ギャラリー情報

ギャラリー情報の日程は、初日は搬入、最
終日は搬出を含む場合があります。開催時
間等詳細は各館へお問合せください。

ブラフ 18 番館
9/15～19
9/30～10/4
10/6～9
10/13～18
10/22

横浜いずみ陶芸学院 第 24 期卒業制作展
松本輝重と有志による絵の作品展
第 19 回エレガントガラスワーク元町生徒作品展
銀座亜紀枝刺し子学園生徒作品展
朗読 名作への誘い 志賀直哉、原田マハ他
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エリスマン邸
9/2～3
9/9～10
9/15～21
9/23～27
9/30
10/1
10/4
10/5～10
10/14～17
10/20～25

島野聖子個展 横浜トリエンナーレ応援展示
宙-この世界のすべて塚田マサ子写真展 OVER 横浜ストーリー
アトリエｙ ボタニカルアート展
皆様とご一緒にオペラなどを楽しみましょう
たのしく、ご一緒に♡うたいましょう♪
午後の「朗読さろん」どうぞおいでください
アートフェスティバル「ともに」VOL2
手縫いで作る帽子展
みなとまち童画の会むかし子供だった頃の絵

山手 234 番館
8/31～9/5
9/7～12
9/15～19
9/21～26
9/28～10/3
10/5～10
10/12～17
10/19～24
10/26～31

虹彩会水彩画展 気の向くままに楽しんで
第 13 回アートクラブオリオン絵画展
ラスト ガプス 絵画展
フォト･あくわ写真展
矢田部公仁子古稀記念展
千秋の夢
Five Views 第 2 回写真展
彩友会･土筆の会(水彩)合同展
高宮水彩画教室展

岩崎ミュージアム （045-623-2111）
9/13～24 横浜芝山漆器展
9/27～10/22 第 4 回 版と表現展 －木口木版画の世界－
10/24～29 第 45 回 唐木信允・三嶋眞人 二人展
＜賛助出品 川島淳＞

山手 111 番館
9/23～26
9/29～10/4
10/6～10
10/13～18
10/20～25

陶･咲樂工房合同教室展
pencio（絵画･立体）
オートクチュールクラフト展
茉莉展-周平画室定期展
USAUSA WORLD BEYOND
あべあやこイラスト原画展
10/27～11/1 100 人のリースの会
Mariage」(結婚のフランス語）というコラムで、
その時々の結婚式の情報をお届けしています

ベーリック・ホール･･･10/1(日)
外交官の家･･･10/15(日）
編集･発行 (公財)横浜市緑の協会･山手通信編集局
所在地 横浜市中区山手町 16 【外交官の家】内
TEL＆FAX
045-662-8819
山手西洋館 HP http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/

横浜山手西洋館
10 月 29 日(日）10:00～16:00
（雨天決行 荒天中止）
《13 か所を廻る仮装スタンプラリー》
★ブラフ 18 番館
★外交官の家
★ベーリック・ホール
★エリスマン邸
★山手 234 番館
★横浜市イギリス館
★山手 111 番館
★山手 68 番館
★YITC
★山手資料館
★大佛次郎記念館
★横浜人形の家
★アメリカ山公園
◆スタート 各施設で 10:00～スタンプカード配布
(先着 6000 名､無料:なくなり次第終了)
カードは仮装している人に配布(フェイスペイント含)
◆ゴール館 （外交官の家、横浜市イギリス館）
スタンプを 12 個以上集めた人にスタンプ賞(3000 名)
西洋館 7 館のスタンプを集めると緑の協会賞(200 名)
(ゴール施設でいずれも先着順､なくなり次第終了)
◆仮装コンテスト アメリカ山公園
13:30～審査(12:30～受付)
話題になっているで賞、かわいいで賞、おもしろいで賞
かっこいいで賞、めちゃハイカラで賞、目立ったで賞
(先着 60 組受付)
◆フェイスペインティング(ブラフ 18 番館) 10:00～
1 回 200 円 先着 200 名程度 整理券あり
◆仮装グッズの販売 10:00～(山手西洋館)
◆オープンカフェ
エリスマン邸・外交官の家(軽飲食販売)
◆オープンガーデン 10:00～
山手 234 番館でチューリップの植付け 先着100 名 無料
◆出店
産直野菜(イタリア山庭園)、お菓子販売(山手 234 番館)、
バルーン販売(ﾌﾞﾗﾌ 18 番館･エリスマン邸)、記念写真
(ブラフ 18 番館)、パン販売等(山手公園)

