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横浜音祭り２０２２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２０２２」を開催します。 

 横浜の音楽シーンを支えてきたライブハウス間の連携による横浜初の大規模周遊イベン

トや、公募の市民アーティストによる街なか音楽ステージ、子どもたちがプロのアーティス

トに学ぶワークショップ等を展開します。障害の有無や世代に関係なく、誰もが参加でき、

楽しむことができるフェスティバルとし、街の賑わいを創出するとともに、民間施設・事業

者と連携して音楽の街 横浜のさらなる魅力向上につなげます。 

 

１ 開催概要 

(1) 会期 

   令和４年９月 17 日（土）～11 月６日（日）（コア期間 51 日間） 

  （プレ期間５月１日（日）～９月 16日（金）、ポスト期間 11月７日（月）～11月 27日（日）） 

(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 250 

 (5) ディレクター 

      新井鷗子 

・横浜みなとみらいホール館長 

 (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) 市民参加プログラム 

ア 街に広がる音プロジェクト 

開催期間中の週末を中心に、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、プロ・アマ、

年齢、性別、障害の有無を超えて、誰もが楽しめる観覧無料のス

トリートライブを開催します。 

開 催 日 ９月 17 日（土）～11 月 13 日（日） 

会  場 市内各地の商業施設や商店街等  

出  演 公募による市民アーティスト、ゲストアーティスト 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

市民・文化観光・消防委員会資料 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

文 化 観 光 局 

新井鷗子  

© Tomoko Hidaki 
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(2) トップアーティストによるプログラム 

ア 横浜音祭りライブ・ホップ！ 

      市内ライブハウスが連携し、共通チケットでライブハウス 

巡りが楽しめる横浜初のイベントです。 

開 催 日 ９月 17 日（土）、18 日（日） 

会  場 新横浜、横浜、関内のライブ会場（10 会場） 
（調整中） 

出  演 ポップスアーティスト多数 

 

 

 

イ 横浜音祭りライブ・ホップ！特別公演 

Billboard Live YOKOHAMA、 KT Zepp YOKOHAMA のブランド力

を生かした特別公演として、メジャーポップスアーティストに

よる話題性のあるコンサートを開催します。 
開 催 日 ９月 17 日（土）、18 日（日）、 

19 日（月・祝）、21 日（水） 

会  場 Billboard Live YOKOHAMA、KT Zepp YOKOHAMA 

出  演 モノンクル、Kan Sano、coba、Original Love、 

さかいゆう 

 

 

 

ウ 横浜音祭り２０２２クロージングコンサート 

反田恭平＆Japan National Orchestra 

ショパン国際ピアノコンクールで第２位入賞という快挙を成

し遂げた反田恭平が、自らがプロデュースする Japan National 

Orchestra とともに、クロージングコンサートを飾ります。 

開 催 日 11 月６日（日） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演  反田恭平、Japan National Orchestra 

 

 

 

 

エ 横浜 18 区コンサート 

市内全 18 区の身近な施設において、横浜ゆかりの実力派アー

ティストが演奏するコンサートです。 
開 催 日 ６月～10 月（計 18 回） 

会  場 各区公会堂、区民文化センター等 

出  演 毛利文香、田原綾子、大江馨、山根一仁、 

阪田知樹、石田泰尚、藤木大地、 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団メンバーほか 

 

 

 

 

 

反田恭平  

阪田知樹 

© HIDEKI NAMAI  

Original Love 

会場ライブハウス一覧 
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オ 横浜みなとみらいホールリニューアル記念公演： 

 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

今秋リニューアルオープンする横浜みなとみらいホールの

再開を記念し、R.シュトラウスの「アルプス交響曲」を演奏し

ます。指揮は 2022 年度より音楽監督に就任した沼尻竜典で

す。 

開 催 日 10 月 29 日（土） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演 沼尻竜典、神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

 

 

カ ヨコハマ・ポップス・オーケストラ 2022 

ジャズ作曲家として世界から注目される挾間美帆に、横浜

JAZZ 協会が作曲を委嘱した「ベイ・プロムナード」を世界初演

します。音楽監督の沼尻竜典指揮による横浜音祭りならではの

公演をお楽しみいただけます。 

開 催 日 10 月 30 日（日） 

会  場 横浜みなとみらいホール 大ホール 

出  演 沼尻竜典、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）、椎名豊、 

井上陽介、ジーン・ジャクソン、類家心平 

 

 

(3) 次世代育成・インクルージョンプログラム 

ア 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 

消防音楽隊が市内中学校の吹奏楽部を訪問して演奏指導を

行うワークショップです。「街に広がる音プロジェクト」での

横浜市消防音楽隊との共演や、「須川展也プロデュース トル

ヴェール・クヮルテット with 横浜市消防音楽隊」のプレコン

サートへの出演で、成果を披露します。 

開 催 日 ６月～10 月(一般公開なし) 

会  場 市内の中学校 

 

 

イ 須川展也プロデュース  

トルヴェール・クヮルテット with 横浜市消防音楽隊 

日本のクラシカル・サクソフォン界の第一人者、須川展也

がプロデュースするコンサートです。横浜市消防音楽隊のワ

ークショップを受講した市内の中学校吹奏楽部が出演しま

す。 

開 催 日 10 月 1 日（土） 

会  場 関内ホール 大ホール 

出  演 トルヴェール・クヮルテット、小柳美奈子、 

横浜市消防音楽隊 

 

 

 

 

挾間美帆 

©Agnete Schlichtkrull 

 

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

トルヴェール・クヮルテット、小柳美奈子 

（開催イメージ） 

Photo:大野隆介 
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ウ だれでもピアノⓇ 
誰もが音を奏でることを楽しめるよう、「だれでもピアノⓇ」

の体験会と肢体不自由特別支援学校の子どもたちによる演奏会

を開催します。 

会場に来ることが困難な子どもたちも参加できる環境を整

えるため、出張体験会や OriHimeⓇを活用した鑑賞支援を行い

ます。 

体 験 会（事前申込）９月 25 日（日）、26 日（月） 

演 奏 会（事前申込）９月 25 日（日） 

会  場 横浜市役所アトリウム 

 

エ ０さいからのこんさーと 

０歳からの未就学児とそのご家族も、本格的なクラシックを

気軽に楽しめるコンサートです。会場にベビーカー置き場等を

用意します。 

開 催 日 10 月 14 日（金） 

会   場 みどりアートパーク（緑区民文化センター）ホール 

出  演 成田達輝、萩原麻未 

 

 

オ OriHimeⓇプロジェクト 

分身ロボット OriHimeⓇを活用し、障害や病気により外出す

ることが困難な方にコンサート会場での案内・イベント PR 等の

フェスティバルへの参加機会を提供します。 

日 時・会 場 調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

◆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（一般販売６月 13 日（月）から） 

【抽選】５月 16 日（月）～５月 26 日（木） 

【先着】５月 16 日（月）～６月５日（日） 

(3) 対象公演 

・横浜音祭り２０２２ 千住真理子＆Ｎ響のメンバーによるアンサンブル 

・須川展也プロデュース トルヴェール・クヮルテット with 横浜市消防音楽隊 

・横浜音祭り２０２２クロージングコンサート 反田恭平& Japan National Orchestra 

  ・０さいからのこんさーと 

  ・横浜 18 区コンサートほか 

（開催イメージ） 

© 平舘平 

 

(左) 成田達輝 © Marco Borggreve 

(右)萩原麻未 © Akira Muto 

OriHimeⓇ 

Photo:大野隆介 



横浜音祭り2022
開催概要

会場：横浜市内全域

2022.9.17 11.6Sat Sun会期：

みらいに響け
みんなの音楽



Music Art Dance現代アート

横浜音祭りとは…？

3つの芸術フェスティバル

横浜音祭り 横浜トリエンナーレ Dance Dance Dance 
＠ YOKOHAMA

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。
　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回を開催し、2022年には第4回を迎えます。

横浜音祭り
街に広がる音プロジェクト　Photo：大野隆介

ニック・ケイヴ《回転する森》2016年（2020年再制作）
©Nick Cave

Photo：大塚敬太

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA
横浜ベイサイドバレエ　Photo：瀬戸秀美

音楽 ダンス

現代アートダンス

音 楽

世界に向けた
横浜のプレゼンス向上へ

横浜音祭り2022
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2013年より3年に一度、横浜で開催される今回で4回目の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公演、子ども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51日間。

横浜音祭り2022

横浜音祭り2022
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開催概要

本資料に掲載している情報は4月27日時点のものです。
やむを得ぬ事情により変更になる場合があります。最新情報は公式ウェブサイト（https://yokooto.jp/）で御確認ください。

会 　 期

会 　 場

ジ ャ ン ル

プログラム数

ディレクター

主 催

共 催

後 援

助 成

協 賛

協 力

令和４年9月17日（土）～11月６日（日）
（プレ期間：5月1日～9月16日、ポスト期間：11月7日～11月27日）

横浜市内全域〈横浜の“街”そのものが舞台〉

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

約250

新井鷗子

横浜アーツフェスティバル実行委員会

横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

観光庁（申請中）、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

令和4年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業　
一般社団法人地域創造

〈ゴールド〉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
〈シルバー〉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、株式会社高島屋 横浜店
〈ブロンズ〉上野トランステック株式会社、株式会社キタムラ、株式会社崎陽軒、

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、 
株式会社ジェイコム湘南・神奈川、凸版印刷株式会社、NEC、ぴあ株式会社、

 NTT東日本、株式会社メモワール、株式会社ヤマハミュージックジャパン、
 株式会社横浜銀行、リストグループ

キリンビール横浜支社、京浜急行電鉄株式会社、相鉄グループ、東急電鉄株式会社、
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、横浜高速鉄道株式会社、横浜信用金庫

ピアノ＝pf　ヴァイオリン＝vn　ヴィオラ＝vla　チェロ＝vc　クラリネット＝cl　ベース ＝b　ドラム＝dr　トランペット＝tp
フルート＝fl　ギター＝g　ソプラノ＝sop　ヴォーカル＝vo略 号
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　音楽は、人の心を豊かにし、生きる力を与えます。その音楽が集まる街は、賑わうのはもちろんのこと、都市としての魅力も高まり

ます。新型コロナウイルス感染症により、アーティストに限らず社会全体が広く深く影響を受ける今こそ、4回目となる音楽フェス

ティバル「横浜音祭り２０２２」を開催し、皆様、そして横浜が未来に進む力にしたいと思います。

　世界レベルのアーティストによる公演をはじめ、子どもたちの豊かな創造性を育むための次世代育成プログラム、商業施設・駅前

広場などのオープンスペースでの市民参加プログラムを開催するとともに、誰もが参加できる機会を創出するインクルージョンの

取組を進め、万全の感染症対策のもと、多くの皆様に楽しんでいただけるフェスティバルをお届けいたします。

　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。

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

横浜アーツフェスティバル実行委員会
名誉委員長

横浜市長 山中 竹春

　平成25年（2013年）にスタートして以来、3年に一度の開催を重ねている、日本最大級の音楽フェスティバル「横浜音祭り」。この

たび、4回目の開催を迎えます。開催に向けて、御協力いただいている市民の皆様、企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。

