ブラフ 18 番館

山手公開西洋館イベント案内

情報紙

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。

11/1～6
絵画展
11/17～19 井手望作品展
11/22～25 アメリカントールペイント フエキ作品展
11/26～29 写真展・よこはまの風景
12/8 14:00～ 松川真澄主催（朗読サロン）発表会
12/9～14
メグロ一派グラスリッツェン講師の集い
12/21～24 ほっとクリスマス展
※11/1(水)～30(木)修繕工事のため復元棟を臨時休館します。
ただし、ギャラリーは通常通り開館しております。
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エリスマン邸
11/3～5
11/9～12
11/14(PM)
11/17～22
12/5
12/6(PM)
12/7～12
12/14～19
12/22
12/23～24

こどもの絵画･工作 KIDS 作品展
第 8 回きらく展
Sweet Herbal November
波止場の写真学校 鈴木知子ゼミ 5 期修了展
フェリス音楽科同窓生によるコンサート
デンマークのクリスマスと♡のオーナメント作り
第 18 回みなとみらいフォトサークル写真展
「光と影が創るアート展」2017
歌とお話しのクリスマスコンサート
よみがえる絵画･絵画修復展
○絵本の部屋(絵本の紹介と読み聞かせ) 各 10:30～11:30
11/16（木）
「いろんな色 きれいな色」
12/21（木）
「クリスマス」
（先着 親子 30 組）

山手 234 番館
11/2～7
11/9～14
11/16～21
11/23～27

愉しい写真展
写真のある部屋～3 人の写真展～
パステル画展 牧野瑠璃子と仲間たち
布ぞうり･リボンレイ・ステンシル コラボ展

岩崎ミュージアム （045-623-2111）
11/１～12 第 409 回企画展 太平洋美術会版画部「版画展」
11/15～26 第 410 回企画展 安藤ニキ個展 プルガダイス 2017
11/29～12/3 アトンメントセンター子供絵画教室
第 37 回 てんらんかい
12/6～24
第 411 回企画展 ひろはまかずとし 言の葉墨彩画展
『Today』〜今日〜

山手 111 番館
11/3～4
曼荼羅展
11/10～15 大原眞由美プリザーブドフラワーアレンジ Ami の会展
11/17～22 Wedding at 山手111 番館～花嫁の一日～(ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ)

２０１7

☆

１２月 1 日（金）～25 日（月）
開館時間 9:30～17:00
土曜日と祝日は 9：30～18：00 まで開館
☆会期中休館日はありません

[全館テーマ]
「ときめく瞬間（とき）をあなたに」
～Heartful Christmas from Yokohama Yamate～
★山手 111 番館 〖フランス〗
森田朋子
★横浜市イギリス館 〖イギリス〗
山根ユミ
★山手 234 番館 〖アメリカ〗

