-2525
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 会　　場 : 横浜みなとみらいホール 小ホール
 出　　演 : 水野 佐知香、ゲストソリスト：W. シュトレーレ 他

円000,4日当、円000,4売前 : トッケチ 
 プログラム : モーツアルト／ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　K.364　ほか

9月15日（日） 14:00

ヴィルトゥオーゾ横浜　第19回演奏会　
～W.シュトレーレ氏を迎えて～

主催 :ヴィルトゥオーゾ横浜
お問合せ : プランニングオフィスネイチャ　TEL.045-433-6274

 会　　場 : テアトルフォンテ（泉区民文化センター）
 出　　演 : 栗コーダーカルテット

円000,2般一 : トッケチ 
   親子チケット（小学生以下 1名＋保護者 1名）2,800 円
   小学生以下 1,000 円

9月15日（日） 14:00
栗コーダーカルテット　コンサート

主催 : テアトルフォンテ（泉区民文化センター）
お問合せ : テアトルフォンテ（泉区民文化センター）　TEL.045-805-4000

 会　　場 : 吉野町市民プラザ ホール
 出　　演 : VOJA-tension
   ワークショップ受講者の皆さん

）定予む含料場入トーサンコ（円000,5費加参 : トッケチ 
   コンサート入場料1,500 円（予定）

（ワークショップ） 9月28日（土）, 10月12日（土）, 19日（土） 9:30（予定）
（公演） 11月4日（月・休） 14:00（予定）
一緒に歌おう！　ゴスペル・ワークショップ & コンサート

主催 : 吉野町市民プラザ
お問合せ : 吉野町市民プラザ　TEL.045-243-9261

 会　　場 : 横浜市大倉山記念館 ホール
 出　　演 : 奥田 由香（タゴールソング）、
   シュクリシュナ 石井
     （タゴールダンス）、
   久本 政則（タブラ）、
   国分 あきこ（シタール）

）制込申前事（料無 : トッケチ 

タゴールの歌と舞
～ベンガル語の響きとインドの旋律～

 会　　場 : 横浜赤レンガ倉庫 1号館 3Ｆホール
 出　　演 : ROLLY（Vo/G）、中西 俊博（Vl）、楠 均（Perc）、林 正樹（P）、
   鹿島 達彦（B）

円000,8 : トッケチ 

9月21日（土）~23日（月・祝） 
21日18:30 / 22日 ①13:30 ②18:00 / 23日 14:00

）仮（ 9102 yvoorG YLLOR yrolG

主催 :（株）ソニー・ミュージックアーティスツ／横浜赤レンガ倉庫１号館
お問合せ : 横浜赤レンガ倉庫 1号館　TEL.045-211-1515

 会　　場 : みどりアートパーク ホール
   （緑区民文化センター）
 出　　演 : 徳永 二男（Vn） 他

円000,4売前 : トッケチ 
   前売学生 1,000 円
   当日 4,500 円
   当日学生 1,500 円

10月6日（日） 16:00

緑区制５０周年記念　
徳永二男リサイタル
みどりアートパークプレゼンツ

主催 : みどりアート＆メディアパートナーズ
お問合せ : みどりアートパーク（緑区民文化センター）　TEL.045-986-2441

©Hikaru Hoshi

10月13日（日） 
１回目11:00/２回目15:00

主催 : 横浜市大倉山記念館
お問合せ : 横浜市大倉山記念館　TEL.045-544-1881
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 会　　場 : ST スポット
 出　　演 : 東京塩麹（額田 大志、渡辺 南友、渡 健人、初見 元基、中山 慧介、
   渡辺 菜月、テラ、タカラマハヤ）

円005,2生学売前、円000,3売前 : トッケチ 
   当日 3,500 円、当日学生 3,000 円

10月18日（金） 19:30, 19日（土） 15:00
東京塩麹 新作ライブ　（仮）

主催 : 特定非営利活動法人ＳＴスポット横浜
お問合せ :ST スポット　TEL.045-325-0411

 会　　場 : フィリアホール（青葉区民文化センター）
 出　　演 : 浅野 高瑛、浅野 高瑛とハートフル・フレンズ　ほか

円005日当 : トッケチ 

10月19日（土） １回目10:30/２回目16:00（予定）

中高生のための管楽器アンサンブル＆打楽器クリニック
「フィリア・ウィンドアンサンブル・クリニック」2019
フィリアホール　ミュージックアカデミー・プログラム

主催 : フィリアホール（青葉区民文化センター）
お問合せ : フィリアホール（青葉区民文化センター）　TEL.045-982-9999

 会　　場 : アートフォーラムあざみ野 レクチャールーム
 出　　演 : 鷲尾 麻衣（ソプラノ）、泉 良平（バズーカ・バリトン）、
   新津 耕平（ハイパー・テノール）、山中 惇史（スーパーピアニスト／作曲家）

円000,1生学、円000,2 : トッケチ 

11月9日（土） 14:00

あざみ野オペラ歌合戦
「泉良平 VS 新津耕平　因縁のリターンマッチ」
～勝者を決めるのはお客様です～

主催 : アートフォーラムあざみ野（男女共同参画センター横浜北・横浜市民ギャラリーあざみ野）
お問合せ : 横浜市民ギャラリーあざみ野　TEL.045-910-5656

 会　　場 : かなっくホール　
   （神奈川区民文化センター）
 出　　演 : 出田 リア

円000,1 : トッケチ 
 プログラム : 藤倉大／さらさら、
   オハド・ベン＝アリ／マリンバ協奏曲

10月25日（金） 19:00

曲目解題コンサート　
第1夜　
藤倉大「さらさら」

主催 : かなっくホール（神奈川区民文化センター）
お問合せ : かなっくホール（神奈川区民文化センター）　TEL.045-440-1219

 会　　場 : かなっくホール　
   （神奈川区民文化センター）
 出　　演 : 上原 彩子

円000,3 : トッケチ 
   子供 1,000 円
 プログラム : シューマン／
   アラベスクハ長調 Op.18、
   ムソルグスキー／
   展覧会の絵　ほか

10月19日（土） 14:00

©コムラマイ

はじめの一歩コンサート　
Hop Step Jump ②Step

主催 : かなっくホール（神奈川区民文化センター）
お問合せ : かなっくホール（神奈川区民文化センター）　TEL.045-440-1219

上原彩子

 会　　場 : さくらプラザ ホール　
   （戸塚区民文化センター）
 出　　演 : 郷家 暁子（カルメン）
   村上 敏明（ドン・ホセ）
   長島 由佳（ミカエラ）
   大山 大輔（エスカミーリョ）
   巨瀬 励起（伴奏ピアニスト）