　今回は、世界で活躍するトップアーティストによる公演や市民の皆様に御参加いただける音楽ステージはもちろん、横浜初のライブ

ハウス周遊イベントを開催します。また、子どもたちが質の高い音楽に触れることで創造性や感受性を育む次世代育成プログラムを

はじめ、障害の有無や世代に関わらず、幅広い皆様に気軽に楽しんでいただける催しを、多数御用意しました。

　近年、多くの音楽施設が、横浜の都心臨海部に続々と誕生しています。大小様々な音楽施設が一つのエリアに集積する都市は、世界

でも類を見ません。コロナ禍で、文化芸術に直接触れる機会が少なくなっている今だからこそ、横浜の街全体を舞台にした「横浜

音祭り」で、市内外から訪れるお客様に音楽の楽しさと感動をお届けし、横浜に活気と賑わいを取り戻していきます。

　安心してお楽しみいただけるよう、会場では万全の感染症対策を講じ、皆様をお迎えいたします。「横浜音祭り２０２２」をどうぞ

お楽しみください。

名誉委員長挨拶
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　三年に一度の大規模な音楽フェスティバル「横浜音祭り」は４回目を迎えます。2019年の「横浜音祭り」が喝采の裡に幕を閉じて

から現在までの二年半は、丸々コロナ禍に見舞われ、世界中のアーティストたちが活動を制限され音楽界にとって苦難の日々と

なりました。これまでの価値観や常識が大きく変わり、誰もが、人生について、自分について、ふと立ち止まって考えたのではない

でしょうか。

　しかしどれほど厳しい状況にあっても、音楽が止まることは決してありませんでした。「奏でたい」「歌いたい」「聴きたい」という

人々の想いが滞ることは一瞬たりともなかったのです。芸術の営みは、なんてしぶとく、素敵なのでしょう。

　今回のスローガンは、「みらいに響け みんなの音楽」。音楽が人と人とをつなぎ、未来への道をきり拓いていく。そんなイメージを

横浜の街いっぱいに描きたいと思います。

　「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、日本最大級規模の音楽祭として、国境や世代、ジェンダー、

障がいの有無をこえて、すべての人に音楽を届けるフェスティバルを目指してきました。特に、次世代育成とインクルージョン事業の

ユニークさには定評があります。例えば、横浜市の中学生が自らプロデューサーとなって公演の企画制作・運営等に携わるプロジェ

クト、障がいのある方々自らが表現者となってプロの音楽家とコラボレーションする企画、外出のできない方々が最先端のテクノロ

ジーを使ってコンサートスタッフとして働く機会を創出するなど、この分野における事業は毎回メディアからも注目を浴びています。

　またコロナ禍において大きなダメージを受けた市内の施設への支援として、さまざまな時間帯にライブをハシゴするように楽し

む「ライブホップ」企画や、横浜市全区の公共ホールに気鋭の音楽家たちの演奏を届ける「横浜18区コンサート」、日本のパイプオル

ガン発祥の地・横浜をクローズアップする「パイプオルガンと横浜の街」、街のいたるところで市民たちが主役となって歌い奏でる

「街に広がる音プロジェクト」等々、横浜全体を心躍る音楽で満たします。

　いつでも、誰でも、どこからでも、音楽にアクセスできるような音楽祭をみなさんと共に作っていきましょう。

みらいに響け みんなの音楽

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」等の構成を手掛ける。東京藝術大学で

障がいとアーツの研究に携わり、１本指で弾ける自動伴奏機能付きピアノ「だれでもピアノ®」（特許6744522）発明

者の一人。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）、「音楽家ものがたり」（音楽之友社）等。

横浜音祭り2013、2016、2019ディレクター。洗足学園音楽大学客員教授、東京藝術大学客員教授、横浜みなと

みらいホール館長。

プロフィール

横浜音祭り２０２２ディレクター
新井 鷗子

©Tomoko Hidaki
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みらいに響け みんなの音楽

　ショッピングセンターや公園、ストリートなど横浜の景観を活かしたオープンスペースでのライブ、横浜の街の魅力や歴史ととも

に音楽を楽しむコンサートなど、多彩なプログラムを展開します。

◆横浜音祭り２０２２が目指すもの

1　舞台は横浜の「街」そのもの。街じゅうが音楽空間

街に広がる音プロジェクト　→P16参照パイプオルガンと横浜の街2022　→P12参照

　国籍、人種、世代、性別や障害の有無を越えて、みなさんが参加でき、そして魅力あふれる音・音楽を体感できるプログラムを通し

て、感動を共有できる豊かな環境を目指します。

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

Photo：大野隆介

OriHime®プロジェクト →P18参照だれでもピアノ®　→P17参照

©平舘平
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みらいに響け みんなの音楽

　世界的に活躍するトップアーティストによるクリエーション、横浜の音楽シーンを支えてきたライブハウスと連携する周遊型プロ

グラム、ジャンルを横断したコラボレーションから生まれる新曲発表など、創造的なコンテンツを横浜から発信します。

4　横浜“発”、横浜“初”。オリジナルコンテンツを世界に発信

反田恭平Original Love

横浜音祭り2022クロージングコンサート　→P8参照横浜音祭りライブ・ポップ！特別公演　→P7参照

　学校などへアーティストが出張して、子どもの個性と表現を引き出すアウトリーチプログラム、技術力・表現力の向上を目的とし

たワークショップとトップアーティストとの共演など、横浜の未来を担う子どもの感受性、創造性を育みます。

◆横浜音祭り２０２２が目指すもの

3　音楽との出会いが、子どもたちを待っている。クリエイティブ・チルドレン

音楽づくりワークショップ　→P22参照 中学校吹奏楽部ワークショップ　→P22参照

Photo：大野隆介Photo：菅原康太
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横浜音祭りライブ・ホップ！

主　　催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、横浜ライブエンターテインメント協議会
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

日 　 程

会 場

チ ケ ット

大小のライブ・コンサート会場がひしめく横浜はまさに音楽の

聖地。ポップカルチャーの発信地であるライブハウスからオー

ルジャンルフェスティバル「横浜音祭り」の開幕を告げます。共通

チケットで「新横浜－横浜－関内」という広域のライブハウス巡り

が楽しめます。

ライブハウスサーキットイベントで
音楽祭開幕を盛り上げる！

9月17日（土） 各会場により異なります
9月18日（日） 各会場により異なります

・Thumbs Up
・新横浜LiT
・STRAGE
・7th AVENUE
・NEW SIDE BEACH!!
・Naked Loft Yokohama
・濱書房
・Bronth.LIVE
・BAYSIS
・Yokohama minthall ほか

共通券1,500円（自由席・各会場にて
1ドリンク制）
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横浜初の広域ライブハウスサーキットイベントの特別

公演としてKT Zepp YOKOHAMAでは、Original 

Love、さかいゆう、Billboard Live YOKOHAMAでは

モノンクル、cobaのライブを開催します。

Kan Sanoも出演予定

※共通チケットではご入場いただけません

横浜音祭りライブ・ホップ！特別公演

横浜音祭り開幕を祝って
豪華ゲストが日替わりで登場します

日 　 程

会 場

出 演

日 　 程

会 場

出 演

日 　 程

会 場

出 演

9月21日（水）

KT Zepp YOKOHAMA 

Original Love、さかいゆう

9月17日（土）

Billboard Live YOKOHAMA

モノンクル

9月19日（月・祝）

Billboard Live YOKOHAMA

coba

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

Original Love

モノンクル coba Kan Sano

さかいゆう
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ショパン国際ピアノコンクールで日本人ピアニストとして約半世紀

ぶりに第2位入賞という快挙をなしとげ、音楽界でセンセーションを

巻き起こしている反田恭平。自らがプロデュースし、同世代の

実力派アーティストと結成したJapan National Orchestraを

引き連れ、横浜音祭り２０２２のクロージングコンサートを飾ります。

ピアニストにとどまらず、指揮者をはじめ時代の最先端を突き進

む反田恭平。彼の魅力とヒューマニズム溢れる音楽、言葉を超え

た圧倒的な感動体験をお楽しみください。

日 　 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

主 催

11月6日（日）15:00

横浜みなとみらいホール 大ホール

反田恭平（指揮・pf）
Japan National Orchestra

[全席指定] S席7,000円、A席6,000円、
B席4,000円 ほか

横浜アーツフェスティバル実行委員会
横浜みなとみらいホール

横浜音祭り２０２２クロージングコンサート

反田恭平＆Japan  Na t i ona l  O rches t r a

世界が注目するピアニスト反田恭平、
待望の横浜公演

主　　催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、横浜みなとみらいホール
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

反田恭平 Japan National Orchestra
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演奏活動はもとより、様々なメディアへの出演や執筆な

どで活躍する人気ヴァイオリニスト千住真理子が誘う“音

楽の森”。前半はバッハのパルティータ第2番やイザイの

ソナタ第3番「バラード」など無伴奏作品の傑作を通して

ソロの深い味わいと高度なテクニックを披露します。後半

はNHK交響楽団の首席奏者や次席奏者を中心とするア

ンサンブルとヴィヴァルディの「四季」を共演。300年の

時を超えてなお美しく響く、愛器ストラディヴァリウス

“デュランティ”と運命的な出会いを果たした千住真理子

が奏でる名曲をご堪能ください。

日 　 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

プログラム

9月23日（金・祝）15：00

神奈川県立音楽堂

千住真理子
N響のメンバーによるアンサンブル

[全席指定] S席4,500円、A席3,500円 
ほか

バッハ／無伴奏ヴァイオリンのための
パルティータ 第２番
イザイ／無伴奏ヴァイオリンソナタ 第３番
「バラード」
ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲集
「四季」

豊潤な音色と華麗なテクニックに
酔いしれるひととき

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2022
千住真理子＆N響のメンバーによるアンサンブル

N響のメンバーによるアンサンブル

千住真理子

Photo:Kiyotaka Saito (SCOPE)
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世界で活躍する実力派演奏家があなたの街に