岡安洋美
★エリスマン邸

〖デンマーク〗

(公社)インテリア産業協会
神奈川インテリアコーディネーター協会
★ベーリック・ホール

〖オランダ〗

ドリーン･ローリン
★ブラフ 18 番館

〖ドイツ〗

ひがしきよみ
★外交官の家

〖ルーマニア〗

ガブリエラ･マンドレア
「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

★山手 68 番館 〖ガーナ〗
Aha3de（アハエデ）

外交官の家…11/3(金･祝)､11/4(土）

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/

★山手 111 番館

問合せ・申込は各館へ。費用の記載のない
ものはすべて無料。直接ご来館ください。

○111 の日
日時:11 月 1 日(水) 9:30～
☆先着 125 名様にオリジナルファイル差し上げます
☆館内説明(2 階回廊案内)14:00～ 先着 20 名
○朗読コンサート「ボドの物語～海を渡ってきた盲導犬」
日時:11 月 5 日(日) 18:00～19:30(17:30 開場)
出演:朗読三昧(金田賢一、丸尾めぐみ)
定員:45 名
参加費:3000 円(ドリンク付) 申込:電話または来館にて
○館内装飾
11/11(土)～14(火) 装飾:DFA フローリスト東京支部
11/17(金)～22(水) 装飾:フラワースクールゆりの木
●五感で感じるフレンチシックなクリスマススワッグ
日時:12 月 5 日(火) ①10:30～12:00 ②13:30～15:00
参加費:4000 円 定員:各回 6 名 講師:森田朋子(Atelier Moet)
●ボタニカルキャンドル テーブルリース
日時:12 月 13 日(水) ①10:30～12:00 ②13:30～15:00
参加費:3000 円 定員:各回 5 名 講師:大西･森田(Atelier Moet)
○アットホームコンサート 14:00～
11/23(木･祝)アンサンブルフロリレージュ(ﾋﾟｱﾉ､ﾌﾙｰﾄ､ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)
11/26(日)ライトハウスアンサンブル
○回廊の一般公開日(毎月第 2 金曜日)
11/10(金) ①10:30～ ②14:00～ ※12 月はお休み

★横浜市イギリス館
●「英国式ティーマナー＆クリスマスの調べ」
日時:12 月 16 日(土)14:00～ (開場 13:40)
講師:山根ユミ 演奏者:渡辺まこみ(Piano)
参加費:3000 円(Tea&Cake)
定員:35 名
○館内ツアー
11/13(月) 14:00～
※12 月はお休み

★山手 234 番館
○蓄音器で楽しむ午後のひととき（毎月第 2 土曜日開催）
11/11(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～
11/18(土)、12/16(土) 14:00～15:30 語り手:おはなしトリム
●蓄音器クリスマスコンサート
日時:12 月 9 日(土) 14:00～15:00
定員:25 名
参加費:500 円(茶菓付)
●スノーマンの可愛いクリスマスツリー
日時:12 月 11 日(月) ①10:00～ ②11:00～ ③13:30～ ④14:30～
定員:各回 5 名 参加費:800 円
●餡フラワーのワークショップ
日時:12 月 15 日(金) ①10:00～ ②13:30～
定員:各回 8 名 参加費:3500 円
●山手 234 番館クリスマスゴスペルコンサート
12/17(日) ①14:00～ ②16:00～
※席のご用意はありません
●琴伝流大正琴クリスマスコンサート
12/23(土･祝) 14:00～15:00 定員:35 名
○館内ツアー（毎月第 3 木曜日開催）
11/16(木) ①11:00～ ②14:00～
※12 月はお休み

★エリスマン邸

山手 111 番館…11/25(土)
ベーリック・ホール…11/3(金･祝)､19(日）

●印クリスマス関連イベントの事前申込は 11/11(土)～電話
または直接館にて。

☆山手西洋館 光のファンタジー☆
イルミネーション
日時：11 月 24 日(金)～12 月 31 日(日) 日没～23:00
イルミネーションを施した西洋館の美しさを
ご覧いただけます
山手イタリア山庭園キャンドル ガーデン
日時: 12 月 23 日(土･祝)日没～19:30(荒天翌日のみ順延)
イタリア山庭園がキャンドルの光で優しく包まれます。
整形花壇の流れでは優しい揺らめきが灯ります。

○1927 年中区に暮らした外国人たち
11/9(木)～22(水）
展示解説 11(土)､12(日)､18(土)､19(日) ①11:00～ ②14:00～
○1 階展示『Sweet Herbal November』
11/11(土)～19(日）
装飾：Blueberry−Fields
○本活コミュニケーション in エリスマン邸～Blu e Rosso それぞれの視点～
日時:11 月 25 日(土）18:00～20:15
定員:30 名(20 歳以上）
参加費:2500 円(軽食飲み物付）
申込:電話または直接来館にて