申込・費用の記載のないものは、すべて
申込は当日、費用は無料です。

★山手 111 番館
○山手 111 番館オータムコンサート
日時：9 月 18 日(月･祝)18:00～(17:30 開場)
出演：木島千夏(ｿﾌﾟﾗﾉ)、寺村朋子(ﾁｪﾝﾊﾞﾛ)、清水千裕(ﾋﾟｱﾉ)
参加費:2500 円(ワイン､茶菓付き)
定員:先着 35 名
申込:電話または来館にて
○テーブルコーディネート「月下美人-漆に魅せられて-」
9/20(水)～26(火)
装飾:Sylph～空間演出～
○テーブルコーディネート「中秋を愛でる～つき・はな・うた～」
9/30(土)～10/9(月･祝)
装飾:食空間提案集団 La-Mesa
○ハロウィン装飾 10/21(土）～31(火）
コーディネーター：La Maison111
○アットホームコンサート 14:00～
9/24(日) “Trio de la Nature”(フルート､ピアノ)
10/14(土) 西山記子､新田啓子､新畑妙子(ｿﾌﾟﾗﾉ､ﾋﾟｱﾉ､ｸﾗﾘﾈｯﾄ)
10/15(日) 安田可奈子(ヴィブラフォン)
○回廊の一般公開日(毎月第 2 金曜日)
9/8(金)、10/13(金) ①10:30～ ②14:00～

★横浜市イギリス館
○ライジングスターコンサート 「秋に聴きたいピアノ曲」
9/23(土) 14:00～
秋山有子(ピアノ)
○花展示「マムで迎える十五夜の祝宴」 9/26(火)～10/4(水）
装飾：Design Team Liviu（葛西知子・石畑真有美）
協力：ジャパンフラワードリーム
○ハロウィン装飾 10/17(火)～31(火）
コーディネーター：Erena flower(エレナフラワー)
○ハロウィンミュージックパレード in イギリス館
10/29(日) ①11:00～11:20 ②12:00～12:20
演奏者 ヴァイオリニスト竜馬&サウンドトラッカーズ
○館内ツアー
9/11(月)、10/16(月) 14:00～

★山手 234 番館
○「テーブルを彩る秋のフラワーアレンジメント」
9/19(火)～26(火)
装飾：Tomoko Flower Studio
○お月見装飾｢お月見パーティへようこそ!｣
9/30(土)～10/9(月･祝) 装飾：あとりえそら 為谷一重
○ハロウイン装飾 10/20(金)～31(火)
装飾：Design Team Liviu（葛西知子・石畑真有美）
○234 ウェルカムコンサート 14:00～
10/8(日) 前田彩乃､前田侑乃(ハープ&ヴァイオリン)
○蓄音器で楽しむ午後のひととき(毎月第 2 土曜日開催)
9/9(土)、10/14(土) 14:00～15:00 ナビゲーター:山本久子
○絵本の読み聞かせと昔話～絵本の世界を楽しみましょう～
9/16(土)、10/21(土) 14:00～15:30 語り手:おはなしトリム
○館内ツアー(毎月第 3 木曜日開催)
9/21(木)、10/19(木) ①11:00～ ②14:00～

★エリスマン邸
○お月見装飾 10/3(火)～9(月･祝)
装飾:粕谷尚弘 一葉式いけ花
○ハロウィン装飾 10/14(土)～31(火）
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:The table ALICE インストラクター科 監修:竹内薫
○写真講座
日時：10 月 18 日(水）13:00～14:30
講師：Riko (玉置利津子）
参加費：1500 円（茶菓付）
定員：20 人
申込：9/11(月)～電話または直接来館にて