横浜市内全18区の身近な施設をめぐり、午後のゆったりとした時間に、横浜ゆかりの

実力派アーティストたちが次々に登場。ふだんオーケストラと共演する協奏曲の

名作を、ソリストと室内楽の編成で演奏、その親密さと凝縮された音楽は、毎回、

新たな角度で新鮮な驚きをもたらしてきました。横浜音祭り２０２２では、さらに進んで、

聴く機会がまれな隠れた傑作、いま最も注目される作曲家の新作、さらには世界的

カウンターテナーとして大人気の藤木大地の出演など、クラシックビギナーからコア

なファンの方まで広く楽しんでいただけるプログラムをお楽しみください。

横浜18区コンサート

開 演

上演時間

チケット

15:00

6～8月公演（約60分）／
9～10月公演
（約90分・途中休憩有）

[全席指定] 3,000円

主　　催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、横浜みなとみらいホール
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

©T.Tairadate ©Hisashi Morifuji

藤木大地

©HIDEKI NAMAI©Tsutomu Yagishita

阪田知樹 毛利文香

©K.MIURA

山根一仁

©Shigeto Imura

大江馨

©Marco Borggreve

河村尚子

©Kazuhiko Miyata

横浜シンフォニエッタ

©Hikaru.☆

石田泰尚

©ノザワヒロミチ

大関万結

小林海都
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日　程 会　場 出　演 プログラム

6/21
（火）

6/22
（水）

7/20
（水）

7/21
（木）

8/29
（月）

8/30
（火）

9/19
（月・祝）

9/20
（火）

9/21
（水）

9/26
（月）

9/27
（火）

9/28
（水）

10/3
（月）

10/4
（火）

10/5
（水）

10/17
（月）

10/18
（火）

10/19
（水）

神奈川区

緑区

南区

港北区

都筑区

中区

港南区

旭区

青葉区

栄区

保土ケ谷区

金沢区

鶴見区

瀬谷区

戸塚区

磯子区

西区

泉区

かなっくホール・ホール
（神奈川区民文化センター）

みどりアートパーク・ホール
（緑区民文化センター）

吉野町市民プラザ・ホール

藤原洋記念ホール
（慶應義塾大学
日吉キャンパス協生館）

都筑公会堂

神奈川県民ホール・
小ホール

ひまわりの郷・ホール
（港南区民文化センター）

サンハート・音楽ホール
（旭区民文化センター）

アートフォーラムあざみ野・
レクチャールーム
（男女共同参画センター横浜北）

リリス・ホール
（栄区民文化センター）

岩間市民プラザ・ホール

金沢公会堂・講堂

サルビアホール・ホール
（鶴見区民文化センター）

あじさいプラザ・音楽多目的室
（瀬谷区民文化センター）

戸塚公会堂・講堂（ホール）

杉田劇場・ホール
（磯子区民文化センター）

神奈川県立音楽堂

テアトルフォンテ・ホール
（泉区民文化センター）

モーツァルト：クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581
シューマン：ピアノ五重奏曲 変ホ長調 op.44

村松崇継：いのちの歌
J.シュトラウス2世：お客を招くのが趣味でね（オペレッタ「こうもり」より） ほか

10/3(月)
ブ ラ ー ム ス：F.A.E.ソナタ、ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ト長調 「雨の歌」 op.78
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第６番 イ長調 op.30-1

10/4(火)
ブ ラ ー ム ス：F.A.E.ソナタ、ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 op.100
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第7番 ハ短調 op.30-2

10/5(水)
ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第2番 イ長調 op.12-2
ブ ラ ー ム ス：F.A.E.ソナタ、ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調 op.108

フローラン・シュミット：ワルツ・ノクターン 第1番 op.31-1
ラ ヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、高雅で感傷的なワルツ
稲森安太己：Motus intervallorum（Just Composed 2020 Winter委嘱作品）
プロコフィエフ：バイオリンソナタ 第2番 ニ長調 op.94bis

ショーソン：ヴァイオリンとピアノと弦楽四重奏のためのコンセール
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番 ニ短調 BWV 1004

ショーソン：ヴァイオリンとピアノと弦楽四重奏のためのコンセール
エルンスト：「夏の名残のバラ」による変奏曲
モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ ホ短調 K.304

ショーソン：ヴァイオリンとピアノと弦楽四重奏のためのコンセール 
ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ、美しい夕暮れ

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525より 第1楽章（弦楽五重奏） 
ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.77より 

第3楽章、第4楽章
シ ュ ー マ ン：ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 （ピアノと弦楽五重奏）

モ ー ツ ァ ルト：ディヴェルティメント ニ長調 K.136より 第1楽章（弦楽五重奏）
ドヴォルザーク：弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 op.77より 第1楽章
チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 （ヴァイオリンと弦楽五重奏）

モーツァルト：「魔笛」より“序曲"＊
「フィガロの結婚」よりカヴァティーナ“失くしてしまって…
あたし困ったわ!”＊
「ドン・ジョヴァンニ」より “皆が酔いつぶれるまで“＊

アヴェ・ヴェルム・コルプス＊

きらきら星変奏曲＊ (＊=弦楽五重奏) 
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364
（ヴァイオリン、ヴィオラと弦楽五重奏）

毛利文香（vn）、
田原綾子（vla）／
ハマのJACKメンバー
（弦楽五重奏）

大江馨（vn）／
東京フィルハーモニー
交響楽団メンバー
（弦楽五重奏）

河村尚子（pf）／
読売日本交響楽団
メンバー（弦楽五重奏）

毛利文香（vn）、小林海都（pf）／
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団メンバー（弦楽四重奏）

大関万結（vn）、小林海都（pf）／
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団メンバー（弦楽四重奏）

大江馨（vn）、小林海都（pf）／
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団メンバー（弦楽四重奏）

山根一仁（vn）、阪田知樹（pf）

石田泰尚（vn）、津田裕也（pf）

藤木大地（カウンターテナー）
成田達輝（vn）、
小林美樹（vn）、
川本嘉子（vla）、
中木健二（vc）、
松本和将（pf）

横浜シンフォニエッタメンバー
加藤えりな・佐々木絵理子（vn）、
伴野剛（vla）、懸田貴嗣（vc）、
齋藤雄介（cl）、碓井俊樹（pf）

横浜18区コンサート　プログラム一覧
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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　TEL. 045-682-2020

パイプオルガンと横浜の街2022
プロデューサー：三浦はつみ
　　　　　　　（横浜みなとみらいホール 初代ホールオルガニスト）

日本で初めてパイプオルガンが建造された街、横浜の現代

に響くパイプオルガンやゆかりの場所を巡り、横浜の魅力

を再発見するプログラムです。

チ ケ ッ ト 公演により異なります。

日程・会場・出演

9月30日(金)
神奈川県民ホール 小ホール
【参加公演】ナイト・プロムナード Vol. 397 
　　　　　山口綾規
主催：神奈川県民ホール

10月1日(土)
山手133番館
【関連イベント】非公開の西洋館見学会、
 スミス・アメリカン社製
 リード・オルガン演奏：早川幸子
主催：株式会社三陽物産、横浜みなとみらいホール

10月5日(水)
フェリスホール
【参加公演】フェリスホール・オルガンコンサート
　　　　　「バロック幻想紀行～バッハへの道～」
　　　　　オルガン：早島万紀子
主催：フェリス女学院大学音楽学部

10月8日(土)
明治学院大学横浜キャンパス
大平健介パイプオルガン・コンサート

10月10日(月・祝)
横浜海岸教会
ポジティフ・オルガン＆バロック・アンサンブル
ポジティフ・オルガン：宇内千晴、
バロック・ヴァイオリン：桐山建志、
ヴィオラ・ダ・ガンバ：清水愛架

10月13日(木)
神奈川県民ホール 小ホール
【関連イベント】パイプオルガンを弾いてみよう
 講師：近藤 岳・中田恵子
主催：横浜みなとみらいホール、神奈川県民ホール

10月15日(土)
捜真女学校
安杏菜パイプオルガン・コンサート

明治学院大学

捜真女学校

フェリスホール

神奈川県民ホール

photo:Hiroshi Togo
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いよいよ今秋リニューアルオープンする横浜みなと

みらいホール。待望のホール再開を記念し、R.シュト

ラスウスの「アルプス交響曲」を演奏します。作品冒

頭の壮麗なアルプスの夜明けは、ホールの新たな幕

開けを告げるものでもあります。出演は神奈川フィ

ルハーモニー管弦楽団、指揮は2022年度より音楽

監督に就任した沼尻竜典。ドイツの歌劇場や内外の

オーケストラを振って熟成されたマエストロの香り

高い演奏でホールを満たします。

日 　 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

プログラム

10月29日（土）15:00

横浜みなとみらいホール 大ホール

沼尻竜典（指揮）、神奈川フィルハーモニー管弦楽団

[全席指定] S席7,500円／A席6,000円／
B席4,000円 ほか

ヤン・ヴァンデルロースト／
横浜音祭りファンファーレ
三善晃／管弦楽のための交響詩「連祷富士」
R.シュトラウス／アルプス交響曲

壮大でドラマティックな響きが
新装の音楽ホールを彩る　

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　TEL. 045-682-2020

横浜みなとみらいホールリニューアル記念公演：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団

沼尻竜典 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

©RYOICHI ARATANI
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神奈川フィルハーモニー管弦楽団の別名のヨコハマ・ポップス・オーケストラのプロ
グラムもご紹介します。
2020年にはアルバム「ダンサー・イン・ノーホエア」が米グラミー賞ラージ・ジャズ・
アンサンブル部門にノミネートされるなど、ジャズ作曲家として世界から注目される
挾間美帆さんに、横浜JAZZ協会が作曲を委嘱した「ベイ・プロムナード」（仮称）を
世界初演します。音楽監督の沼尻竜典指揮による横浜音祭りならではの公演をお楽しみ
ください。

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

プログラム

10月30日（日）17:00

横浜みなとみらいホール 大ホール

沼尻竜典（指揮）、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）、椎名豊（pf）、井上陽介（b）、ジーン・ジャクソン
（dr）、類家心平（tp）

[全席指定] S席5,000円 ほか

挾間美帆／「ベイ・プロムナード」（仮称） ほか

ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2022

横浜みなとみらいホール第1回バースデイ・コンサートや開館20周年記念
演奏会など、折に触れて大きなプロジェクトをお願いしてきたマエストロ
井上道義。マエストロとの信頼関係も厚いNHK交響楽団は、長年横浜定期
演奏会を実施し、ホールとの所縁も深いオーケストラ。ソリストには、東洋人の
カウンターテナーとして初めてウィーン国立歌劇場にデビューするなど
国際的な活躍が光る藤木大地を迎えます。横浜みなとみらいホールでは、
国内外で活躍する音楽家をプロデューサーとして迎えており、藤木は初代
プロデューサー（2021-2023）を務めています。マエストロ、オーケストラ、
ソリストと当ホールに所縁あるトップアーティストとともに、ホールの新たな
門出を祝います。

井上道義指揮　NHK交響楽団　藤木大地(カウンターテナー)