○アフタヌーンコンサート 14:00～
11/3(金･祝）谷坂仁美（ピアノ）
11/5(日）
GOH IRIS WATANABE（歌）
11/11(土） 柳沢あつ子、YASUKO（ピアノ、歌）
11/18(土） コンセール ルミエール（フルート）
●デンマークのクリスマス―お話とユールヤータ（ハート型オーナメン
ト作り） 12/2(土）①11:00～12:15 ②14:00～15:15
講師:神奈川インテリアコーディネーター協会会員
参加費:無料
定員:各回先着 20 名
●北欧テイストのファブリックでインテリアを作る
日時:12 月 3 日(日）①11:00～12:15
②14:00～15:15
講師：神奈川インテリアコーディネーター協会会員
参加費:3500 円（材料費込） 定員:各回先着 7 名
●クリスマスコンサート
※席のご用意はありません
12/17(日）14:00～ 大根田えみゆ(ピアノ)
●クリスマス野外コンサート ※席のご用意はありません
12/23(土･祝）①15:30～ ②16:30～ 各 30 分 安田可奈子(ﾋﾞﾌﾞﾗﾌｫﾝ)
○館内ツアー
11/15(水) ①11:00～ ②14:00～ ※12 月はお休み

★ベーリック・ホール
○「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～
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）
参加費:3000 円(飲物・軽食付) 定員:50 名
申込: 電話または直接来館にて
○リビングコンサート 14:00～
11/11(土) かながわ音楽コンクール入賞者
11/18(土) フェリス女学院大学音楽学部
●フレシュクリスマスリース作り
日時:12 月 3 日(日) ①10:00～12:00 ②14:00～16:00
講師:ドリーン・ローリン(オランダマスターフラワーデザイナー）
料金:5000 円(材料費込）
定員:各 8 名
●ウォームクリスマスフラワーナイト(ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ&ﾊﾟｰﾃｨｰ)
日時:12 月 16 日(土) 18:45～20:45
出演:ドリーン･ローリン
料金:5000 円(飲物･軽食付) 定員:40 名(小学生以上)
○館内ツアー(毎月第 2 金曜日)
11/10(金) ①11:30～ ②15:00～
※12 月はお休み

★外交官の家
○館内ツアー（毎月第 3 月曜日）
11/20(月） ①11:00～ ②14:00～

※12 月はお休み

●クリスマス BGM 生演奏 15:00～
※席のご用意はありません
12/10(日) 伊澤佳奈子､斎藤万里名､黒川青葉、佐藤ゆい(ﾋﾟｱﾉ､歌)
12/13(水) Keiko（ピアノ）

★ブラフ 18 番館
●｢テーブルコーディネートセミナー～アットホームクリスマス｣
日時:12 月 2 日(土) 13:30～15:00
参加費:3800 円
定員:20 名
●ひがしきよみトークショー＆クリスマスを彩るスワロフスキーの
キャンドルホルダー作り
日時:12 月 15 日(金) 13:30～15:00
参加費:3000 円
定員:20 名
ブラフ 18 番館は、11/1(水)～30(木)修繕工事のため復元棟を
臨時休館します。ギャラリーは通常通り開館しております。
また山手 111 番館、外交官の家は、修繕工事などのため 1 月～
3 月まで休館となります。
ご迷惑をおかけしますが文化財保護のため、ご理解ご協力の
ほど宜しくお願いいたします。

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)

○写 真 講座
日時：11 月 3 日(金･祝）10:00～13:00 参加費：600 円
先着 20 名様 申込：電話または来館にて
○ミックスダブルステニス大会
日時：11 月 26 日(日）9:00～17:00
参加費：6500 円（横浜市民 6000 円） 先着：36 組
申込：山手公園ＨＰ

