有料

＜イベントのご案内＞
12 月 1 日から 25 日まで開催される、各館イベントのご案内です。定員のあるものは先着順です。
お申込み・お問合せは各館まで。お申込みは 11 月 11 日（金）9：30 から、電話または直接ご来館ください。
定員のないものは、当日直接ご来館ください。

無料

開催日 （曜日）
タイトル
◆開催施設 電話番号
開催時間 定員 参加費
（楽器）
講師名または演奏者名

8 （木）
1
大使が語るアルメニアとアルメニアのクリスマス

12
8 （木）
（月）
木枠のタペストリー” クリスマスツリーを織る”

◆山手 234 番館 625-9393
14:00〜 定員 40 名 無料
駐日アルメニア共和国大使館特命全権大使 グラント ポゴシャン

◆山手 234 番館 625-9393
①11:00〜 ②15:00 ～ 定員各 10 名 \2,000
ゆさあきこ（アルメニアンレース研究家 )

1 （木） ～ 7 （水）
日本イタリア国交 150 周年記念 「Ｆ・ ベアト写真展示」

8 （木）
13
（火）
ベトナム風アフタヌーンティー

◆ブラフ 18 番館 662-6318
9:30〜17：00 無料
日本イタリア国交 150 周年記念事業

◆ベーリック・ホール 663-5685
①11：00 ～ 12：30 ②14：00 ～ 15：30 定員各 12 名 \3,000
竹内薫・保科幸子（横浜プレミアムライフコーディネーター協会代表）

8 （木）
15
（木）
絵本の部屋クリスマス特集

3 （土）
フィンランド音楽演奏会

◆エリスマン邸 211-1101
10:30 ～ 12：00 定員親子 20 組 \500（2 人組）1 人追加毎 \300
読み聞かせグループ マダムエリス

◆エリスマン邸 211-1101
13:30 ～ 定員 40 名 \2,000
北欧の楽器
音楽 o-moro

3 （土）
ベトナムとの国際交流講演会＆ミニコンサート
「横浜からベトナムへ！ベトナムから横浜へ！」
◆ベーリック・ホール 663-5685
14：00 ～ 16：00 定員 50 名 無料
ベトナム招待者（キエット氏、ボー氏、バードック氏）
、
装飾･演奏ボランティア

48 （日）
（木）
クリスマスコンサート （席のご用意はありません )
◆ブラフ 18 番館
11:00 ～ 無料
ピアノ連弾
オトノハ

ミラネーゼの休日 ～椅子に座ってストレッチ～
◆ブラフ 18 番館 662-6318
11:00 ～ 12：30 定員 30 名 \2,000
松山バレエ団 講師 5 名

16 （金）
クリスマス生演奏 （席のご用意はありません )
◆外交官の家 662-8819
15:00 ～ 無料
フルート ピアノ
Trio de la Nature

8 （木）
17
（土）
おうちの食器で手軽にクリマスコーディネートを楽しみ
ましょう！！

662-6318

6 （火）
ヴィクトリアンスタイルで彩るクリスマスリース作り

◆山手 111 番館 623-2957
13:30〜14:30 定員 10 名 \500
名苗秀彦（食空間提案集団 La-Mesa 代表）

◆横浜市イギリス館 623-7812
①10:30 ～ 12:30 ②13:30 ～ 15:30 定員各 14 名
石畑真有美（Design Team Liviu）

8 （木）
18
（日）
森の中のキャンドルナイト （フラワーアレンジメント）

\5,000

7 （水）
クリスマス生演奏 （席のご用意はありません )
◆外交官の家 662-8819
15:00 ～ 無料
ピアノ
Keiko

\5,000

実りのクリスマス （ワークショップ）
◆ブラフ 18 番館 662-6318
13:30 ～ 定員 15 名 \1,500
松山バレエ団 講師 5 名

8 （木）
お菓子の家作り

8 （木）
18
（日）
ブラジル音楽を楽しむコンサート

◆山手 111 番館 623-2957
11：00 ～ 定員 6 名 \2,500
柏原雪子（食空間提案集団 La-Mesa）

◆山手 68 番館 641-1971
11:00 ～ 12：00 無料
ブラジル人ミュージシャン

8 （木）
10
（土）
お菓子の家作り

クリスマスコンサート （席のご用意はありません )
◆ブラフ 18 番館
14:00 ～ 無料
ピアノ
大根田えみゆ

◆山手 111 番館 623-2957
13：00 ～ 定員 6 名 \2,500
柏原雪子（食空間提案集団 La-Mesa）

蓄音器で聴くクリスマスコンサート

662-6318

23
8 （木）
（金祝）
キャンドルガーデンコンサート （荒天時は翌日 )

◆山手 234 番館 625-9393
14:00〜16:00 定員 20 名 \500
山本久子（案内人）

クリスマスコンサート 「To the bright future」
◆横浜市イギリス館 623-7812
15：00 ～ 17：00（開場 14：40） 定員 35 名
山下伶（クロマティックハーモニカ奏者）

◆山手 234 番館 625-9393
①11:00〜 ②15:00 ～ 定員各 5 名
曽我部翔（Rock’n Rose)

\2,500

8 （木）
11
（日）
Ｘmas テーブルアップルツリー （フラワーアレンジメント）
◆山手 111 番館 623-2957
①10:00 ～
②13:30 ～ 定員各 6 名 \3,500
酒井里子（食空間提案集団 La-Mesa）

落合なお子トークセミナー
「世界のクリスマスの過ごし方」
◆ブラフ 18 番館 662-6318
13:30 〜 定員 20 名 \2,000
落合なお子（ブロッサム･オブ･ナオコ代表取締役）

◆ブラフ 18 番館 662-6318
①17:00 ～ ②18：00 ～ 無料
ヴィブラフォン
安田可奈子

25
8 （木）
（日）
クリスマスコンサート （席のご用意はありません )
◆ブラフ 18 番館 662-6318
14:00 ～ 無料
クラリネット フルート ピアノ
Le Pantinoises avec 添田哲平