円000,3：民市浜横 : トッケチ 
   一般：3,500 円
   学生：1,500 円

円000,1席）れ切見階2（ XE   
 プログラム : ビゼー作曲『カルメン』
   台詞付きハイライト上演ピアノ版　

10月27日（日） 14:00

日本語で味わう　オペラ　
ビゼー作曲『カルメン』　
台詞付きハイライト上演
ピアノ版

主催 : さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
お問合せ : さくらプラザ（戸塚区民文化センター）　TEL.045-866-2501

© 武藤章 ©Keita Osada
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＜略号＞
 ピアノ ＝ Pf
 ソプラノ ＝ Sop
 ヴォーカル ＝ Vo
 トランペット ＝ Tp
 フルート ＝ Fl

sA ＝ スクッサ・トルア 
テナー・サックス ＝ Ts

 ヴァイオリン ＝ Vn

 ヴィオラ ＝ Va

 チェロ ＝ Vc

 コントラバス ＝ Cb

 ベース ＝ B

 ギター ＝ G

 会　　場 : 象の鼻テラス
 出　　演 : アマネトリル
   （Masahiro（Vo／G）・Yujin（Vo／G））

円000,3売前 : トッケチ 
   当日 3,500 円

11月9日（土） 19:00
アマネトリルライブ　スナックゾウノハナスぺシャル

主催 : 象の鼻テラス
お問合せ : 象の鼻テラス　TEL.045-661-0602
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タイトル 日程 時間 会場 チケット 主催 お問合せ
三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル 5/18（土） 9:30 県立三ツ池公園 無料 三ツ池公園(文化･環境)フェス

ティバル実行委員会
三ツ池公園（文化・環境）フェスティバル
実行委員会
045-510-1693

第17回泉区太鼓・お囃子フェスティバル 6/16（日） 12:00 テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

無料 泉郷土芸能保存会／泉伝統文化
保存会

泉区役所地域振興課
045-800-2392

第44回 南まつり 7月下旬 未定 蒔田公園 無料 南区民まつり運営委員会 南まつり実行委員会
045-341-1235

アフリカヘリテイジフェスティバル in 西区 8/3（土）
～4（日）

10:00 グランモール公園 美術の広場 無料 アフリカヘリテイジコミティ 横浜市西区 地域振興課
045-320-8389

鶴見川サマーフェスティバル 8/24（土） 9:45 佃野公園・鶴見川土手周辺 無料 鶴見川サマーフェスティバル実行
委員会

鶴見川サマーフェスティバル実行委員会
045-521-8288

戸塚区制80周年記念イベント 
オーケストラで音楽を
聴こう♪奏でよう♪楽しもう！
（仮称）

8/24（土） 《ワークショップ》
12:30～14:00
《コンサート》
15:00～17:00

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

無料 戸塚区役所地域振興課 戸塚区役所地域振興課
045-866-8416

港北芸術祭「人形劇（仮）」 9/7（土） 未定 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

有料 港北芸術祭実行委員会 港北区役所 地域振興課
045-540-2239

古民家　お月見ライブ
「神秘的な雅楽・笙の魅力」

9/14（土） 17:30 都筑民家園 有料 NPO法人都筑民家園管理運営
委員会／よこはま地域文化遺産
デビュー・活用事業実行委員会

NPO法人都筑民家園管理運営委員会
045-594-1723

B-SKY FES 2019 9/15（日） 12:00 神奈川公会堂 無料 B-SKY FES 実行委員会 B-SKY FES 実行委員会
b.sky.fes@gmail.com

ドイツ音楽祭 in都筑 9/21（土） 13:30 都筑公会堂 無料 都筑区民文化祭実行委員会 都筑区民文化祭実行委員会
045-948-2236

第43回磯子まつり 9/29（日） 10:00 磯子区役所近辺 無料 磯子まつり振興委員会 磯子まつり振興委員会
045-750-2392

区制25周年記念
横浜音祭り2019　青葉みんなで歌おう（仮）

10/10（木） 14:00～16:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

無料 青葉区民芸術祭運営委員会 青葉区民芸術祭運営委員会
045-978-2295

第44回中区民祭り「ハローよこはま2019」 10/13（日） 10:00 横浜公園、日本大通り、
象の鼻パーク（予定）

無料 ハローよこはま実行委員会 ハローよこはま実行委員会
045-224-8132

第29回 つるみ臨海フェスティバル 10/19（土） 9:30 入船公園 無料 つるみ臨海フェスティバル実行
委員会

つるみ臨海フェスティバル実行委員会事
務局　045-510-1695

平成31年度 ほどがや区民まつり 10/19（土） 9:30 県立保土ケ谷公園 無料 ほどがや区民まつり実行委員会
／保土ケ谷区役所

ほどがや区民まつり実行委員会
045-334-6302

第45回 金沢まつり　いきいきフェスタ 10/19（土） 10:00 金沢区海の公園 無料 金沢まつり実行委員会 金沢まつり実行委員会
045-788-7801

港北芸術祭「チェロアンサンブル（仮）」 10/19（土） 15:00 港北公会堂 有料 港北芸術祭実行委員会 港北区役所 地域振興課
045-540-2239

第30回旭ふれあい区民まつり 10/20（日） 10:00 旭区役所近辺 無料 旭ふれあい区民まつり実行委員
会／旭区役所

旭ふれあい区民まつり実行委員会
045-954-6095

緑区民まつり2019 10/20（日） 10:00 県立四季の森公園 無料 緑区民まつり実行委員会 緑区民まつり実行委員会事務局
045-930-2233

瀬谷フェスティバル
（区制50周年記念特別ステージ）

10/20（日） 未定 旧上瀬谷通信施設のはらっぱ 無料 瀬谷フェスティバル実行委員会
／瀬谷区役所

瀬谷区役所
045-367-5693

第33回泉区民文化祭 10/21（月）
～11/10（日）

未定 泉区役所、テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

無料 泉区文化振興委員会 泉区役所地域振興課
045-800-2392

栄区民芸術祭2019 10月中旬
～11月中旬

未定 栄区内 未定 栄区文化協会 栄区文化協会
http://sakae-bunkyo.com/ 

第44回 南区文化祭 10月下旬
～11月上旬

未定 南センター、
みなみん（南公会堂）

無料 南区民まつり運営委員会 南区文化祭実行委員会
045-341-1238

区制50周年記念イベント　
中学生による文化祭（仮称）

11/2（土） 10:00 港南中学校体育館、港南区役所 無料 港南区制50周年記念事業実行
委員会

港南区制50周年記念事業実行委員会 
イベント部会事務局
045-847-8391

瀬谷区制50周年記念イベント　
瀬谷区読書フェスタ「朗読コンサート」

10/27（日） 未定 瀬谷公会堂 無料 瀬谷区役所 瀬谷区役所
045-367-5693

第25回都筑区民まつり 11/3（日・祝） 10:00 市営地下鉄センター南駅周辺、
センター北駅周辺及び
みなきたウォークの一部

無料 都筑区ふるさとづくり委員会 都筑区ふるさとづくり委員会
045-948-2231

港南区区民文化祭 11/3（日・祝） 未定 ひまわりの郷
（港南区民文化センター） 他

無料 こうなん文化交流協会 こうなん文化交流協会
045-844-9447

青葉区民音楽祭 11/9（土）
～10（日）

未定 青葉公会堂 無料 青葉区民芸術祭運営委員会 青葉区民芸術祭運営委員会
045-978-2295
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横浜バロック関内サロン　
ランチタイムコンサートシリーズ