山手情報
★イギリス館

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。

（横浜市予約システムご利用団体情報）

○LaLaConcert ベビー＆マタニティー
日時:11 月 2 日(木)11:00～13:30(10:30 開場)
出演:DuoLaLa
入場料:3000 円
内容:ベビー＆マタニティークラシックコンサート
申込:asanishi74@gmail.com 080-3913-7356 音の森 アートオフィス
○サティのパリの１日
日時:11 月 4 日(土)14:30～16:00(14:15 開場)
出演:片野美雪
入場無料
内容:サティのある 1 日を切り取ってみました
申込:miyukichi0205@docomo.ne.jp 090-2489-0205 MIYUKI FRIENDS
○東京音大校友会神奈川県支部会員コンサート
日時:11 月 5 日(日)13:00～14:30(12:30 開場)
出演:会員 7 とダウン症の仲間達
入場料:1000 円
内容:熱情・蝶々・初恋・ヴァイオリンソナタ他
申込:080-6570－5752 山賀 090-6185-2227 村上 HP 有り ゆずの会
○みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
日時:11 月 10 日(金)10:00～11:30(9:40 開場)
出演:横浜元町童謡コーラス
月団費:3000 円
内容:懐かしい童謡や唱歌を地域の皆さんと歌います！
申込:03-5956-6720 横浜元町童謡コーラス
○川添門下大人の発表会
日時:11 月 11 日(土)19:00～20:30(18:30 開場)
出演:川添雅恵・他
入場無料
内容:川添ピアノ教室の大人の生徒達のピアノ発表会
申込:090-9814-6519 川添 MILKY ピアノの会
○宝塚の歌を一緒に歌いましょう
日時:11 月 12 日(日)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:03-3401-1365 (FAX のみ) ジェンヌ
○フラウエンコーア コレクション 秋の調べ
日時:11 月 12 日(日)19:00～(18:40 開場)
出演:フラウエンコーア
入場料:3000 円
内容:女声三重唱、日本の歌、ドイツリート
申込:yokohama3c@gmail.com 横浜東ライオンズクラブ
○童謡サークルおんぷマン
日時:11 月 14 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
e-mail kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ
○みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
日時:11 月 17 日(金)10:00～11:30(9:40 開場)
出演:横浜元町童謡コーラス
月団費:3000 円
内容:懐かしい童謡や唱歌を地域の皆さんと歌います！
申込:03-5956-6720 横浜元町童謡コーラス
○「林ケイ＆楽しい仲間達」秋に歌う
日時:11 月 18 日(土)13:30～16:00(13:00 開場)
出演:小田切清 新野ノリ子
入場無料
内容:アヴェマリア ラルゴ アレルヤ 小さな木の実
申込:045-534-7324 Gesang・K

○アフタヌーンコンサート
日時:11 月 19 日(日)14:00～16:00(13:30 開場)
出演:冨田真理・池野博子他
入場料:3500 円(お茶・お菓子付)
内容:ピアノと声楽ソロ・重唱/日本の歌・世界の歌
申込:050-5215-2287 blocpocketopera.info@gmail.com 榎本 さつき会
○冬のアンサンブルコンサート
日時:11 月 25 日(土)19:20～21:00(19:05 開場)
出演:Misc
入場料:500 円
内容:Pf.Sax.Vn のソロとアンサンブル
申込:090-3524-9713 クラシックアンサンブル
○高久敏春ギター教室冬の発表会
日時:12 月 3 日(日)18:30～20:40(18:00 開場)
出演:高久敏春
入場無料
内容:ギター教室冬の発表会
申込:takaku＠smile.ocn.ne.jp 045-771-3531 高久敏春ギター教室
○ChristmasConcert
日時:12 月 9 日(土)19:00～20:45(18:45 開場)
出演:村上彩子、滝沢奈津美他
入場料:2500 円
内容:フルート歌ピアノで聴く夜の調べ(お菓子飲み物付)
申込:fujimoto.pf.fl@gmail.com http://fujimoto-ma.com Duo 麗
○童謡サークルおんぷマン
日時:12 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
e-mail kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ
○60 歳すぎて音楽を始めた仲間の交歓会
日時:12 月 14 日(木)12:20～14:30(12:10 開場)
出演：アプリコット合奏団他
入場無料
内容:バイオリン他の演奏・歌他 席は 10 席程
申込:080-6504-8475 林 平楽弦楽合奏団
○みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
日時:12 月 15 日(金)10:00～11:30(9:40 開場)
出演:横浜元町童謡コーラス
月団費:3000 円
内容:懐かしい童謡や唱歌を地域の皆さんと歌います！
申込:03-5956-6720 横浜元町童謡コーラス
○3 人のソプラノが贈るクリスマスコンサート
日時:12 月 17 日(日)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:久米・荒川・山嵜
入場料:2000 円
内容:きよしこの夜・アメージンググレイス 他
申込:090-5526-3711 朱雀会
○アカパージュ 20th 10 周年記念コンサート
日時:12 月 20 日(水)16:00～18:00(15:30 開場)
出演:アカパージュの会 入場料:\0～お気持ちがあればいくらでも
内容:音楽物語「ぞうのババール」 語り・小柳美恵子他