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

11月3日（木・祝）17:00

横浜みなとみらいホール 大ホール

井上道義（指揮）、NHK交響楽団、
藤木大地(カウンターテナー)

[全席指定] S席8,500円、A席6,500円、
B席4,500円／学生・65歳以上の方・障害者手帳を
お持ちの方 各席種5%割引

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　TEL. 045-682-2020

主催：神奈川フィルハーモニー管弦楽団　　お問合せ：神奈川フィルハーモニー管弦楽団　TEL. 045-226-5045

©Yuriko Takagi

井上道義

NHK交響楽団

藤木大地

©T. Tairadate

©藤本史昭

挾間美帆

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

©Agnete Schlichtkrull
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主催：神奈川県立音楽堂　　お問合せ：チケットかながわ　TEL. 0570-015-415

“東洋一の響き”と絶賛される神奈川県立音楽堂の室内
オペラ・プロジェクト。なかでも作曲時の楽器と演奏
スタイルによる刺激的なバロック・オペラは、多くの
音楽ファンを魅了してきました。今回はヘンデルの
“最も謎につつまれたオペラ”といわれる「シッラ」の
登場です。共和制ローマに実在した暴君ルキウス・
スッラ（シッラ）の物語。現代にもありそうなストーリー
が絶妙に音楽化された傑作です。世界の古楽界を牽引
するファビオ・ビオンディ指揮のエウローパ・ガランテ、
ヴィヴィカ・ジュノーら豪華な歌手陣、マルチな才能が
光る名歌手・彌勒忠史の演出で、日本のクリエイターと
世界一流の音楽家たちが火花を散らす日本初演です。

音楽堂室内オペラ・プロジェクト
ファビオ・ビオンディ指揮エウローパ・ガランテ
ヘンデル「シッラ」日本初演

日 程

会 場

出 演

10月29日（土） 15：00 (プレトークあり) 
10月30日（日） 15：00 (プレトークあり) 

神奈川県立音楽堂

ファビオ・ビオンディ（指揮・vn）、エウローパ・
ガランテ、ヴィヴィカ・ジュノー、ヒラリー・
サマーズ、ソニア・プリナ、スンへ・イム ほか

チ ケ ッ ト

プログラム

神奈川県民ホール開館50周年を記念して、ミニマル音楽の巨匠、フィリップ・
グラスと舞台芸術の鬼才、ロバート・ウィルソンが生んだ現代オペラの金字塔、
「浜辺のアインシュタイン」を日本初演から30年ぶりに上演します。

浜辺のアインシュタイン

主催：神奈川県民ホール　　お問合せ：チケットかながわ　TEL. 0570-015-415

[全席指定] S席15,000円 ほか

ヘンデル／歌劇「シッラ」
全３幕（イタリア語上演・日本語字幕付）

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

プログラム

10月8日（土）13:30/10月9日（日）13:30

神奈川県民ホール 大ホール

キハラ良尚(指揮)、平原慎太郎(演出･振付)、松雪泰子・田中要次
(俳優)、中村祥子(ダンス)、辻彩奈(vn)、中野翔太・高橋ドレミ
(電子オルガン)、多久潤一朗・神田勇哉・梶原一紘(fl)、亀居優斗
(バスクラリネット)、本堂誠・西村魁(sax)、東京混声合唱団 ほか

[全席指定] S席10,000円、Sペア19,000円、A席8,000円、
B席6,000円、C席4,000円、
学生(24歳以下・枚数限定)2,000円

フィリップ・グラス、ロバート・ウィルソン／「浜辺のアインシュタ
イン」
(一部の繰り返しを省略したオリジナルバージョン／新制作／
歌詞原語・台詞日本語上演)

©RibaltaLuce Studio

キハラ良尚

©K Miura

松雪泰子

中村祥子

©Masatoshi_Yamashiro

平原慎太郎

©Hajime Kato

田中要次

辻彩奈

ソニア・プリナ ヴィヴィカ・ジュノー

ヒラリー・サマーズ スンへ・イム

©Makoto Kamiya
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横浜音祭り２０２２の開催期間中の週末を中心に、横浜を

象徴する商業施設や公園、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、プロ・アマ、年齢、

性別、国籍、障害の有無を越えて、誰もが楽しめる観覧

無料のストリートライブを開催します。コロナ禍により

活躍の機会が減った市民アーティストをメインに様々な

アーティストが、オールジャンルの音楽で街に彩りを添え、

訪れる方々を音楽でおもてなしします。

日 　 程

会 場

出 演

9月17日（土）～11月13日（日）

・クイーンズスクエア横浜 1F
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
・たまプラーザ テラス ゲートプラザ1F 
フェスティバルコート
・戸塚駅東口ペデストリアンデッキ
・ブランチ横浜南部市場
・三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド
・三井ショッピングパーク ららぽーと横浜
・元町ショッピングストリート
・山下公園
・横浜港大さん橋国際客船ターミナル
・ランドマークプラザ 1F
サカタのタネ ガーデンスクエア
などを予定

ズーラシアンブラス
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

幅広いジャンルの音楽で広がる
ストリートライブ

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

ズーラシアンブラス 神奈川フィルハーモニー管弦楽団

Photo：大野隆介Photo：大野隆介
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ゆっくり弾いても、間違えても、ただ静かに奏者へ寄り添う。

誰もがピアニストのように気持ちよく演奏することが

出来る魔法のピアノ。体験会のためにゲストピアニストに

よるオリジナル伴奏を新たに収録。指一本での演奏か

ら、両手を使った上級者向けの演奏まで、だれでも楽しめ

ます。音を奏でるというすばらしさを、みんなに届けた

い。だれもあきらめないピアノです。

だれでもピアニスト、だれでもアーティスト

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

だれでもピアノ®

■体験会（事前申込）　日程：９月25日（日）、26日（月）
　　　　　　　　　　会場：横浜市役所アトリウム

■演奏会（事前申込）　日程：９月25日（日）
　　　　　　　　　　会場：横浜市役所アトリウム

©平舘平

東京藝術大学 COI 拠点が、ショパンの「ノクターン」を弾きたいと夢見る肢体に障害の

あるひとりの高校生のために、2015年にヤマハ株式会社と共同開発した、自動伴奏

機能のついたピアノです。

だれでもピアノ®とは？
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障害や病気により外出することが困難な方にも横浜音祭り２０２２に参加してもらえるよう、遠隔操作でありながら、「その人
がその場にいるような」コミュニケーションが可能となる分身ロボットOriHime®を活用します。 コンサート会場での案内・
イベントPR等を行うほか、「だれでもピアノ」の演奏会の会場にOriHime®を設置し、会場に来ることが難しい方々にも参加
できる環境を整えます。

OriHime®プロジェクト

神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏者が市内４か所の児童
相談所を訪問し、様々な理由で家族と暮らすことができない子ども
たちへの出張コンサートを開催します。プロのアーティストに
よる本格的なアンサンブルを親しみやすい曲にのせて、子ども
たちに笑顔を届けます。

児童相談所出張コンサート

日 程

出 演

非公開

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

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

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

Photo：大野隆介

神奈川フィルハーモニー管弦楽団

Photo：大野隆介
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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

０さいからのこんさーと

萩原麻未

©Akira Muto

成田達輝

©Marco Borggreve 0歳からの未就学児とそのご家族も、本格的なクラシック 

をわいわいがやがや気軽に楽しめるコンサート。数々の 

国際コンクール入賞を果たし、著名指揮者及び国内外の

有名オーケストラと多数共演している、注目の若手ヴァイオ

リニストの成田達輝と、日本、フランスを中心にソリスト・

室内楽奏者として演奏活動を行う萩原麻未の夫婦による 

デュオ。ご自身も未就学のお子さんがいるアーティスト

の思いから、会場にはベビーカー置き場を設置。お子さ

んとの時間を気兼ねなくお過ごしください。

日 　 程

会 場

出 演

チ ケ ット

プログラム

10月14日（金）1回目11:00／2回目13:00

みどりアートパーク（緑区民文化センター）
ホール

成田達輝（vn）、萩原麻未（pf）

[全席指定] 一般500円、子ども（0歳～
小学生）200円 

イザイ／子供の夢
エルガー／愛の挨拶
サラサーテ／ツィゴイネルワイゼン ほか

親子で楽しめるアットホームなステージ

©Akira Muto©Marco Borggreve



10月10日（月・祝）14:00

あーすぷらざ プラザホール

斎藤守也（レ・フレール）

[全席指定] 大人4,000円、子ども2,000円（４歳～中学生）
※3歳以下1名まで保護者膝上無料、4歳以上または座席必
要な場合はチケット要
※ステージ前フロアに車椅子とお付き添いの方用のスペー
ス、自由にご利用いただけるマットスペースをご用意していま
す。フロアにはエレベーターで降りることができます。また客席
前方に優先席をご用意しています。
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1台4手連弾「レ・フレール」としても活躍する、コンポーザー/ピアニストの斎
藤守也プロデュースで2018年にスタートした「小さき花の音楽会」。「障害の
ある方々を一方的に助ける」ということでもなく「障害児者のためだけ」でも
なく、あくまでも普通のコンサートとして、どなたでも参加できる「心のバリア
フリー」という意味も含めた「バリアフリー・コンサート」です。
Vol.6はハロウィーンカラーたっぷりでお届け。おとなもこどもも、どなたで
も一緒に楽しめる音楽コンサートです。

日 程

会 場

出 演

チケット

小さき花の音楽会vol.6
斎藤守也バリアフリーピアノコンサート

視覚障害のある演奏家と共につくるコンサート。会場
の照明をすべて消した空間で、ステージと客席とで共
有される未知の音楽体験の場として、障害の有無に
かかわらず、誰もが音楽を楽しむ機会となります。

ミュージック・イン・ザ・ダークⓇ

日 程

会 場

出 演

チケット

プログラム

11月1日（火）15:00

横浜みなとみらいホール 小ホール

和波たかよし・川畠成道・成田達輝・
小林美樹（vn）、特別編成合奏団

[全席指定] 一般4,000円、
学生・65歳以上の方3,500円、
障害者手帳等をお持ちの方3,500円 ほか

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

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　TEL. 045-682-2020

主催：チーム兄　　お問合せ：チーム兄　TEL. 070-8990-2542

©藤本史昭
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日本のクラシカル・サクソフォン界のスーパースター、須川展也 