5/1（水・祝）～11/13（水） 
毎週水曜

12:15 横浜バロック関内サロン 有料 横浜バロック室内合奏団 横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

2019年横浜開港記念みなと祭
第67回ザよこはまパレード（国際仮装行列）

5/3（金・祝）
※荒天の場合、翌4日

に順延

10:45 山下公園前～赤レンガ倉庫～万国
橋～馬車道商店街～伊勢佐木町6
丁目（キッズパレードは万国橋まで）

無料 横浜商工会議所・神奈川県・
横浜市

国際仮装行列実行委員会
045-671-7423

横浜開港記念みなと祭　ヨコハマカワイイパーク
J-Pop Culture Festival 2019

5/3（金・祝）
～5（日・祝）

10:00
（予定）

山下公園周辺 無料 J-Pop Culture Festival 
in YOKOHAMA実行委員会

J-Pop Culture Festival in YOKOHAMA
実行委員会事務局　045-232-4921

はじめの一歩コンサート　
HOP STEP JUMP　①Hop

5/5（日・祝） 14:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

横浜市民広間演奏会　2019年　春の部 5/7（火）～6/25（火）
毎週火・金曜（祝日除く）

12:10 横浜市役所1階 市民広間 無料 横浜市民広間演奏会 横浜市民広間演奏会
045-311-1202

若林 顕 セルフプロデュース
ショパン：全ピアノ作品シリーズ　
ショパンを巡る旅　2018-2020

5/10（金）、
7/5（金）、
9/20（金）

19:30 さくらプラザ ホール
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

コンサート in ミュージアム 5/11、6/8、7/13、9/14、
10/12、11/9（各土曜）

①14:00
②15:20

日本郵船歴史博物館 無料 ※ 日本郵船歴史博物館 日本郵船歴史博物館　※別途入館料有
045-211-1923

アートフォーラムあざみ野　
welcome!  ロビーコンサート

5/12（日）～11/10（日）
毎月第2・4日曜

12:00 アートフォーラムあざみ野
1階 エントランスロビー

無料 アートフォーラムあざみ野 横浜市民ギャラリーあざみ野
045-910-5656

横浜開港祭 日米友好チャリティー吹奏楽コンサート 
ザ ブラス クルーズ 2019 特別公演　誠

5/15（水） 18:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 横浜開港祭ザブラスクルーズ
実行委員会

横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会
usmc6120@yahoo.co.jp

Mr.シューマン&Mrs.シューマンプロジェクト2019　
オープニングコンサート

5/15（水） 19:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

名曲サロンVol.19
TRIO KARDIA（トリオ　カルディア）

5/16（木） ①11:30
②14:30

さくらプラザ リハーサル室
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

はこだてトリエンナーレ　
ヨコハマに旅する芸術祭

5/18（土）
～24（日）

未定 横浜駅地下2階
（みなとみらい線エリア）

無料 旅する芸術祭実行委員会 旅する芸術祭実行委員会
080-3318-5466

戸塚区民広間コンサート 5/18（土）～10/19（土）
原則毎月第3土曜

12:00 戸塚区総合庁舎3階区民広間　
ほか

無料 区民広間コンサート運営委員
会

区民広間コンサート運営委員会事務局
045-866-8416

TICAD７横浜開催100日前イベント
歌って踊ろう！
小中高生によるアフリカステージ開催！

5/19（日） 14:00
（予定）

クイーンズスクエア横浜1階
クイーンズサークル

無料 横浜市 横浜市国際局国際連携課
045-671-3813

藤田真央　ピアノ 5/22（水） 11:30 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

大人のための　超入門！オペラコンサート～社会人
なら教養として絶対に知っておきたいオペラの基本 

5/22（水） 19:00 サルビアホール 音楽ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 COCOHE
（（株）ライズサーチ内）

株式会社ライズサーチ
045-349-5725

横浜バロック室内合奏団 第90回定期演奏会 5/24（金） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 横浜バロック室内合奏団 横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

港北区民交響楽団　第64回定期演奏会 5/26（日） 14:00 港北公会堂 無料
（事前申込制）

港北区民交響楽団 港北区民交響楽団
kumin_kyo@yahoo.co.jp

読売日本交響楽団　　
〈名匠ヴァイグレ、入魂の「英雄」〉

5/26（日） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 読売新聞社／日本テレビ放送網／
読売テレビ／読売日本交響楽団

読売日本交響楽団
0570-00-4390

シューマンの会①　ピアノ曲　vol.1 5/30（木） 11:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

とつかストリートライブ 5月～11月の
毎月1回

11:00
（予定）

戸塚駅西口・東口ペデストリアン
デッキ、東戸塚駅周辺（雨天中止）

無料 とつかストリートライブ
運営委員会

とつかストリートライブ運営委員会事務局
045-866-8416

港北区制80周年記念　
2019ふるさと港北ふれあいまつり

6/1（土） 9:30 新横浜少年野球場（雨天時：港北
公会堂及び港北区役所敷地内）

無料 ふるさと港北ふれあいまつり
実行委員会

ふるさと港北ふれあいまつり実行委員会
事務局　045-540-2234

開港160周年記念コンサート
古楽器の響きで味わうモーツァルトの協奏曲と交響曲

6/1（土） 14:00 横浜市開港記念会館 有料 アンサンブル山手バロッコ アンサンブル山手バロッコ
esyamasemi@yahoo.co.jp

ウィズ・ミューズシリーズ　　
こどもときく物語

6/2（日） 11:00 テアトルフォンテ ホール
（泉区民文化センター）　

有料 テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

テアトルフォンテ（泉区民文化センター）
045-805-4000

神奈川県民ホールオープンシアター2019　
東京バレエ団　
はじめての『白鳥の湖』～楽しいお話と第3幕

6/2（日） ①11:30
②14:30

神奈川県民ホール 大ホール 有料 神奈川県民ホール チケットかながわ
0570-015-415

神奈川県民ホールオープンシアター2019　
音楽のおくりもの　オルガンコンサート

6/2（日） ①11:30
②14:30

神奈川県民ホール 小ホール 有料 神奈川県民ホール 神奈川県民ホール事業課
045-633-3798

横浜開港記念式典 6/2（日） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

無料
（事前申込制）

横浜市 横浜市 文化観光局横浜魅力づくり室
045-671-4123

ウィズ・ミューズシリーズ　　
ホールできく物語

6/2（日） 14:00 テアトルフォンテ ホール
（泉区民文化センター）　

有料 テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

テアトルフォンテ（泉区民文化センター）　
045-805-4000

第38回横浜開港祭　ドリーム・オブ・ハーモニー 6/2（日） 18:35 臨港パーク内 特設ステージ 無料 横浜開港祭協議会 横浜開港祭実行委員会
045-212-5511