申込:0463-61-6083

澤田文代

music pocket

○クリスマスコンサート
日時:12 月 22 日(金)18:00～（17:40 開場）
出演:三國彰子 他
入場無料
内容:ピアノソロ、デュオ、サックス等
申込:080-3152-3402 三國 織音ピアノ研究会
○クイント・レプリ弦楽五重奏名曲シリーズⅣ
日時:12 月 28 日(木)14:00～15:10(13:30 開場)
出演:鈴木正明 雨宮純一他
入場無料
内容:モーツアルト第 3 番 メンデルスゾーン第 2 番
申込:090-4129-2495 雨宮 クワトロ半世紀

★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

E-Mail：museum@iwasaki.ac.jp

≪コンサート≫
○クラシック・ヨコハマ ミュージアムコンサート in 岩崎ミュージアム
日時:11 月 11 日(土) 14:00 開演(13:30 開場)
出演:森本隼太(ピアノ･2015 年全国大会小学校の部第１位･横浜市民賞）
曲目:F.ショパン/エチュード Op.25-1 他
出演:外村理紗(バイオリン･2016 年全国大会中学校の部第１位）
曲目:F.クライスラー/中国の太鼓 他
料金:無料※要予約(当日予約可)
公式 HP http://yokohama.mainichi-classic.jp/
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.330 愛の悲惨な終局
日時:11 月 18 日(土)15:00 開演(14:30 開場) 企画協力: MIO 音楽事務所
出演:悦田比呂子(Sop.)、勝又康介(Ten.)、倉沢一郎(Bar.)、増田宏
昭(Pf/MC)、赤星昇一郎(ドラマ進行)、平山さとみ(ドラマ進行)
料金:【一般】3000 円(予約･前売)／3300 円(当日)
曲目:オペラ「トスカ」より トスカとカヴァラドッシの二重唱（マ
リオ、マリオ、マリオ。私は此処にいるよ。
）他
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.331 三浦友理枝ピアノ･リサイタル
日時:12 月 3 日(日) 15:00 開演(14:30 開場)
出演:三浦友理枝(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)
曲目:A.リャードフ/舟歌 嬰ヘ長調 Op.44 他
<<LIVE>>
○HARCO with PIANO 2017 in YOKOHAMA
日時:12 月 8 日(金) 19:30 開演(19:00 開場)
出演:HARCO
料金:【前売】3500 円【当日】4000 円（全自由席・D 代別）
予約・問合せ：office@harcolate.com
タイトルを「12/8 ワンマン」とし、本文中に「お名前（ふりがな）
、
枚数、お電話番号」を明記の上、メールをお送り下さい。
ホームページ：http://www.harcolate.com
○ひろはまかずとしクリスマスお話ライブ 『Today』〜今日〜
今日生かされている事に喜びを感じるお話や朗読、大作実演を、心
地よい音色や優雅な創作ダンスに乗せてお届けします。
（二部構成）
日時:12 月 16 日（土）13:30～15:45
ゲスト:青木みか(ピアノ･歌) 灯織(弦楽器･歌) Elly Fuji(創作舞踊）
料金：
【一般】2000 円（予約）/2500 円（当日）
【小学生】500 円（予
約）/1000 円（当日） 主催:カジェルの森 http://www.kajel.com
予約･問合せ:カジェルの森 TEL:0120-78-1680
E-Mail:suisei@kajel.com
<<演劇>>
○G/9-Project 公演 『鼓動の回廊』
日時：11 月 2 日(木) ①19:00 開演(18:30 開場)、11 月 3 日(金･祝)
②13:00 開演(12:30 開場）③17:00 開演(16:30 開場)
出演：仲尾玲二・恩田千鶴・市原一平・横山銀芽・ましろうみ・坂
元愛奈・悠佳
主催： G/9 プロジェクト事務所
料金：【一般】前売 2000 円/当日 2300 円
【大学生･専門学生】1500 円、
【高校生以下】1000 円
予約･問合せ:TEL/090-4412-8614、FAX/045-345-0819、
E-Mail:info@g9-project.com
http://www.g9-project.com/