がプロデュースする吹奏楽ファン必見のコンサート。サクソフォ

ンアンサンブルの常識を塗り替えた、結成35周年のスーパーグ

ループ「トルヴェール・クヮルテット」とピアニスト小柳美奈子、横

浜開港100周年・市制70周年を記念し創設された横浜市消防音

楽隊による夢のコラボレーションが実現します。プレコンサートに

は横浜市消防音楽隊のワークショップを受講した市内の中学校

吹奏楽部が、須川展也指揮のもと登場。トップアーティストとの夢

の共演を果たします。

日 　 程

会 場

出 演

プレコンサート

チ ケ ッ ト

プログラム

10月1日（土）15:00
（14:15～プレコンサート）

関内ホール 大ホール

トルヴェール・クヮルテット、小柳美奈子
横浜市消防音楽隊、竹平晃子（司会）

須川展也（指揮）、横浜市中学校吹奏楽部

[全席指定] 一般2,500円 ほか

ヤン・ヴァンデルロースト／
横浜音祭り序曲
伊藤康英／抒情的祭りファンタジー
長生淳／トルヴェールの《惑星》より
「彗星」 ほか

須川展也プロデュース
トルヴェール・クヮルテット with 横浜市消防音楽隊

横浜みなとみらいホールの人気企画「こどもの日コンサート」、その
スタッフの一員として、一緒にコンサートを創り上げた「中学生プロ
デューサー」が柔軟な発想や若い感性で、コンサートの制作やPRに
参画。アーティストたちと一緒に横浜音祭りを盛り上げます！

中学生プロデューサー

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

一期一会の吹奏楽スペシャルコンサートが実現！

©平舘平

横浜市消防音楽隊

小柳美奈子トルヴェール・クヮルテット
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横浜が誇る横浜市消防音楽隊が、市内の中学校吹奏楽部を訪問し、演奏
指導を行います。普段経験できないプロからの直接指導を通じて、技術
の向上だけでなく、音楽の楽しさと奥深さを中学生に体験してもらう
ワークショップ。「街に広がる音プロジェクト」での横浜市消防音楽隊と
の共演や、「須川展也プロデュース トルヴェール・クヮルテット with 横
浜市消防音楽隊」のプレコンサートへの出演で、成果を披露します。

■ワークショップ　日程：6～10月（一般公開なし）
 会場：横浜市内の中学校

■演奏会
　①街に広がる音プロジェクト（観覧無料）日程・会場は調整中
　②プレコンサート（有料）　日程：10月1日(土) 14:15
 会場：関内ホール 大ホール

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

アーティストが横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に出向いて行うワークショップを、「横浜市芸術文化教育プ
ラットフォーム・学校プログラム」の体験型スペシャル版として実施します。
日常の授業を組み立て、子どもたちの様子をよく知っている学校の先生と、コーディネーターである文化施設等のスタッフがお互い
の専門知識などをかけ合わせて効果的なプログラムをつくりあげ、子どもたちに「創作すること」「表現すること」の楽しさを伝え、豊か
な感性や創造性を育みます。

音楽づくりワークショップ

日 程

会 場

7月～2023年3月（一般公開なし）

横浜市立小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校

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

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

Photo：大野隆介

Photo：塚田洋一

Photo：菅原康太
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毎年5月5日に開催している横浜みなとみらいホール
の名物コンサート。2022年は神奈川県立音楽堂にて
開催します。
今年のテーマは「モーツァルトは国境を越えて、時代を
越えて」。大作曲家・モーツァルトが生きていた遥か昔
から私たちが生きる現在まで、色々な音楽に触れなが
ら、音楽の力を感じるプログラムをお届けします。
2021年の公演からスタートした、「中学生プロデュー
サー」の活躍にもご期待ください。

こどもの日コンサート2022

横濱JAZZ PROMENADE 30年を
記念し、10月からのジャズプロ月間
の幕開けとして、祝祭感溢れる
JAZZ LIVEを実施します。出演は、
女性だけで結成されたビッグバンド
「たをやめオルケスタ」。タフでパワ
フルな演奏は必聴です！さらに、今回
はゲストに土屋アンナ（vocal）を迎
え、初のコラボレーションでスタン
ダードジャズを演奏予定。また、 夏に
は横浜市内のジャズ部のある高校へ
「たをやめオルケスタ」メンバーが出
向きクリニックを実施。横濱JAZZ 
PROMENADE 2022 街角ライブ
にて成果の発表・メンバーと共演し
ます。

横濱JAZZ PROMENADE 30年記念/横浜音祭り２０２２連携事業

たをやめオルケスタ with 土屋アンナ

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

10月2日（日）14:30（予定）

KAAT神奈川芸術劇場 ホール

たをやめオルケスタ、土屋アンナ

[全席指定] 一般3,000円、高校生以下2,000円 ※未就学児入場不可

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

5月5日（木・祝）（全2回公演）
1回目14:00／2回目16:30

神奈川県立音楽堂

岩村力（指揮）、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
岩崎里衣（司会）

[全席指定] 4歳～中学生1,500円、
高校生以上2,500円

プログラム すぎやまこういち／
ドラゴンクエストⅢより「序曲：ロトのテーマ」
ハイドン／
交響曲 第101番 ニ長調「時計」Hob.I:101より 第2楽章
モーツァルト／
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より 第1楽章、
交響曲 第40番 ト短調 K. 550より 第1楽章、
新作メドレー（公募で集まった楽曲を元に中学生プロ
デューサーが選曲会議を行い、新作メドレーを制作） ほか

主催：横濱 JAZZ PROMENADE実行委員会　　お問合せ：横濱 JAZZ PROMENADE実行委員会　TEL. 045-211-1510

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　TEL. 045-682-2020

©藤本史昭

土屋アンナたをやめオルケスタ
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1982年から続く伝統ある演奏会。企画委員が国内
外から選りすぐった将来を嘱望される若い才能を横浜
から紹介しています。演奏会だけでなく、関連イベント
として、小中学生との交流会など出演者と市民との
交流の場を設け、ピアノ学習者のためのレクチャー
を開催します。

第40回横浜市招待国際ピアノ演奏会

アートフォーラムあざみ野
Welcome!
ロビーコンサート

大倉山音楽祭
90th anniversary

日 程

開 演

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

5月29日（日）、6月12日（日）、7月10日（日）、
7月31日（日）、9月11日（日）、10月23日（日）、
11月13日（日）

（全公演）12:00

アートフォーラムあざみ野 エントランスロビー ほか

櫻田はるか（cl）、松尾茉莉（vla）、木下真央（pf）、
みなとみらいSuper Big Band（高校生ジャズ
バンド）、横浜市民広間演奏会、音楽団体オフィス・
バルーン ほか

無料（事前申込不要）

日 程

会 場

出 演

チ ケ ッ ト

プログラム

11月19日（土）15:00

横浜みなとみらいホール 小ホール

レミ・ジュニエ、小林愛実、テオ・フシュヌレ、石井楓子

[全席指定] 一般4,500円 ほか

ラヴェル／高雅で感傷的なワルツ
ショパン／スケルツォ全曲
バルトーク／ピアノ・ソナタ
ブラームス／ピアノ・ソナタ 第3番 ほか

日 程

会 場
出 演

チ ケ ッ ト

6月12日（日）1回目13:00／2回目15:00
9月25日（日）1回目11:00／2回目15:00
10月23日（日）1回目11:00／2回目15:00
大倉山記念館 ホール
6月公演：中井智也（二十五絃箏奏者）ほか
9月公演：峰岸桂子（アルパ）・ルイス・サルトー
ル（チャランゴ等）・福島久雄（g）・モイセス・サ
モーラ（fl）・イリチ・モンテシーノス（ケーナ・サ
ンポーニャ）(予定)
10月公演：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）(予定)
6月開催（前売、当日2,500円）
9月開催（前売、当日2,000円）
10月開催 無料

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　TEL. 045-682-2020

主　　催：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 主催：大倉山記念館 お問合せ：大倉山記念館　TEL. 045-544-1881

©Kaupo-Kikkas©kaori nishida ©Andrea Antosikova©Makoto Nakagawa

レミ・ジェニエ 小林愛実 テオ・フシュヌレ 石井楓子
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アリオト あかりと音のライブミュージック
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

9月17日（土）19：00(予定)
象の鼻テラス
アリオト ライティングチーム、南壽あさ子（予定）
前売、当日4,000円

0歳からの親子で楽しむポップス＆ゴスペルコンサート
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月2日（日）14:00
吉野町市民プラザ
The Voices of Japan（VOJA）
0～2歳までのお子様は無料、3歳～小学生500円、中学生以上1,500円

日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月8日（土）14:00
かなっくホール
會田瑞樹・TrioAXIS（佐久間聡一・生野正樹・奥泉貴圭）
3,000円（神奈川区民割引2,500円、高校生以下1,000円）

講演会「ジャズで語ろう！“大佛次郎の昭和モダン”」
日 程
会 場
講 師

チ ケ ッ ト

11月（予定）
県立神奈川近代文学館 中会議室
上田誠二(かみたせいじ)
（日本女子大学人間社会学部現代社会学科准教授）
800円

みどりアートパーク バースデーコンサート 村治奏一 リサイタル
～ギターで綴る映画音楽の世界～
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月2日（日）14:00
みどりアートパーク ホール
村治奏一（g）
前売：一般2,000円、高校生以下1,500円
当日：一般2,500円、高校生以下2,000円

硬派弦楽アンサンブル「石田組」
日 程
会 場
出 演

チ ケ ッ ト

9月24日（土）1回目13:00／2回目17:00
杉田劇場
石田組（vn：石田泰尚、塩田脩、丹羽洋輔、田村昭博／vla：中村洋乃理、
生野正樹／vc：金子鈴太郎、西谷牧人）
一般5,000円、学生2,000円、スマイルクラブ（友の会）会員4,500円

現代音楽はいかが？？？
～日本の歌を編曲の妙で聴く＆ヴィブラフォン+弦楽三重奏曲新作初演～

主催：象の鼻テラス　お問合せ：象の鼻テラス　TEL. 045-661-0602

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. 045-440-1211

主　　催：みどりアートパーク（緑区民文化センター）　
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

主　　催：杉田劇場（磯子区民文化センター）
お問合せ：杉田劇場（磯子区民文化センター）　TEL. 045-771-1212

主催：大佛次郎記念館 お問合せ：大佛次郎記念館　TEL. 045-622-5002

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
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ギターの音色×声優の読み聞かせ！
ハロウィンおはなしシアター
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月9日（日）14:00
リリス ホール
愛河里花子（声優）、坂本千夏（声優）、かかずゆみ（声優）、菊池真義（g）
おとな1,500円、こども(0歳～小学生)500円