ラトヴィア放送合唱団 6/4（火） 19:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 ヒラサ・オフィス フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

おとなJAZZ　～トランペット　カルテット 6/7（金） 19:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

都筑吹奏楽団　第10回定期演奏会 6/8（土） 14:00 都筑公会堂 無料 都筑吹奏楽団 都筑吹奏楽団
tsuzukiwind@yahoo.co.jp
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6/8（土） 15:00 さくらプラザ ホール
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

横浜開港祭 チャリティー吹奏楽コンサート 
ザ ブラス クルーズ 2019

6/9（日） ①12:10
②18:30

横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 横浜開港祭ザブラスクルーズ
実行委員会

横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会
045-260-7566

横浜交響楽団第695回定期演奏会
青少年のための音楽会

6/9（日） 14:00 神奈川県立青少年センター 
紅葉坂ホール

有料 横浜交響楽団 横浜交響楽団
080-3308-1321

0～3才のキッズのためのプチ・コンサート 6/11（火） 未定 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

午後の音楽会 第104回 
大庭絃子ヴァイオリンリサイタル

6/14（金） 14:00 栄公会堂 有料 リリス（栄区民文化センター） リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

小笠原伸子コンチェルトシリーズ vol.5 
三大協奏曲の夕べ

6/14（金） 18:30 神奈川県立音楽堂 有料 （一社）東京室内管弦楽団／
横浜バロック室内合奏団

横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

山形由美&山宮るり子　デュオリサイタル 6/15（土） 14:00 サルビアホール 4階ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

仲道郁代「シューマン　300日の物語」（全4回）　
第1回 色とりどりの物語～空想を彩る登場人物達

6/15（土） 17:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

横浜開港祭 ザ ブラス クルーズ ボールコート・
マーチング 2019

6/15（土）
～16（日）

15日：16:00
16日：10:00

横浜文化体育館 有料 横浜開港祭ザブラスクルーズ
実行委員会

横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会：
スティールパン・ガレージ　045-540-8301

ミハイル・プレトニョフ　ピアノ 6/16（日） 14:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

日本-フィンランド外交関係樹立100周年記念
都筑オーケストラ第34回定期演奏会
シベリウス・プログラム

6/16（日） 14:00 都筑公会堂 無料 都筑オーケストラ 都筑オーケストラ
045-941-4453 

横浜市消防音楽隊ふれあいコンサート 6/18（火） 13:30 新都市プラザ 無料 横浜市消防音楽隊 横浜市消防音楽隊
045-311-0100

アナ・ヴィドヴィチ　ギター･リサイタル 6/21（金） 14:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 メロス･アーツ･マネジメント フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

「MUSiC」フェス～私立恵比寿中学開校10周年記
念 in 横浜赤レンガ倉庫～

6/22（土） 11:00 横浜赤レンガパーク 
特設ステージ

有料 スターダストプロモーション／
キョードー横浜

キョードー横浜
045-671-9911

最優秀賞受賞記念コンサート　
Violin　Duo　デュオ・ドゥ・フルール

6/22（土） 14:00 サンハート ホール
（旭区民文化センター）

有料 サンハート
（旭区民文化センター）

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

読売日本交響楽団　　
〈カリスマ大植が振る「シェエラザード」〉

6/23（日） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 読売新聞社／日本テレビ放送網／
読売テレビ／読売日本交響楽団

読売日本交響楽団
0570-00-4390

らららん♪ドレミ シリーズ
0歳から大人まで楽しめるコンサート　Vol.5　
雨がふっても気分はハッピー

6/26（水） ①10:45
②12:00

さくらプラザ リハーサル室
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

オルガン・プロムナード・コンサート vol.371 6/28（金） 12:20 神奈川県民ホール 小ホール 無料 神奈川県民ホール 神奈川県民ホール事業課
045-633-3798

ワンコインコンサートvol.10 7/1（月） 14:00 サンハート ホール
（旭区民文化センター）

有料 サンハート
（旭区民文化センター）

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

シューマンプロジェクト2019　
トリオ・グラッサウ　室内楽の夕べ

7/1（月） 19:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン 
ヨコハマ2019

7/4（木）、8（月）、
14（日）

4日：19:00
8日：18:00
14日：14:00

横浜みなとみらいホール 
大ホール・小ホール

有料 （一社）ミュージック・マスター
ズ・コース・ジャパン

（一社）ミュージック・マスターズ・コース・
ジャパン　
03-3470-3361

チェロと朗読でつづる
「セロ弾きのゴーシュ」とプラネタリウム

7/7（日） 13:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

チェロと朗読でつづる「銀河鉄道の夜」 7/7（日） 15:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

横浜バロック室内合奏団 第91回定期演奏会 7/12（金） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 横浜バロック室内合奏団 横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

サルビア・ジョイントリサイタルvol.1　
サルビアから羽ばたく2人のアーティスト

7/13（土） ①14:00
②18:00

サルビアホール 音楽ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

三浦はつみ　オルガン・リサイタル 7/13（土） 15:00 神奈川県民ホール 小ホール 有料 神奈川県民ホール チケットかながわ
0570-015-415

横浜スパークリングトワイライト2019 7/13（土）
～14（日）

11:30 山下公園及びその周辺 無料 横浜スパークリングトワイライト
実行委員会

横浜スパークリングトワイライト実行委
員会運営事務局　045-681-2353

バッハ：チェンバロ協奏曲全曲演奏会 Ⅱ 
/山手プロムナードコンサート第39回

7/14（日） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 山手プロムナードコンサート オフィスアルシュ
03-3565-6771

読売日本交響楽団　
〈巨匠が振る「惑星」＆鬼才が弾く「ラフマニノフ」〉

7/15（月・祝） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 読売新聞社／日本テレビ放送網／
読売テレビ／読売日本交響楽団