○絵本の部屋
10:30～
9/21(木) ｢秋をみつけたよ｣
10/19(木) ｢おつきさま｣
○アフタヌーンコンサート 14:00～
9/9(土)
Marcielo（マールシエロ） (アルパ)
9/10(日) トリオ ミモンザ(マリンバ､ピアノ､歌)
10/15(日) 筧あづさ､福田徳子(ピアノ､フルート)
10/22(日) 渡辺まこみ､池田恭子(ピアノ､カホン)
○館内ツアー
9/20(水)、10/25(水) ①11:00～ ②14:00～

★ベーリック･ホール
○秋の装飾 「菊を愛で 月に祈る」
9/2(土)～10/5(木) コーディネーター：谷内田順子
○リビングコンサート 14:00～
9/3(日) 大根田えみゆ、大西梓（ピアノ、ヴァイオリン）
9/24(日) 新山茜、新山開 (ピアノ、ヴァイオリン)
○ベトナムとの国際交流 第 2 弾
「ベトナムカイベーのお話＆ピアノコンサート」
9/5(火)13:00～14:30
お話:Nguyen Tan Phong(ティエンザン省文化情報局副局長)他
演奏:大根田えみゆ
○セント・ジョセフ・フェスタ 2017 10/7(土)､8(日)
「ダイバーシティの 12 年間」
◆トークセッション 14:00～15:00
◆卒業生によるガイドツアー ①13:00～ ②15:30～（約 15 分）
◆パネル展示
1901 年から横浜で 100 年の歴史を歩んだセント・ジョセフ・
インターナショナルスクールの卒業アルバムからの写真等
◆ライブ・ダンスミュージックナイト
日時：10 月 7 日(土)18:00～20:00(17:30 開場)
参加費：3500 円(飲物･軽食付)
定員：50 名
申込：電話または直接来館にて
○ハロウィン装飾 10/20(金)～31(火)
コーディネーター：竹内薫・保科幸子
○コンサート「秋のソワレ in ベーリック～極上の響きに包まれる
贅沢なひととき～」
日時：11 月 4 日(土) 18:00～（17:30 開場）
参加費：3000 円(飲物･軽食付)
定員：50 名
出演：依田真宣､中村洋乃理､加藤陽子（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ､ｳﾞｨｵﾗ､ﾁｪﾛ）
協力：フランス菓子・料理教室 Eiko Morita
申込：電話または直接来館にて
○館内ツアー(毎月第 2 金曜日)
9/8(金)、10/13(金) ①11:30～ ②15:00～

★外交官の家
○月あかりの外交官の家 津軽三味線演奏ほか
日時：10 月 7 日(土）17:45～
定員：35 名
出演：藤田淳雅、内山みゆき ほか
参加費：2000 円（指定席） 1500 円（自由席）茶菓付
申込：電話または直接来館にて
花装飾：清水眞紗子
○ハロウィン装飾 10/21(土）～31(火）
コーディネーター:中村明美・福井朋子
○館内ツアー
9/18(月)、10/16(月) ①11:00～ ②14:00～

★ブラフ 18 番館
○ハロウィン装飾 10/14(土）～31(火）
コーディネーター：ポーセリンアート・マイ
○サロンコンサート 14:00～
9/23(土) 清田真義(ハーモニカ)
10/7(土) 古西夜香(ピアノ）
○展示家具ツアー
9/18(月･祝) ①11:00～ ②14:00～

横浜山手西洋館：◇ブラフ 18 番館 (045-662-6318)
◆外交官の家 (045-662-8819) ◇ベーリック･ホール (045-663-5685)
◇エリスマン邸
(045-211-1101)
◆山手 234 番館 (045-625-9393)
◆イギリス館 (045-623-7812)
◇山手 111 番館 (045-623-2957) ■テニス発祥記念館
(045-681-8646) 開館時間：9:30～17:00(7,8 月は 18:00 テニス除く) 休館日：◇は第 2 水曜日 ◆は第 4 水曜日 ■は第 3 月曜日
★入館無料