主　　催：リリス（栄区民文化センター）　
お問合せ：リリス（栄区民文化センター）　TEL. 045-896-2000

STスポットオープンデー vol.2　
場所と音楽－劇場でつくる－#2
日 程
会 場
出 演
参 加 費

10月14日（金）13:00、10月15日（土）13:00
STスポット
西井夕紀子（作曲家・ディレクション） ほか
500円

主催：STスポット お問合せ：STスポット　TEL. 045-325-0411

気軽にバロック!!
～トークと演奏を楽しむコンサート～
日 程
会 場
出 演

チ ケ ッ ト

10月19日（水）1回目11:30／2回目14:30(予定)
さくらプラザ リハーサル室
中山美紀（sop）、新田壮人（カウンターテナー）、
上羽剛史（チェンバロ）(予定)
一般1,800円、学生500円（横浜市民券1,500円／1日通し券2,800円）

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

横浜人形の家 ファミリーコンサート
～港横浜とお人形さん～
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月23日（日）1回目11：00開演／2回目14：00 
横浜人形の家 あかいくつ劇場
横浜クローバー（小泉優莉菜（vo）、稲垣慶子（ハープ・篠笛）） ほか
一般800円、学生400円

主催：横浜人形の家 お問合せ：横浜人形の家　TEL. 045-671-9361

おんがくのじかん at あじさいプラザ
～0歳から楽しむどやどや楽団パーカッションコンサート～
日 程
会 場
出 演
チ ケ ッ ト

10月29日（土）14:00
あじさいプラザ 音楽多目的室　
どやどや楽団（パーカッショングループ）
一般2,000円、小学生以下500円

主　　催：あじさいプラザ（瀬谷区民文化センター）
お問合せ：あじさいプラザ（瀬谷区民文化センター）　TEL. 045-301-3500
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タイトル 時　間日　程 チケット会　場 お問合せ主　催

青葉コーラスのつどい

みんなの文化祭
with 横浜音祭り２０２２

B-SKY FES　2022

「お月見ライブ」民家園
de アート 2022

とつかストリートピアノ
フェスティバル(仮称)

第46回磯子まつり

旭ふれあい区民まつり

第32回
つるみ臨海フェスティバル

港北芸術祭
「Gentle Forest Jazz Band」

第48回金沢まつり　
いきいきフェスタ

横浜いずみ歌舞伎公演

緑区民まつり２０２２

第36回泉区民文化祭

栄区民芸術祭2022

都筑区民文化祭

ほどがや区民まつり

青葉区民音楽祭

第38回横浜かもんやま能

第28回都筑区民まつり

港南区区民文化祭

第47回南区文化祭

こうなん子どもゆめワールド
2022

第23回栄区民まつり

中区民祭り
「ハローよこはま2022」

ほどがやバンドバトル

瀬谷フェスティバル

7月2日

8月27日

9月4日

9月17日

9月24日、
25日（予定）

9月25日

10月中旬

10月15日

10月15日

10月15日

10月15日、
16日

10月16日

10月17日～
11月6日

10月19日～
11月19日

10月22日

10月29日

10月30日

10～11月
未定

11月3日

11月3日

11月３日、
５日、６日

11月5日

11月5日

11月13日

11月19日

未定

11:00～
17：30

未定

未定

17：30～
19：00

10：00～
17：30
（予定）

10：00～
15：00

10：00～
15：00

未定

未定

未定

未定

10：00～
15：00

未定

未定

14：00～
16：00

9：30～
15：00

未定

14：00～
16：00

10：00～
15：00

11：30～
18：20

未定

10：00～
15：00

10：00～
15：00

10：00～
16：00

11：00～
16：15
（予定）

未定

都筑公会堂

かなっくホール

神奈川公会堂

都筑民家園

戸塚駅周辺（調整中）

磯子区総合庁舎周辺

旭区役所付近

入船公園

港北公会堂

金沢区海の公園
(なぎさ広場)

泉公会堂

県立四季の森公園

泉区役所、泉公会堂、
テアトルフォンテ

リリス、あーすぷらざ

ハウスクエア横浜

県立保土ケ谷公園

都筑公会堂

横浜能楽堂

市営地下鉄
センター南駅周辺、
センター北駅周辺

港南公会堂

みなみん（南公会堂）

港南公会堂

横浜市立本郷中学校

象の鼻パーク

保土ケ谷公会堂

未定

無料

無料

無料

有料

無料

無料

無料

無料

有料

無料

有料

無料

無料

一部
有料

無料

無料

無料

有料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

無料

区連携事業

青葉区民芸術祭運営委員会
045-978-2295

神奈川区区民活動支援センター
045-411-7089

B-SKY FES 実行委員会
b.sky.fes@gmail.com

NPO法人都筑民家園管理運営委員会
045-594-1723

戸塚区地域振興課
045-866-8416

磯子まつり振興委員会
045-750-2392

旭ふれあい区民まつり実行委員会
045-954-6095

つるみ臨海フェスティバル実行委員会
045-510-1687（鶴見区役所地域振興課）

港北区役所地域振興課
045-540-2239

金沢まつり実行委員会
045-788-7801

横浜いずみ歌舞伎保存会
045-800-2392(泉区役所地域振興課)

緑区民まつり実行委員会
045-930-2233

泉区文化振興委員会
045-800-2392(泉区役所地域振興課)

栄区役所地域振興課
045-894-8395

都筑区民文化祭実行委員会
080-7298-2366

ほどがや区民まつり実行委員会
045-334-6302

青葉区民芸術祭運営委員会
045-978-2295

ふるさと西区推進委員会事務局
045-320-8391

都筑区ふるさとづくり委員会
045-948-2231

こうなん文化交流協会
045-844-9447

南区文化祭実行委員会事務局
045-341-1238

こうなん子どもゆめワールド実行委員会
045-847-8396

栄区役所地域振興課
045-894-8391

ハローよこはま実行委員会
045-224-8132

保土ケ谷区青少年指導員協議会
045-334-6308

瀬谷区役所地域振興課
045-367-5696

青葉区民芸術祭
運営委員会

神奈川区
区民活動支援センター

B-SKY FES 実行委員会

NPO法人都筑民家園
管理運営委員会

戸塚区地域振興課

磯子まつり振興委員会

旭ふれあい区民まつり
実行委員会、旭区役所

つるみ臨海フェスティバル
実行委員会

港北芸術祭実行委員会

金沢まつり実行委員会

横浜いずみ歌舞伎保存会

緑区民まつり実行委員会

泉区文化振興委員会

栄区文化協会

都筑区民文化祭
実行委員会

ほどがや区民まつり実行
委員会、保土ケ谷区役所

青葉区民芸術祭
運営委員会

ふるさと西区推進委員会、
横浜能楽堂、西区役所

都筑区ふるさとづくり
委員会

こうなん文化交流協会

南区民まつり運営委員会

こうなん子どもゆめワールド
実行委員会

栄区民まつり実行委員会

ハローよこはま実行委員会

保土ケ谷区青少年指導員
協議会、保土ケ谷区役所

瀬谷フェスティバル
実行委員会、瀬谷区役所



横浜音祭り2022 28

メインタイトル 時　間日　程 チケット会　場 お問合せ主　催

らららん♪ドレミ シリーズ Vol.17 こどもの日！特別公演 お話と
音楽でたのしむプロコフィエフ ピーターと狼 日本語台本 岩谷時子版

第101回横浜バロック室内合奏団定期演奏会

2022 MIX3 ALL JAPAN CHAMPIONSHIPS FINAL

N.U.presents  YOKOHAMA ACOUSTIC FESTIVAL vol.12

音楽コミュニケーションワークショップ

港北三曲会　楽曲講習会（筝・17弦・三紘・尺八）

《チェロ・名曲の調べ》藤原真理　チェロ・リサイタル

アウローラミュージックサロン コンサートシリーズ
Vol.13　Vol.14 及び ファミリーコンサート
名曲サロンシリーズVol.32 2つのヴァイオリンと
ピアノによるコンサート ～響き合うヨーロッパの音色～

多世代交流音楽ワークショップ

ズーラシアンブラス新緑ファミリーコンサート2022

とつか音楽の日

都筑オーケストラ第４０回定期演奏会

横浜弦楽四重奏団スペシャルコンサート

午後の音楽会 第139回
中原美野トリオ　スペシャルJAZZライヴ

武政詠子　気軽なピアノこんさ～と♪

ランチタイムコンサート「音楽史の旅」①バッハの鍵盤曲

ハマフェスY163

♡青島広志の音楽ってステキ♡
～オペラ「あまんじゃくとうりこひめ」～他

港北区民交響楽団　第70回定期演奏会

第41回横浜開港祭

神奈川フィル“ブランチ”ハーモニーinかなっく②

水曜音楽会#68  ～音の花束コンサート～

やぎざず vol.1＠イギリス館　～帰りは中華街だね♪～

3人ぐらいdeシェイクスピアVol.6「ロミオとジュリエット」

ピアノとお話コンサート①「お月さまのおはなし」

《実力派カルテットへの誘い》ウェールズ弦楽四重奏団

ズーラシアンブラス・ショー

午後の音楽会 第140回
MENTAO TANGO QUARTET アルゼンチンタンゴコンサート

KIDS meets オーケストラ　プロコフィエフ「ピーターと狼」

KIDS DAY！⑤ミニコンサート

KIDS DAY！⑦作家とヴィブラフォン奏者とのライブペイント

ワンコインコンサートＶｏｌ.19

サルビアプレミアムクラシック
オーケストラの首席vol.4 坂東裕香ホルンリサイタル

5/5（木・祝）

5/6（金）

5/7（土）

5/7（土）

5/8（日）
9/18（日）

5/8（日）

5/12（木）

5/14（土）
7/24（日）
10/23（日）

5/20（金）

5/21（土）～
11/26（土）

5/21（土）

5/21（土）～
11/19（土）

5/22（日）

5/24（火）

5/26（木）

5/26（木）～
11/24（木）

5/26（木）

5/28（土）～
29（日）

5/29（日）

5/29（日）

6/2（木）

6/2（木）

6/8（水）

6/11（土）

6/11（土）

6/14（火）

6/22（水）

6/24（金）～
25（土）

6/24（金）

6/25（土）

6/25（土）

6/25（土）

7/2（土）

7/2（土）

11:00

①14:00
②19:00

13:30

11:00

13:00

13:30

13:30

開催日により
異なる

14:00

13:00

14:00

①とつかストリートライブ11:00
②区民広場コンサート12:00

14:00

19:00

14:00

①14:00
②15:00

11:00

未定

①13:00
②15:00

14:00

未定

11:00

①11:00
②14:00

14:00

14:00

11:00

13:30

24日:18:30
25日①11:00②14:30

14:00

①10:00
②11:00

12:00

13:00

①11:00
②14:00

14:00

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） コンサートホール

テアトルフォンテ
（泉区民文化センター ） ホール

大さん橋ホール

金沢公会堂 講堂

港北公会堂 ２階会議室

神奈川県立音楽堂

アウローラミュージックサロン

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター） ホール
金沢公会堂 多目的室
リハーサル室

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール
戸塚区総合庁舎３階区民広間、

戸塚駅西口デッキ

都筑公会堂

神奈川県民ホール
コンサートホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

横浜人形の家
あかいくつ劇場
かなっくホール

（神奈川区民文化センター）
山下公園及び
横浜スタジアム

瀬谷公会堂 ホール（講堂）

港北公会堂

臨港パーク、
みなとみらい21地区他
かなっくホール

（神奈川区民文化センター）  ホール
サルビアホール

（鶴見区民文化センター） 3階 音楽ホール

イギリス館 音楽ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

神奈川県立音楽堂

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

サンハート
（旭区民文化センター） ホール

サルビアホール
（鶴見区民文化センター） 音楽ホール

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

無料

有料

有料

無料

有料

無料

有料

無料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

無料

有料

有料

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

横浜バロック室内合奏団

マーチング祭組織委員会

ヨコハマアコースティック
フェスティバル実行委員会

ブラストファンクラブ

港北三曲会

神奈川芸術協会

アウローラ音楽企画

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター）

ブラストファンクラブ

みどりアートパーク
（緑区民文化センター）
区民広間コンサート運営委員会/
とつかストリートライブ運営委員会

都筑オーケストラ

横浜バロック室内合奏団

リリス
（栄区民文化センター）

横浜人形の家

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）
横浜セントラルタウン
フェスティバル実行委員会

瀬谷区音楽協会

港北区民交響楽団

横浜開港祭協議会

神奈川フィルハーモニー
管弦楽団

サルビアホール
（鶴見区民文化センター）
横浜プレガンド音心
（おんころ）
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）