読売日本交響楽団
0570-00-4390

午後の音楽会 第105回プレミアムコンサート 
MIKAKOシャンソンコンサート

7/19（金） 14:00 栄公会堂 有料 リリス（栄区民文化センター） リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

さくらプラザオープンデー2019
真夏のこども探検隊　～おいでよ　おんぷの街～

7/20（土） 9:30 さくらプラザ 全館
（戸塚区民文化センター）

無料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

ROCOこどもじゃず 7/20（土） ①11:00
②14:30

さくらプラザ ホール
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

ヒダノ修一with太鼓マスターズコンサート2019　
feat. Wagane Ndiyae Rose

7/20（土） 15:00 テアトルフォンテ ホール
（泉区民文化センター）　

有料 テアトルフォンテ
（泉区民文化センター）

テアトルフォンテ（泉区民文化センター）
045-805-4000
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戸塚区民オーケストラ　サマーコンサート2019 7/21（日） ①13:00
②16:30

さくらプラザ ホール
（戸塚区民文化センター）

有料 戸塚区民オーケストラ 戸塚区民オーケストラ
totsuka.pr@gmail.com

第28回よこはまマリンコンサート 7/21（日） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 よこはまマリンコンサート実行
委員会／横浜音楽文化協会

神奈川芸術協会
045-453-5080

「チャイコフスキーの『フィレンツェの思い出』」 7/24（水） 14:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

シューマンの会②　シューマンの歌曲 7/25（木） 11:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

洋館サロンで味わう　「バロックの家庭音楽」 7/27（土） 15:00 山手111番館 無料 （公財）横浜市緑の協会 アンサンブル山手バロッコ
esyamasemi@yahoo.co.jp

米元響子・菊池洋子・上村文乃トリオ 7/27（土） 17:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

港北芸術祭「さわってみよう！箏・尺八」 7/27（土）、8/24（土） 13:00 港北公会堂 有料 港北芸術祭実行委員会／港
北三曲会

港北区役所地域振興課
045-540-2239

'19 横浜旭ジャズまつり　
YOKOHAMA SWING EMOTION VOL.30

7/28（日） 11:45 こども自然公園野球場 無料 旭ジャズまつり実行委員会 旭ジャズまつり実行委員会
045-363-7410

横浜交響楽団第696回定期演奏会
青少年のための音楽会

7/28（日） 14:00 神奈川県立音楽堂 有料 横浜交響楽団 横浜交響楽団
080-3308-1321

フィリアホール・オープンデー2019 8/2（金） 11:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

夏休みファミリー・コンサート2019 8/3（土） ①11:00
②14:30

フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

横浜市消防音楽隊定期公演 8/3（土） 13:30 金沢公会堂 無料
（事前申込制）

横浜市消防音楽隊 横浜市消防音楽隊
045-311-0100

西澤安澄　ピアノ・リサイタル 8/3（土） 14:00 サルビアホール 音楽ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

ENSEMBLE DIVERSO 第2回演奏会 8/3（土） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 ENSEMBLE DIVERSO事務局 ENSEMBLE DIVERSO
ensemble.diverso.contact@gmail.com

サンハートオープンデー2019 8/4（日） 10:00 サンハート ホール・音楽ホール・
ミーティングルームAB・アート
ギャラリー（旭区民文化センター）

有料 サンハート
（旭区民文化センター）

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

あざみ野ナイト「バリ島の影絵人形芝居ワヤン」 8/4（日） 19:00 アートフォーラムあざみ野1階 
エントランスロビー

無料 横浜市民ギャラリーあざみ野 横浜市民ギャラリーあざみ野
045-910-5656

午後の音楽会 第106回 寺井雄一JAZZカルテット 8/8（木） 14:00 栄公会堂 有料 リリス（栄区民文化センター） リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

こどものための音楽会 inミュージアム 8/10（土） ①14:00
②15:20

日本郵船歴史博物館 無料 ※ 日本郵船歴史博物館 日本郵船歴史博物館　※別途入館料有
045-211-1923

ティーンズ・バンドサミット 8/10（土） 14:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

無料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

play me!
～ぼくを弾いて♪JAZZピアノで～

8/11（日） 12:00 かなっくホール ホワイエ
（神奈川区民文化センター）

無料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

KIDS　meet歌舞伎囃子 8/11（日） 13:00 かなっくホール 音楽ルーム
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

YOKOHAMAゴスペルフェスティバルVOL.12 
横濱ゴスペル祭2019

8/11（日） 15:00 神奈川県民ホール 
大ホール・小ホール

有料 YOKOHAMAゴスペルフェス
ティバル実行委員会

YOKOHAMAゴスペルフェスティバル
実行委員会　03-5773-1370

Ukulele Picnic 2019 8/17（土）
～18（日）

9:30 横浜大さん橋国際客船ター
ミナル 大さん橋ホール

無料 （有）レイランド・グロウ Ukulele Picnic事務局
03-6712-7355

名曲サロンVol.20
ソプラノ 松崎夏美＆テノール マルティン・
ヴィドラ デュオコンサート

8/22（木） ①11:30
②14:30

さくらプラザ リハーサル室
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

第55回 西区虫の音を聞く会 8/24（土） 未定 掃部山公園 無料 ふるさと西区推進委員会 ふるさと西区推進委員会事務局
045-320-8389

BRASS CRUISE : 
YOKOHAMA STEELPAN FEST 2019

8/24（土） 16:00 帆船日本丸・横浜みなと博
物館 日本丸ステージ

無料 横浜開港祭ザブラスクルーズ
実行委員会

横浜開港祭ザブラスクルーズ実行委員会：
スティールパン・ガレージ　045-540-8301

前橋汀子のバッハ無伴奏全曲 8/25（日） 13:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

港北芸術祭「夏休み親子コンサート」 8/25（日） 14:00 港北公会堂 無料
（事前申込制）

港北芸術祭実行委員会／港
北区民交響楽団

港北区役所地域振興課
045-540-2239

トリオ・アコード　ピアノ三重奏 8/26（月） 11:30 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

オルガン・プロムナード・コンサート vol.372 8/30（金） 12:20 神奈川県民ホール 小ホール 無料 神奈川県民ホール 神奈川県民ホール事業課
045-633-3798

馬車道陽だまりコンサート　Vol.40 8/30（金） 13:30 関内ホール 大ホール 有料 関内ホール 関内ホール
045-662-1221

ARCUS（アルクス）第10回演奏会 8/31（土） 15:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 ARCUS フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

みなとみらいアフタヌーンコンサート2019後期
石田泰尚　ヴァイオリン・リサイタル

9/2（月） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080
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ワンコインコンサートvol.11 9/6(金） 14:00 サンハート ホール
（旭区民文化センター）