★山手公園

(ＴＥＬ 045-６４１－１９７１)

○「防犯教室」（振り込め詐欺防止の講習会）
9/19(火）10:30～11:30 無料
○テニス発祥記念館 「テニスの日記念イベント」
初心者歓迎のテニスレッスン･昔体験･ボレーボレー大会･的当てゲーム

日時:9/23(土･祝）10:00～13:00
参加費:1000 円
場所:山手公園 5・6 番コート
定員:40 名
申込:電話･Ｆax または直接山手公園へ
山手公園 045-641-1971

★テニス発祥記念館 ＝お知らせ＝
改修工事のため、9 月 30 日(土)まで、休館いたしま
す。休館中のスタンプはありません。

謎解きクイズ「2017 横浜山手西洋館」
～魔女からの招待状Ⅲ～
日時：9 月 15 日(金)～18 日(月･祝)9:30～17:00
参加費：招待状 500 円(先着 300 名)
正解賞：オリジナルエコバック ★参加賞あり
スタート館(招待状販売館):山手西洋館 7 館
ゴール館(参加賞等引換館):山手 111 番館･山手 234 番館･
ブラフ 18 番館
問合せ:横浜市イギリス館 045-623-7812

＝＝第12回 横浜山手芸術祭参加者募集(公募)＝＝
【開催期間】平成30年1月28日(日)～2月25日(日)
【芸術祭参加費】参加内容･利用施設により違うのでご確認ください｡
【申込方法】所定の参加申込書に記載のうえ各館へ持参｡
【募集締切】平成29年9月11日(月)
【審査･結果】 応募数が多い時は､実行委員会で選考･調整
のうえ各団体(個人)にお知らせします｡
【問合せ】事務局：横浜市イギリス館045-623-7812
※詳しくは、チラシ・HP等でご確認ください。

山手情報

山手公開西洋館主催事業以外の情報をお届け
します。申込問い合せは各主催者に。

★横浜市イギリス館

（横浜市予約システムご利用団体情報）

○シロクマ コトリ～歌の翼にのせて
日時:9 月 1 日(金)19:00～20:30(18:30 開場)
出演:木村聡美・植田真由美
入場料:2000 円
内容:ふたりのソプラノによる、デュオコンサート
申込:shirokumakotori@gmail.com うたうシロクマ
○宝塚の歌を一緒に歌いましょう
日時:9 月 9 日(土)10:00～11:30(9:45 開場)
出演:大原ますみ
入場料:3000 円
内容:エリザベート・あ～宝塚・カルナバル・他
申込:03-3401-1367(FAX のみ) ジェンヌ
○童謡サークルおんぷマン
日時:9 月 12 日(火)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:髙田真理(指揮)他
入場料:1000 円
内容:童謡唱歌から新しい歌を一緒に歌いませんか？
申込:TEL045-562—1950 FAX045-562-1951
kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ

○ピアノ室内楽の夕べ
日時:9 月 16 日(土)19:00～21:00(18:30 開場)
出演:Vl&Va 松実健太他
入場料:3000 円
内容:ブラームス他トリオやカルテット等室内楽曲
申込:shusalonconcert@gmail.com(集のサロンコンサート
実行委員会)
アウエルチェロアンサンブル
○Oktoberwind 10 月の風
日時:10 月 7 日(土)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:佐藤里奈、村井頌子 他
入場料:1500 円
内容:ピアノ・ヴァイオリンによるサロンコンサート
申込:TEL090-4221-1079 佐藤音楽教室
○童謡サークルおんぷマン
日時:10 月 10 日(火)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:髙田真理(指揮)他
入場料:1000 円
内容:童謡唱歌から新しい歌を一緒に歌いませんか？
申込:TEL045-562—1950 FAX045-562-1951
kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ
○きりんのまなざし ピアノ＆オーボエ演奏会
日時:10 月 21 日(土)19:00～21:00(18:30 開場)
出演:中丸倖爾 近藤拓
入場料:3000 円
内容:ピアノとオーボエによる癒しの演奏会第 3 弾!
申込:kouji.nakamaru@gmail.com 和
○木管アンサンブルコンサート
日時:10 月 28 日(土)10:30～11:30(10:00 開場)
出演:アンサンブルスピカ
入場無料
内容:木管楽器の美しい響きをお楽しみください。
申込:murzim.cl@gmail.com Ra Cine
○EGAOPLANET ハロウィンライブ
日時:10 月 29 日(日)14:00～16:00(13:45 開場)
出演:ヴァイオリニスト竜馬他
入場料:2500 円
内容:ヴァイオリンの生演奏、親子で楽しめるライブ
申込:http://egaoplanet.com Design Team Liviu