神奈川芸術協会

株式会社スーパーキッズ

リリス
（栄区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

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）

サンハート
（旭区民文化センター）

サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

さくらプラザ（戸塚区民文化センター） 
045-866-2501
横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

マーチング祭組織委員会 
090-9491-1791
ヨコハマアコースティックフェスティバル
実行委員会045-323-9351

ブラストファンクラブ
045-786-1093
港北三曲会
090-2180-8375
神奈川芸術協会
045-453-5080
アウローラ音楽企画
03-3417-9149

さくらプラザ（戸塚区民文化センター） 
045-866-2501
ブラストファンクラブ
045-786-1093
みどりアートパーク（緑区民文化センター） 
045-986-2441
戸塚区役所地域振興課
045-866-8416
都筑オーケストラ
045-941-4453

横浜バロック室内合奏団
045-263-4127
リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000
横浜人形の家
045-671-9361
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

横浜セントラルタウンフェスティバル
実行委員会045-227-0823
瀬谷区音楽協会
090-4592-0369
港北区民交響楽団
090-6530-8539
横浜開港祭実行委員会
045-212-5511
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
サルビアホール（鶴見区民文化センター）
045-511-5711

横浜プレガンド音心
080-6504-8796(おんころ）
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
神奈川芸術協会
045-453-5080
ズーラシアンブラス
042-765-7284

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211
サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

サルビアホール（鶴見区民文化センター）
045-511-5711

パートナー事業
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メインタイトル 時　間日　程 チケット会　場 お問合せ主　催

かなっく「ほしまつり」チェロと朗読でつづる
モーリス・メーテルリンク原作「青い鳥」

第102回横浜バロック室内合奏団定期演奏会

《ロマン派の系譜》　辻 彩奈＆阪田知樹 
デュオ・リサイタル

ウクレレピクニック 2022

第３１回よこはまマリンコンサート

みんなスマイルコンサート

午後の音楽会 第141回 ≪プレミアムコンサート≫
Ensemble il Vischio String Sextet Concert

あざみ野サロン 歴史を作った女性音楽家たち
～クララ・シューマンと幸田延～

さるびあおんがくひろば特別版♪
ファミリージャズコンサート

ランチタイムコンサート「音楽史の旅」②
バッハの無伴奏ヴァイオリン曲

港北芸術祭　「さわってみよう！箏」

横浜市神奈川図書館×かなっくホールコラボ企画
僕らの劇場2022
’22横浜旭ジャズまつり
YOKOHAMA SWING  EMOTION VOL.31

保土ケ谷区民コンサート

名曲サロンシリーズVol.33　マリンバアンサンブル
コンサート　 ～マリンバ・コフレ　presents～

神奈川フィル“ブランチ”ハーモニーinかなっく③

おひさまファミリーコンサートVol.2

6弦の記憶

午後の音楽会 第142回
尾城杏奈ピアノリサイタル

細川千尋ピアノトリオ JAZZライヴ

ヨコハマ・クラシックス  vol.6

港北芸術祭　「夏休み親子コンサート」

ズーラシアンブラス コレクション

テーマ展示　
JAZZが聴こえる 大佛次郎の昭和モダン

午後の音楽会 第143回 ≪プレミアムコンサート≫
廣津留すみれトーク＆ヴァイオリンリサイタル

第67回みず色の風コンサート

神奈川フィルの名手による室内楽シリーズ　特別編
『ブラームスのピアノ五重奏曲』

公開マスタークラス&曲目解題コンサート

音楽堂ヘリテージ・コンサート　
スティーヴン・イッサーリス チェロ・リサイタル

ハンブルク・トリオ

日本フィル第380回横浜定期演奏会

第６回　遊音祭

7/7（木）

7/8（金）

7/15（金）

7/16（土）～
17（日）

7/17（日）

7/18（月・祝）

7/19（火）

7/20（水）

7/23（土）

7/28（木）

7/30（土）
8/27（土）
7/30（土）～
8/14（日）

7/31（日）

7/31（日）

8/2（火）

8/4（木）

8/7（日）

8/7（日）

8/10（水）

8/27（土）

8/28（日）

8/28（日）

9/3（土）

9/3（土）～
12/25（日）

9/9（金）

9/10（土）

9/14（水）

9/16（金）

9/17（土）

9/18（日）

9/22（木）

9/23（金・祝）～
24（土）

19:00

①14:00
②19:00

13:30

9:30

14:00

13:30

14:00

15:00

11:00

11:00

13：30
（予定）

開催日により
異なる

11:30

13:30

①11:30
②14:30

11:00

14:30

15:00

14:00

17:00

14:00

14:00

14:00

10:00

14:00

14:00

14:00

18:30

15:00

14:00

19:00

13:00

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） ホール

神奈川県立音楽堂

横浜大さん橋　国際客船ターミナル 
大さん橋ホール、屋上エリア

神奈川県立音楽堂

港北公会堂 講堂

リリス
（栄区民文化センター） ホール

アートフォーラムあざみ野 
レクチャールーム
サルビアホール

（鶴見区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）  ホール

港北公会堂 1号、2号会議室

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）  ホール

こども自然公園野球場

保土ケ谷公会堂 講堂

さくらプラザ
（戸塚区民文化センター） リハーサル室

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）  ホール

旭公会堂 ホール

サンハート
（旭区民文化センター） 音楽ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

サルビアホール
（鶴見区民文化センター） 4階ホール

港北公会堂 ホール

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

大佛次郎記念館 ギャラリー

リリス
（栄区民文化センター） ホール

長浜ホール ホール

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

神奈川県立音楽堂 ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） ホール

神奈川県民ホール 大ホール

旭公会堂 講堂、ロビー

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

横浜バロック室内合奏団

神奈川芸術協会

有限会社レイランド・グロウ

横浜音楽文化協会/
よこはまマリンコンサート実行委員会
みんなスマイルコンサート

実行委員会
リリス

（栄区民文化センター）

フィリアホール
（青葉区民文化センター）

サルビアホール
（鶴見区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

港北芸術祭実行委員会/
港北三曲会

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

旭ジャズまつり実行委員会

保土ケ谷区役所

さくらプラザ 
（戸塚区民文化センター）

神奈川
フィルハーモニー管弦楽団

サニーmamaダンスサークル

サンハート
（旭区民文化センター）

リリス
（栄区民文化センター）

リリス
（栄区民文化センター）

Kぴあのカンパニー

港北芸術祭実行委員会/
港北区民交響楽団

株式会社スーパーキッズ

大佛次郎記念館

リリス
（栄区民文化センター）

横浜市長浜ホール/
(有)ななさわ音楽工房

フィリアホール
（青葉区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

神奈川県立音楽堂

横浜楽友会

公益財団法人
日本フィルハーモニー交響楽団

遊音祭実行委員会

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

神奈川芸術協会 
045-453-5080

有限会社レイランド・グロウ/ウクレレピクニック
事務局03-6712-7355

横浜音楽文化協会/よこはまマリン
コンサート実行委員会090-4747-3289
みんなスマイルコンサート実行委員会
elepia.concert@gmail.com

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

サルビアホール（鶴見区民文化センター） 
045-511-5711

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

港北区役所地域振興課
045-540-2239

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

旭ジャズまつり実行委員会
045-304-9000

保土ケ谷区役所地域振興課
045-334-6305

さくらプラザ （戸塚区民文化センター）
045-866-2501
かなっくホール（横浜市神奈川区民文化センター）
045-440-1211

サニーmamaダンスサークル
090-1886-7949

サンハート（旭区民文化センター）
045-364-3810

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000
リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

Kぴあのカンパニー
090-1506-6712

港北区役所地域振興課
045-540-2239

ズーラシアンブラス
042-765-7284

大佛次郎記念館
045-622-5002
リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

横浜市長浜ホール
045-782-7371

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

チケットかながわ
0570-015-415

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団　
サービスセンター03-5378-5911
遊音祭実行委員会（イハラ音楽教室方）
045-444-8929

パートナー事業
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メインタイトル 時　間日　程 チケット会　場 お問合せ主　催