有料 サンハート
（旭区民文化センター）

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

シューマンの会③　リーディングとピアノ曲 9/7（土） 14:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

ひまわりの郷コンサートシリーズ2019　
秋「小山 実稚恵　ピアノ・リサイタル」

9/7（土） 14:00 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

有料 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

ヴェロニカ・エーベルレ　
ヴァイオリン・リサイタル

9/7（土） 17:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

N.U.presents
ヨコハマアコースティックフェスティバル vol.10
～Song for Smile～

9/8（日） 11:00
（予定）

山下公園おまつり広場 
特設ステージ

無料 ヨコハマアコースティックフェ
スティバル実行委員会

認定NPO法人アークシップ
045-323-9351

午後の音楽会 
第107回 Tree of Music 木管アンサンブル

9/12（木） 14:00 栄公会堂 有料 リリス（栄区民文化センター） リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

三溪園 観月会 9/12（木）
～16（月・祝）

18:30 三溪園 有料 三溪園 公益財団法人 三溪園保勝会
045-621-0635

未来のヴィルトゥオーゾを紹介します♪① 9/14（土） 14:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

読売日本交響楽団　
〈躍動するリズム！名匠ヴァイグレの「イタリア」〉

9/14（土） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 読売新聞社／日本テレビ放送網／
読売テレビ／読売日本交響楽団

読売日本交響楽団
0570-00-4390

横浜交響楽団第697回定期演奏会
青少年のための音楽会

9/15（日） 14:00 神奈川県立音楽堂 有料 横浜交響楽団 横浜交響楽団
080-3308-1321

The Manhattan Transfer 9/15（日） 17:00 関内ホール 大ホール 有料 関内ホール 関内ホール
045-662-1221

サルビアホール室内楽シリーズ＃7 大宮臨太郎
「ヴァイオリン×ホルン×ピアノ」

9/16（月・祝） ①13:00
②17:00

サルビアホール 音楽ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

≪熱狂！ラフマニノフ≫　
華麗なるコンチェルト・シリーズ2019　及川浩治

9/16（月・祝） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

みなとみらいクラシック・マチネ
～名手と楽しむヨコハマの午後～ 
城宏憲（テノール）城えりか（ソプラノ）

9/17（火） ①12:10
②14:30

横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 横浜みなとみらいホール 横浜みなとみらいホールチケットセンター
045-682-2000

フレディ・ケンプ　ピアノ 9/19（木） 11:30 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

小笠原伸子ヴァイオリンリサイタル Vol.16 9/20（金） 18:30 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 横浜バロック室内合奏団 横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

コンコルディア・フィナンシャルグループ
PRESENTS　ヨコハマ・ポップス・オーケストラ　
with　はまぎんこども宇宙科学館

9/21（土） 14:00 はまぎんホール ヴィアマーレ 無料 （公財）神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団／横浜銀行

神奈川フィル ファミリークラシック事務局
045-662-7557

パスカル・ロジェ　ピアノ・リサイタル 9/24（火） 19:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 パシフィック・コンサート・マネ
ジメント

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

らららん♪ドレミ シリーズ
0歳から大人まで楽しめるコンサート　Vol.6　
キラキラ☆星空コンサート

9/25（水） ①10:45
②12:00

さくらプラザ リハーサル室
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

コンサート on 氷川丸 9/27（金） ①11:00
②14:00

日本郵船氷川丸船内 
一等食堂

有料 日本郵船氷川丸 日本郵船歴史博物館
045-211-1923

オルガン・プロムナード・コンサート vol.373 9/27（金） 12:20 神奈川県民ホール 小ホール 無料 神奈川県民ホール 神奈川県民ホール事業課
045-633-3798

青島広志のたのしい名作オペラ講座　
オペラ『カルメン』の魅力

9/28（土） 15:00 神奈川県民ホール 小ホール 有料 神奈川県民ホール チケットかながわ
0570-015-415 

日本フィルハーモニー交響楽団 
第350回横浜定期演奏会

9/28（土） 18:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 日本フィルハーモニー交響楽団 日本フィルハーモニー交響楽団
03-5378-5911

「シェーンベルクの『浄夜』」 10/3（木） 14:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 （公財）神奈川フィルハーモ
ニー管弦楽団

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

オペラたんけんたい　　
～ビゼー「カルメン」

10/5（土） 13:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

miniminiオペラ　ようこそ魔法の箱へ　
～ビゼー「カルメン」

10/5（土） 15:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

バッハ：チェンバロ協奏曲全曲演奏会 Ⅲ 
/山手プロムナードコンサート第40回

10/5（土） 18:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 山手プロムナードコンサート オフィスアルシュ
03-3565-6771

アンサンブル・ウィーン・ベルリン　
究極のモーツァルト・コンチェルト

10/6（日） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

ミュンヘン・バッハ管弦楽団 10/8（火） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

カール＝ハインツ・シュッツ 10/8（火） 19:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 ヒラサ・オフィス フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

バッハ・オルガンの宇宙　
～名曲選＆ゴルトベルク変奏曲　
ハンスイェルク・アルブレヒト　オルガン・リサイタル

10/9（水） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

第26回戸塚ふれあい文化祭 10/12(土)～14（月・祝）、
19（土）・20（日）

未定 さくらプラザ（戸塚区民文化
センター）、戸塚公会堂

無料 戸塚区民まつり実行委員会 戸塚ふれあい文化祭事務局　
045-866-8416
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タイトル 日程 時間 会場 チケット 主催 お問合せ

福川　伸陽　ホルンリサイタル 10/12（土） 14:00 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

有料 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

横濱 JAZZ PROMENADE 2019 10/12（土）
～13日（日）

会場に
よって
異なる

横浜市開港記念会館、関内
ホール、横浜赤レンガ倉庫1
号館、街角、ジャズクラブ 他
市内約50会場（予定）

有料 横濱 JAZZ PROMENADE 実
行委員会

横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会
045-211-1510

読売日本交響楽団　〈ロシアの世界的巨匠　
テミルカーノフのチャイコフスキー〉

10/14（月・祝） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 読売新聞社／日本テレビ放送網／
読売テレビ／読売日本交響楽団