★岩崎ミュージアム (ＴＥＬ 045-623-2111)
開館時間：9:40～18:00（入館は 17:30 まで）
休館日：月曜日(祝祭日の場合は開館、翌日休み）
、年末年始
入館料：大人(高校生以上)300 円、小人(小･中学生)100 円
※問合せ表記のないイベントは岩崎ミュージアムへ
≪コンサート≫
○沈丁花の調べ 第 6 回演奏会
日時：9 月 3 日(日) 14:00 開演(13:30 開場)
出演：≪沈丁花室内楽団≫Vn. 小野真奈、野口亜華音、
森聡美 Va. 外川緑 Vc. 高根沢伶奈、干場遼
Pf. 瀬戸康介、塚本靖則
料金：入場無料・全自由席
主催：沈丁花室内楽団
問合せ：chinchogee@gmail.com
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.328 愛は不可思議
日時：9 月 23 日(土･祝） 15:00 開演(14:30 開場)
出演：桑田葉子（Sop）、金杉瞳子（Sop）、君島広昭（Ten）、
増田宏昭（Pf/MC）
料金：
【一般】3000 円(予約･前売)／3300 円(当日) ※全席自由
曲目：後宮よりの逃走 コンスタンツェのアリア(ああ!私は
愛し、幸せでした) 他

○中村貴之 Live Tour 詠い人の旅 2017～ボーナストラック～
日時：10 月 1 日(日)14:00 開演（13:30 開場）
料金：5500 円(税込･全席指定）※未就学児童入場不可
問合せ:ｷｬﾋﾟﾀﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ Tel.03-3478-9999(平日 11:00〜18:00)
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.329 菊地美涼ピアノ・リサイタル
日時：10 月 29 日(日)15:00 開演(14:30 開場)
出演：菊地美涼（Pf）
料金：【一般】2500 円(予約・前売)／2800 円(当日)、
【学生・シニア】2000 円(窓口・前売のみ) ※全席自由
曲目： ベートーヴェン／ピアノソナタ 第 15 番 ニ長調
op.28 「田園」、ドビュッシー／映像 第２集より「1.葉ずえを
渡る鐘の音」 他
≪ワークショップ≫
○子育ては爆発だぁ 2017「オトの絵本」
こどもの中には色んなオトや絵が詰まってる。音と一緒に遊
んだら、どんな絵本が出来るかな？
日時：9 月 21 日(木)10:30〜
ナビゲーター：中ムラサトコ
料金：1500 円(保護者 1 名＋乳幼児 2 名まで）※要予約
※ご予約は次回分のみ
○子育ては爆発だぁ 2017「おばけの秋」
おばけってどんな形？見えたと思ったらいなくなっちゃう。
あっちかな？こっちかな？おばけはどっちにいったかな？
日時：10 月 19 日(木)10:30〜
ナビゲーター：ドゥイ
料金：1500 円(保護者 1 名＋乳幼児 2 名まで）※要予約
※ご予約は次回分のみ