第18回 身体にいい音楽会～室内楽演奏会～

ランチタイムコンサート「音楽史の旅」③
バッハの変奏曲

小笠原伸子バッハ無伴奏ヴァイオリン
全曲演奏会Vol.19

日本フィル第381回横浜定期演奏会

長浜ホール　ゴスペルコンサート

真空管アンプで聴く JAZZ名盤

音楽堂ヘリテージ・コンサート　
クロノス・クァルテット　テリー・ライリー 《サン・リングズ》

神奈川フィル“ブランチ”ハーモニーinかなっく④

高橋敦トランペット・リサイタル

ルートヴィヒ・チェンバー・プレイヤーズ　
シュトゥットガルト

第七回　横浜よさこい祭り～良い世さ来い

金川真弓　ヴァイオリン・リサイタル

おとなJAZZ～小山太郎クインテット～

石田泰尚コンサート・シリーズ　
Yasunao×Lilis concert series No.27

カンツォーネ・パラディーゾ2022

緑でつなぐシリーズ　クリスタル　アンサンブル
クラシックプロムナード　Vol.3
午後の音楽会 第144回 
佐山裕樹チェロリサイタル

第103回横浜バロック室内合奏団定期演奏会

あこがれinかなっく　
オペラ「ドン・パスクアーレ」ハイライト公演

ズーラシアンブラス　
ハッピー・ハロウィン・コンサート

アラブ音楽と舞踊の祭り＠ヨコハマ

Quartet Integra ～クァルテット・インテグラ～

《DOS DEL FIDDLES》　
石田泰尚＆﨑谷直人 デュオ・リサイタル

午後の音楽会 第145回 
山縣美季ピアノリサイタル

未来のヴィルトゥオーゾを紹介します！

三浦健司ピアノ・リサイタル

港北芸術祭　「港北三曲会演奏会」

ランチタイムコンサート「音楽史の旅」④
シューベルトのピアノ曲

三大協奏曲演奏会Vol.7

日本フィル第382回横浜定期演奏会

横浜市栄区民文化センターリリス開館25周年記念特別公演
宮田大コンサート・シリーズ（全2回）「第1回宮田大チェロリサイタル」

U-ウインズ　第15回定期演奏会

9/25（日）

9/29（木）

9/30（金）

10/1（土）

10/1（土）

10/1（土）

10/1（土）

10/4（火）

10/8（土）

10/10（月・祝）

10/15（土）～
10/16（日）

10/16（日）

10/21（金）

10/22（土）

10/25（火）

10/26（水）

10/27（木）

10/28（金）

10/29（土）

10/30（日）

11/3（木・祝）

11/7（月）

11/8（火）

11/11（金）

11/13（日）

11/13(日）

11/19（土）

11/24（木）

11/25（金）

11/26（土）

11/26（土）

11/27（日）

14:00

11:00

18:30

17:00

14:00

①12:30 ②13:30
③14:30

未定

11:00

14:00

14:00

11:00

14:00

19:00

14:00

13:30

19:00

14:00

①14:00
②19:00

14:00

14:00

13:00

14:00

13:30

14:00

14:00

14:00

12:00

11:00

14:00

17:00

14:00

14:00

リリス
（栄区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） ホール

神奈川県民ホール 大ホール

長浜ホール ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

神奈川県立音楽堂 ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター） ホール

馬車道会場・みなとみらい周辺会場

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

吉野町市民プラザ ホール

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター）ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

みどりアートパーク
（緑区民文化センター） ホール

サムズ アップ

ひまわりの郷
（港南区民文化センター）ホール

横浜みなとみらいホール 大ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

ひまわりの郷
（港南区民文化センター）ホール

港北公会堂　ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） ホール

神奈川県立音楽堂 コンサートホール

横浜みなとみらいホール 大ホール

リリス
（栄区民文化センター） ホール

みなとみらいホール 大ホール

有料

有料

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

有料

無料

有料

有料

有料

有料

無料

NPO法人癒しの医療を考える会/
リリス（栄区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

横浜バロック室内合奏団

公益財団法人
日本フィルハーモニー交響楽団

横浜市長浜ホール

かなっくホール
（神奈川区民文化センター） 

神奈川県立音楽堂

神奈川
フィルハーモニー管弦楽団

ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

横浜楽友会

横浜よさこい祭り実行委員会

フィリアホール
（青葉区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

リリス
（栄区民文化センター）

カンツォーネ・パラディーゾ
実行委員会

クリスタル　アンサンブル

リリス
（栄区民文化センター）

横浜バロック室内合奏団

あこがれ実行委員会

株式会社スーパーキッズ

IzumiOrientalDanceStudio

ひまわりの郷
（港南区民文化センター）

神奈川芸術協会

リリス
（栄区民文化センター）

かなっくホール
（神奈川区民文化センター）

横浜楽友会

港北芸術祭実行委員会/
港北三曲会
かなっくホール

（神奈川区民文化センター）

横浜バロック室内合奏団

公益財団法人
日本フィルハーモニー交響楽団

リリス
（栄区民文化センター）

U-ウインズ

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

横浜バロック室内合奏団 
045-263-4127

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団　
サービスセンター03-5378-5911

横浜市長浜ホール
045-782-7371
かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

チケットかながわ
0570-015-415

かなっくホール（神奈川区民文化センター）
045-440-1211

ひまわりの郷（港南区民文化センター） 
045-848-0800

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

横浜よさこい祭り実行委員会
090-9828-0190

フィリアホール（青葉区民文化センター）
045-982-9999

かなっくホール（神奈川区民文化センター） 
045-440-1211

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

カンツォーネ・パラディーゾ実行委員会
070-6563-5627
クリスタル　アンサンブル
070‐8448‐2292

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000

横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

かなっくホール（神奈川区民文化センター） 
045-440-1211
ズーラシアンブラス
042-765-7284

IzumiOrientalDanceStudio
050-3642-2969

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

神奈川芸術協会
045-453-5080

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000
かなっくホール（神奈川区民文化センター） 
045-440-1211

ひまわりの郷（港南区民文化センター）
045-848-0800

港北区役所地域振興課
045-540-2239

かなっくホール（神奈川区民文化センター） 
045-440-1211

横浜バロック室内合奏団
045-263-4127

公益財団法人日本フィルハーモニー交響楽団
サービスセンター03-5378-5911

リリス（栄区民文化センター）
045-896-2000
U-ウインズ
http://www.u-winds.com/

パートナー事業
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開催日 公演名 会場 料金（税込）

チケット取扱

Tel

Web http://w.pia.jp/a/yokooto/

045-453-5080（平日10:00～18:00／土曜10:00～15:00／日曜・祝日除く）

チケット発売  ６月13日(月) 10:00

9/19(月・祝)～
10/19(水)

9/23(金・祝)

10/1(土)

10/14(金)

11/6(日)

横浜18区コンサート

横浜音祭り２０２２
千住真理子＆Ｎ響のメンバーによるアンサンブル

須川展也プロデュース
トルヴェール・クヮルテット with 横浜市消防音楽隊

横浜音祭り２０２２クロージングコンサート
反田恭平＆
Japan National Orchestra

０さいからのこんさーと

各区会場
※詳細はP10、11参照

神奈川県立音楽堂

関内ホール
大ホール

みどりアートパーク
ホール

横浜みなとみらいホール
大ホール

全席指定 
一般3,000円

全席指定
S席4,500円、A席3,500円 ほか*

全席指定
一般2,500円 ほか*

一般500円、子ども（0歳～小学生）200円

S席7,000円、A席6,000円、B席4,000円
ほか*

◆横浜音祭りチケットセンター（神奈川芸術協会内）

開催日 公演名 会場 料金（税込） 発売日

Tel

Web http://minatomirai.pia.jp/

045-682-2000（月～木曜11時～16時、祝日・休業日を除く）

6/21(火)～
8/30(火)

9/30(金)～
10/15(土)

5/5(木・祝)

10/29(土)

11/1(火)

11/3(木・祝)

横浜18区コンサート 発売中

発売中

未定

6/1

6/1

6/1

こどもの日コンサート2022

パイプオルガンと横浜の街2022

ミュージック・イン・ザ・ダーク®

横浜みなとみらいホールリニューアル記念公演：
神奈川フィルハーモニー管弦楽団

各区会場
※詳細はP10、11参照

神奈川県立音楽堂

市内各所
※詳細はP12参照

横浜みなとみらいホール
大ホール

横浜みなとみらいホール
小ホール

全席指定 
一般3,000円

全席指定
S席7,500円、A席6,000円、
B席4,000円 ほか

全席指定
一般4,000円 ほか

全席指定
4歳～中学生1,500円、
高校生以上2,500円

11/19(土)

井上道義指揮　NHK交響楽団
藤木大地（カウンターテナー）

7/19第40回横浜市招待国際ピアノ演奏会

横浜みなとみらいホール
大ホール

横浜みなとみらいホール
小ホール

全席指定
S席8,500円、A席6,500円、
B席4,500円 ほか

全席指定
一般4,500円

会場により設定あり

◆横浜みなとみらいホール仮事務所チケットセンター

こちらに記載のない公演については、それぞれの公演情報掲載ページをご覧ください。各種プレイガイドでも購入可能です。
横浜市民限定の先行販売も予定しています。詳細は公式ウェブサイトで発表します。

*の公演は、U24（24歳以下）及び障害者手帳お持ちの方を対象とした割引あり
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　横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、「ＹＯＫＯＨＡＭＡ」(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。

　ファンファーレの中で最も特徴的なこの「ＹＯＫＯ

ＨＡＭＡ」のフレーズは、横浜音祭り２０２２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！

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

Column

■横浜音祭り２０１９では〈横浜市消防音楽隊〉が、今回の横浜音祭り２０２２では〈神奈川フィルハーモニー
管弦楽団（指揮：沼尻竜典）〉による収録を行いました。

https://yokooto.jp/fanfare/

ド レ ミ ファ ソ ラ シ
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※アルファベットとの対応表

ド　 ソ　　ド　　ソ　 シ　 ラ　 ミ　 ラ

Ｙ Ｏ Ｋ Ｏ Ｈ Ａ Ｍ Ａ
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横浜音祭り ロゴマーク

横浜音祭り２０２２メインビジュアル

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。

デザインコンセプト

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）

『音楽あふれるミュージックアイランド』
舞台は横浜。心が弾む様々な音楽や歌が街に響き渡り、ありとあらゆる
人々が楽しんでいる様子をデザインしました。
カタチにとらわれず、自由に表現でき、自由に集まり楽しめるような親し
みやすい音楽祭をイメージしています。
また、ミュージックアイランドは、音楽を奏でる、人々が集う、未来につな
げる、それらの象徴的な場所としてイメージしたものです。

横浜・関内で活動するデザインプロダクション「株式会社アン・デザイン」の
アートディレクター。宣伝・広告の企画、コピーワーク、グラフィック
デザインなどあらゆるクリエイティブを幅広く手がける

 デザインコンセプト

デザイン：株式会社アン・デザイン　清水鏡（しみずかがみ）

※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。
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2 5 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　https://yokooto.jp/

横浜音祭りプログラムへの取材やお問合せは

横浜アーツフェスティバル実行委員会

045-663-1365

045-663-1928

info@yokooto. jpE-mail

Fax

Tel

@yokohama_otomatsuri

@yokohamaoto

@yokohamaotomatsuri

横浜市における芸術フェスティバル（ヨコハマトリエンナーレ2020、Dance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 2021）での新型コロナウィルス感染症対策の実績を踏まえ、横浜音祭り２０２２は、
国・県のガイドラインに従い、感染症対策を実施します。新型コロナウイルス感染症の状況や国・県の
ガイドラインに変更が生じた場合は、公演開催予定や感染症対策などを変更する場合があります。
最新情報については、公式ウェブサイト（https://yokooto.jp/）にて随時更新いたします。
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