読売日本交響楽団
0570-00-4390

酒井淳＆マリオン・マルティノー＆クリストフ・ル
セ　ヴィオラ・ダ・ガンバ＆チェンバロ・トリオ

10/17（木） 11:30 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

みなとみらいアフタヌーンコンサート2019後期
フランツ・バルトロメイ　チェロ・リサイタル

10/17（木） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

第8回サンハート・アンサンブル・オーディション 10/19（土）
～20（日）

19日：11:00
20日：13:00

サンハート 音楽ホール
（旭区民文化センター）

無料 サンハート
（旭区民文化センター）

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

神奈川県民ホールオペラシリーズ2019　グランドオペラ共同制作
ビゼー作曲　オペラ『カルメン』　全4幕
フランス語上演・日本語及び英語字幕付き/新制作

10/19（土）
～20（日）

14:00 神奈川県民ホール 大ホール 有料 神奈川県民ホール チケットかながわ
0570-015-415

ホッチポッチミュージックフェスティバル2019 10/20（日） 11:30
（予定）

日本大通り、横浜公園、関内駅
南口、MMテラス など（予定）

無料 ホッチポッチミュージックフェ
スティバル実行委員会

認定NPO法人アークシップ
045-323-9351

横浜市消防音楽隊防災ふれあいコンサート
「ハロウィン」

10/20（日） 13:30 横浜市民防災センター 無料 横浜市消防音楽隊 横浜市消防音楽隊
045-311-0100

ひまわりの郷コンサートシリーズ2019　秋
「フィリップ・トーンドゥル　オーボエ リサイタル」

10/20（日） 14:00 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

有料 ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

オルガン・プロムナード・コンサート vol.374 10/25（金） 12:20 神奈川県民ホール 小ホール 無料 神奈川県民ホール 神奈川県民ホール事業課
045-633-3798

横浜バロック室内合奏団 第92回定期演奏会 10/25（金） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 横浜バロック室内合奏団 横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

河村尚子「ベートーヴェン：
ピアノ・ソナタ・プロジェクト」第4回（最終回）

10/26（土） 17:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

日本フィルハーモニー交響楽団 
第351回横浜定期演奏会

10/26（土） 18:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 日本フィルハーモニー交響楽団 日本フィルハーモニー交響楽団
03-5378-5911

横浜交響楽団第698回定期演奏会
青少年のための音楽会

10/27（日） 14:00 神奈川県立音楽堂 有料 横浜交響楽団 横浜交響楽団
080-3308-1321

室内楽コンサート
第44回ハマのJACK定期公演　作曲家シリーズ　
プロコフィエフ
オール　プロコフィエフ　プログラム

10/28（月） 19:00 横浜みなとみらいホール 
小ホール

有料 特定非営利活動法人ハマの
JACK

特定非営利活動法人ハマのJACK
045-567-2353

曲目解題コンサート　第2夜　
シューマン「ライン」

10/29（火） 19:00 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

有料 かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1219

横浜市民広間演奏会特別演奏会　
50回記念コンサート　
～横浜文化賞受賞記念・感謝を込めて～

11/2（土） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

無料 横浜市民広間演奏会 横浜市民広間演奏会
045-311-1202

古楽の興Ⅵ　鈴木秀美　
究極のバッハ　無伴奏チェロ組曲全曲演奏会

11/2（土） 14:00 サルビアホール 音楽ホール
（鶴見区民文化センター）

有料 サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

第44回　西区民まつり 11/3（日・祝） 10:00 戸部公園・西前小学校等 無料 西区民まつり実行委員会 西区民まつり実行委員会事務局
045-320-8389

横浜金沢交響楽団　創立10周年記念演奏会 11/3（日・祝） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 横浜金沢交響楽団 横浜金沢交響楽団
090-2486-7208

ハマキッズ・アートクラブ「バイオリンをつくろう」 11/3（日・祝） 13:30 横浜市民ギャラリー 
4階アトリエ

有料 横浜市民ギャラリー 横浜市民ギャラリー
045-315-2828

ラファウ・ブレハッチ＆
ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

11/4（月・休） 14:00 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

弓 新　ヴァイオリン 11/6（水） 11:30 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

みなとみらいアフタヌーンコンサート2019後期
ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ

11/8（金） 13:30 横浜みなとみらいホール 
大ホール

有料 神奈川芸術協会 神奈川芸術協会
045-453-5080

港北芸術祭「港北三曲会演奏会」 11/9（土） 12:00 港北公会堂 無料 港北芸術祭実行委員会／港
北三曲会

港北区役所地域振興課
045-540-2239

マエストロの白熱教室2019
～指揮者・広上淳一の音楽道場～

11/10（日） 13:00 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

有料 フィリアホール
（青葉区民文化センター）

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

横浜市PTA創立70周年記念・
第63回PTA音楽交歓のつどい

11/13（水）
～15（金）

未定 かなっくホール ホール
（神奈川区民文化センター）

無料 横浜市PTA連絡協議会 横浜市PTA連絡協議会
045-662-7080

名曲サロンVol.21
ホール特別公演 さくらプラザ　
サポートアーティストによる弦楽アンサンブル

11/14（木） 14:00 さくらプラザ ホール
（戸塚区民文化センター）

有料 さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター）
045-866-2501

クイーンズスクエア横浜クリスマス2019 11月上旬
～12/25（水)

未定 クイーンズスクエア横浜
クイーンモール2階

無料 クイーンズスクエア横浜2019
年度イベント実行委員会

クイーンズスクエア横浜2019年度イベント
実行委員会　045-662-0018



9月15日(日)  横浜音祭り２０１９
 オープニングコンサート
9月16日(月・祝)  「日英交流年 UK in Japan 2019-20」
 Anno（アンノ）
10月 1日（火）～ 横浜18区コンサート
11月 7日（木）
10月14日(月・祝) 英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート
10月22日(火・祝) 藤原道山 尺八アンサンブル・コンサート
11月 1日(金) ヨコハマ・ポップス・オーケストラ２０１９
 本広克行プロデュース
 横浜音祭りスペシャル
 【劇伴の若き匠　菅野祐悟】
11月4日(月・休) 石丸幹二プレミアム・デュオコンサート

11月9日(土) 林英哲　横浜音祭り２０１９特別公演
11月15日(金) 横浜音祭り２０１９クロージングコンサート
 葉加瀬太郎 featuring May J.
 The Symphonic Night

5月5日（日・祝） 横浜銀行Presentsこども未来
 ミュージック・プログラム
 こどもの日コンサート2019
6月16日（日） 第42回ハマのJACK演奏会
 金の卵見つけました
6月28日（金） ハチャトゥリアン・コンチェルツ
9月18日（水） ショパン～永遠の貴公子をたどる

9月22日（日） わくわくブラス！ at 横浜音祭り2019
10月12日(土)・ 村治佳織の世界Ⅰ・Ⅱ
26日（土）
10月20日（日） セミヨン・ビシュコフ指揮
 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
10月27日（日） わくわくＪＡＺＺ♪
11月2日（土） ミュージック・イン・ザ・ダーク
11月4日（月・休） 第38回横浜市招待国際ピアノ演奏会
11月10日（日） ビヨンド・ザ・ボーダー音楽祭　2019