《ワークショップ》
○子そだては爆発だぁ 2017「ヘンテコディスコ」
色んな音に囲まれて､紙で楽しい衣装を作って踊ろう！
ヘンテコディスコフィーバー！
日時：11 月 16 日(木)10:30〜
ナビゲーター：即興楽団 UDje()
料金:1500 円(保護者 1 名＋幼児 2 名まで）※ご予約は次回分のみ
○子育ては爆発だぁ 2017「まぼろしツリー」
光をあてるとあらわれる大きなツリーを作ります。
光の中で遊んだら最後は消えてなくなっちゃう。
日時：12 月 21 日(木) 10:30〜
ナビゲーター：ドゥイ
料金：1500 円(保護者 1 名＋幼児 2 名まで）※ご予約は次回分のみ

★神奈川近代文学館

(TEL 045-622-6666)

≪展覧会≫
○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
観覧料:一般 600 円
○スポット展示
「三ッ谷洋子氏寄贈 久生十蘭資料～近年の収蔵資料から～」
会期：12 月 9 日(土)～2018 年 1 月 21 日(日)
休館日:月曜（1 月 8 日は開館）、12 月 28 日(木)～1 月 4 日(木)
観覧料:一般 250 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朗読とトーク 山本周五郎作「おたふく」 トーク「山本周五郎の妻」
と横浜と
日時:11 月 12 日(日) 14:00～ 出演:五大路子(女優）
料金:一般 1200 円(友の会会員 1000 円） L コード：32791
②朗読とトーク 山本周五郎作「青べか物語」「季節のない街」
日時:11 月 23 日(木･祝) 14:00～ 出演:戌井昭人(作家、俳優）
料金:一般 1000 円（友の会会員 800 円） L コード:33049
③「山本周五郎展」ギャラリートーク
会場：展示館 1 階エントランスホール
会期中の毎金曜日 14:00～（申込不要・要展示観覧料）
④文芸映画を観る会
日時:11 月 2 日(木）
、3 日(金･祝） 各日 13:30～
｢無頼無法の徒 さぶ」(1964 年 日活）監督:野村孝 出演:小林旭ほか
料金:各日前売 700 円(当日 800 円）
※文芸映画を観る会(当日入会可･無料）及び神奈川近代文学館友
の会の会員限定行事

★大佛次郎記念館

(TEL 045-622-5002)

開館時間:10:00～17:00（入館は 16:30 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）
11/13～15 は、展示替え休館
○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。
○テーマ展示Ⅲ 大佛生誕 120 年記念「大佛次郎の戦後ニッポン―
未来を信じるチカラ―」
会期:11 月 16 日(木）～2018 年 3 月 11 日(日）
内容:戦後日本の復興期、大佛次郎は何を思い、未来を担う若者
たちに何を託したのでしょうか。若者や女性に向けたまなざし、
また当時「或る怒り」と記した社会に対する内なる思いを、主筆
を務めた雑誌「学生」や主宰雑誌「苦楽」
「天馬」
、現代小説「帰
郷」から「風船」にいたる作品群に探ります。
○第 5 回「ミニ・ビブリオバトル」
※当日見学無料(入館料のみ)
日時:11 月 25 日(土）14 時開始
会場:2 階サロン
参加対象:横浜市内在住・在学の小学 4～6 年生
定員:7 名(詳細はＨＰにて）
応募締切：11/12(日)
○大佛次郎研究会第 30 回公開発表会
日時:11 月 25 日(土）14:00 開演
料金:500 円(資料代込み)
会場:神奈川近代文学館ホール
定員: 200 名様(当日先着)
内容:日高昭二（神奈川大学名誉教授）講演
「大佛次郎と〈夏の陣〉～『乞食大将』で新しい豪傑武将を描く～」
森千香子（第 16 回大佛次郎論壇賞受賞・一橋大学准教授）
「『難民・移民危機』とフランス都市部における共生をめぐる課
題～パリ市「難民・移民キャンプ」の事例から～」