③ 「山本周五郎展」記念講談会（かなぶん寄席）
出演：神田蘭
日時：10 月 7 日(土）14:00～
演目：山本周五郎原作「夕靄の中」、赤穂義士伝より
「二度目の清書」
料金：一般 1000 円
④ 大佛次郎生誕120年記念講演会『物語作者大佛次郎』
講師：辻原登（作家・神奈川近代文学館館長）
日時：10 月 9 日(月･祝）14:00～
料金：一般 1000 円
⑤ 「山本周五郎展」記念講演会「山本周五郎と私」
講師：山本一力（作家）
日時：10 月 21 日(土）14:00～
料金：一般 1000 円
⑥ 「山本周五郎展」記念講座「山本周五郎の魅力」
講師：清原康正（文芸評論家・本展編集委員）
日時：10 月 28 日(土）14:00～
料金：一般 800 円
⑦ 10月27日（金） 文字・活字文化の日イベント
〈特典と無料イベント〉
・開催中の「山本周五郎展」観覧料が無料に。
・「山本周五郎展」ギャラリートーク
展示館 1 階エントランスホールで 14:00～
・バックヤード見学 14:30～ お申し込みは 10 月 24 日
（火）までに電話かメール event@kanabun.or.jp へ。
・抽選で「山本周五郎展」図録ほかミュージアムグッズを
プレゼント

★大佛次郎記念館 (ＴＥＬ 045-622-5002)

★神奈川近代文学館 (ＴＥＬ 045-622-6666)
≪展覧会≫
○企画展「角野栄子『魔女の宅急便』展―魔女とおばけと―」
会期：7 月 22 日(土）～9 月 24 日(日）
休館日：月曜（9 月 18 日は開館）
観覧料：一般 500 円、中学生以下無料
○特別展「没後 50 年 山本周五郎展」
会期：9 月 30 日(土）～11 月 26 日(日）
休館日：月曜日（10 月 9 日は開館）
観覧料：一般 600 円
≪イベント≫ ＊会場は注記のない場合、神奈川近代文学館
展示館２階ホール（定員 220 名）、空席状況、チケットの販
売など詳しくはお問い合わせ下さい。
① 「角野栄子展」記念トークイベント「ことばの魔法―かく、きく、
はなす」
出演：横山眞佐子（（株）こどもの広場 代表取締役）
、角野栄
子（児童文学作家）
日時：9 月 16 日(土）13:30～
料金：一般 800 円、高校生以下は 600 円
② 「角野栄子展」ギャラリートーク
日時：9 月 3 日、10 日、17 日(いずれも日曜日）14:00～
会場：展示館１階エントランスホール
参加無料・申込不要（要展示観覧料）

開館時間:10:00～18:00（入館は 17:30 まで）
入館料:大人(高校生以上）200 円 中学生以下無料
（毎月 23 日と、第 2・4 土曜日は高校生無料）
休館日:月曜日(月曜休日の場合は翌平日）
○テーマ展示Ⅱ 大佛生誕 120 年記念
「大佛次郎と５０１匹の猫」
会期：7 月 13 日（木）～11 月 12 日（日）
内容：大佛次郎の文章の他、大佛邸の猫の写真や当館所蔵
の 300 点以上の猫コレクションから厳選して紹介します。
友人の画家・木村荘八の形見となった猫の「おもちゃ絵」、
彫刻家・河村目呂二作の「猫あんか」
、童話「スイッチョ
ねこ」の原画など、貴重な品々を合せて展示します。
○大佛生誕 120 年記念 大佛次郎記念館オープンデ―
会期：9 月 2 日(土）10:00～17:30(イベントは 16:00 まで）
※当日は入館無料
内容：大佛次郎の生誕 120 年を記念して、子どもから大人
まで、日本の方も海外の方も誰もが楽しめるプログラムを
用意しました。この機会にぜひ、お越しください！（日・
英語による展示解説、茶の湯ミニ体験、版画摺り体験など）
○大佛次郎生誕 120 年記念文化講演会Ⅱ
「物語作家大佛次郎」
※当日は､大佛次郎生誕 120 年の日のため、記念館の入館無料
講師：辻原登（作家・神奈川近代文学館館長）
日時：10 月 9 日(月･祝）14:00 開演（13:30 開場）
会場：神奈川近代文学館 展示館 2 階ホール
料金：1000 円（全席自由・税込み）