横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 S席5,000円、A席4,000円 6月  1日（土）
  B席3,000円 ほか
横浜赤レンガ倉庫１号館  3Fホール 自由席 4,000円 6月  1日（土）

市内18カ所  2,500円 6月  1日（土）
※詳細は16ページを参照
神奈川県立音楽堂 全席指定 S席5,000円、A席4,000円 ほか 6月  1日（土）
横浜能楽堂 全席指定 3,500円 6月29日（土）
横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 S席6,000円、A席4,500円、 6月  1日（土）
  B席3,000円 ほか

フィリアホール 全席指定 6,000円 6月  1日（土）
（青葉区民文化センター）
関内ホール  大ホール 全席指定 3,000円 6月  1日（土）
横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 S席11,500円、A席9,000円 ほか 6月29日（土）

横浜みなとみらいホール  大ホール ※22ページを参照 販売中

横浜みなとみらいホール  小ホール 自由席 大学生以上 2,000円、 販売中
  小学生～高校生 1,500円
横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 6,000円　 販売中
横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 S席5,000円、A席4,000円、 販売中  
  B席3,000円 ほか
横浜みなとみらいホール  大ホール 自由席 一般1,000円 6月  1日（土）
横浜みなとみらいホール  小ホール 全席指定 各公演4,000円　 6月  1日（土）
  2公演セット券7,000円
横浜みなとみらいホール  大ホール 全席指定 S席19,000円、A席15,000円  ほか 5月18日（土）

横浜みなとみらいホール  大ホール 自由席 一般1,000円 6月  1日（土）
横浜みなとみらいホール  小ホール 全席指定 4,000円 6月  1日（土）
横浜みなとみらいホール  小ホール 未定  6月  1日（土）
横浜みなとみらいホール  小ホール 全席指定 3,000円 6月  1日（土）

①  公式サイト　https://yokooto.jp/
②  電話（チケットセンター）

横浜音祭りチケットセンター（神奈川芸術協会内）
045-453-5080 （平日 10:00 ～ 18:00 ／土曜 10:00 ～ 15:00　※日曜・祝日除く）

横浜みなとみらいホール チケットセンター
045-682-2000 （電話予約10:00 ～ 17:00 ／窓口11:00 ～ 19:00 ※ホールの休館日・保守点検日は休業）

公演チケットのお求めは

開催日 公演名 会場 チケット料金 発売日  

開催日 公演名 会場 チケット料金 発売日  

http://geikyo.pia.jp/yokooto/

http://minatomirai.pia.jp/
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C o l u m n

吹奏楽界の巨匠 ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト氏が
作曲した横浜音祭りファンファーレ

浜が日本の吹奏楽発祥の地であることにちなみ、横浜音祭り
がスタートした2013年に開幕を記念し作られたのが「横浜

音祭りファンファーレ」です。
　作曲したのは、吹奏楽界の巨匠であるベルギーの作曲家ヤン・ヴァ
ン＝デル＝ロースト氏。
　船や港というイメージのほか、横浜市の花である「バラ」を想起さ
せるような高貴なメロディの流れが取り入れられた祝祭感あふれる
このファンファーレは、過去に実施された横浜音祭りのさまざまなプ
ログラムのなかでも演奏され、多くの人に愛されてきました。
　ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト氏は楽譜の中にも横浜ならではの楽
しい仕掛けを組み込んでいます。ファンファーレの終盤に、「ＹＯＫＯ
ＨＡＭＡ」(下記のアルファベット対応表にあてはめると「ド-ソ-ド-
ソ-シ-ラ-ミ-ラ」)というメロディが、トランペットとトロンボーンに
より高らかに演奏されます。

横

　ファンファーレの中で最も特徴的なこの「ＹＯＫＯＨＡＭＡ」のフ
レーズは、横浜音祭り２０１９の期間中に発車メロディとして流れたり、
公演開始のベルの代わりとして使用されたりと、多くの方たちの元へ
届けられる予定です。
　どんなプログラムのなかで、どんな楽器で、このファンファーレが演
奏されるのか、ぜひ「横浜音祭りファンファーレ」にもご注目ください！

ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト氏が譜面を寄贈

2013 年６月に、ベルギーから作曲家のヤン・ヴァン＝デル＝ロース
ト氏が来日し、林文子横浜市長に横浜音祭りファンファーレを含む
「横浜音祭り序曲（原題：YOKOHAMA FESTIVAL OVERTURE）」の
楽譜が手渡されました。

ヤン・フランス・ヨーゼフ・ヴァン=デル =ロースト

 ド レ ミ ファ ソ ラ シ

 C D E F G A B

             H

 K L M N O I J

 R S T U V P Q

 Y Z       W X

アルファベットとの対応表

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

音階

Jan
Frans Joseph
Van der Roost

ド ソ ド ソ シ ラ ミ ラ
Y O K O H A M A

33
P A G E



デザイン：ヨコハマデザイン株式会社　 藤元 秀征（ふじもと ひでゆき）

横浜音祭り２０１９
メインビジュアル

横浜音祭り
ロゴマーク

デザイン：株式会社hush 　橋爪 祐二（はしづめ ゆうじ）

1971年　横浜市中区で生誕　
武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業
広告代理店勤務を経て独立　2004年より中区山下町にオフィス
イラストレーションを使用したデザインを多く手がける

デザインコンセプト
音楽の女神が横浜の街に降りてきて、調べを奏でるシーンを　　
表現しました。
女神の体を覆う文様は、音そのものをイメージしています。
また、背景のシルエットは横浜の街の「海」「昔」「未来」を　イメージ
しました。かつて海を渡る人たちのしるべとなっていた横浜の灯台
が光を照らす様を、横浜の「海」から「未来」をもたらす光として記号
的にデザインしたものです。

デザインコンセプト
世界中の音楽の潮流が横浜に蝟集※し、大きな渦を形成していく。
また、その渦は新たな潮流となり世界に拡散する。
横浜を新たな音楽文化のハブとしてイメージし、プレイヤー、オー
ディエンス、サポーターがボーダーレスに交わるフェスティバルのシ
ンボルとしてデザインしました。
※蝟集（いしゅう）…　ハリネズミのように、一時に１か所に、多くの
ものが寄り集まること。

D e s i g n

デザインについて
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横浜音祭りプログラムへの取材やお問い合わせは

横浜アーツフェスティバル実行委員会

Tel：045 -663 -1365
Fax：045 -663 -1928

E -mail：info@yokooto.jp

3 0 0 を超えるプログラムの最新情報はこちらから

公式サイト
ht tps://yokooto.jp/

Twitter
＠yokohamaoto

Facebook
ht tps://ja - jp.facebook.com/yokohamaotomatsur i/
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