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/ 1～6 清風会水彩画展
9/15～20 第 11 回淡彩スケッチみゆき会展
9/23～27 一葉会植物画展
9/28～30 Vacant
10/2
～秋の休日に贈る～ 絵本の読み聞かせ
10/4～8 土筆の会ほか水彩画グループ展
10/13～18 銀座亜紀枝刺し子学園桜木町教室生徒作品展
10/21～23 第 18 回エレガントガラスワーク元町生徒作品展
エリスマン邸
9/ 2～7 マザー・テレサ列聖記念。写真と言葉の書展
9/10～16 シャドーボックス&アーティフィシャルフラワー展
9/11
皆様とご一緒にオペラを楽しむ会です♫
9/18～22 第 20 回横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
9/23～28 植物画グループ展 2016
10/2～5 アトリエアズュールシャドー＆メタル作品展
10/8～9 オペラ、歌曲、ハッピーな会です！きてね‼
10/13～18 地域ねこ活動写真展 in 横浜山手の西洋館
10/19～24 八幡写真教室グループ展 初めての写真展
10/26
「朗読さろん」どなたもおいで下さい
山手 234 番館
9/ 1～6 和紙ちぎり絵
9/ 8～13 ラピスラズリ パステル画展
9/15～20 Five Views 第 1 回写真展
9/22～27 第 12 回アートクラブオリオン絵画展
9/29～10/4 3rd IS 植物画サークル展
10/6～11 愉しい写真展
10/13～18 旅先や日常のホッとする風景や花の水彩画
10/20～25 きりがみ絵 Collage Art キエラ作品展
10/28～11/1 フォトクラブ GENKI 写真展 VOL.2
岩崎ミュージアム （045-623-2111）
9/ 9〜19 大野公士展 neural network ニューラル･ネットワーク
9/21〜10/2「スケッチ 40％展」～スケッチブックを抱えて～
10/4〜30 吉田直展 白に黒と赤
山手 111 番館
9/ 3～5 つまみ細工展
9/ 9～13 Porcelain Art=坂上千江子 伊万里に魅かれて=
9/16～21 色の花束～ヘッドドレスとアクセサリー
9/23～28 USAUSA WORLD BEYOND あべあやこイラスト原画展
9/30～10/1 100 人のリースの会 2016
10/ 4～5 人形着物作品展
10/ 7～10 Love Cats vol.5-ひとり猫展-(絵画)
10/14～19 羊毛とオーストラリアワイルドフラワー
10/21～26 風景･その他(洋画)
10/28～11/2 きいろいろ(写真)
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

横浜市イギリス館…10/15(土)
エリスマン邸…10/10(月･祝)
ﾍﾞｰﾘｯク･ﾎｰﾙ…9/3(土)､9/24(土)､10/9(日)､10/10(月･祝)
外交官の家･･･9/24(土)、10/2(日)
ブラフ18番館･･･10/9(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/

山手公開西洋館イベント案内

情報紙

山手通信
YAMATE communication
Vol.104

2016.8.25 発行

横浜山手西洋館

10 月 30 日(日）10:00～16:00
（雨天決行 荒天中止）
《14 か所を廻る仮装スタンプラリー》
★ブラフ 18 番館（ゴール）
★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(ゴール)
★山手 111 番館
★山手 68 番館
★YI TC
★山手資料館
★大佛次郎記念館
★横浜人形の家 ★横浜マリンタワー ★アメリカ山公園
◆スタート 各会場で 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 スタンプを 12 個以上集めた人に努力賞(3000 名)
西洋館 7 館のスタンプを集めるとパーフェクト賞(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～(13:00～受付)
A:話題になっているで賞 B:かわいいで賞
C:なりきっているで賞 D:目立ったで賞
E:めちゃすごいで賞 F:頑張ったで賞
(先着 60 組受付)
◆フェイスペインティング(ﾍﾞｰﾘｯｸ・ﾎｰﾙ) 10:00～15:00
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)
◆キッチンカーによる販売
アメリカ山公園(軽飲食販売）
◆オープンガーデン 10:00～ 先着 100 名
山手 234 番館でチューリップの植え付け
無料
◆スタンプ 12 個集めたカード持参すると山下公園駐車場代
1 台 1 時間分(600 円)無料(当日のみ有効)

★山手 111 番館

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。

○お月見のしつらえ
9/10(土)～19(月･祝)
装飾協力:アーティフィシャルフラワー(牧野美十)、シャドー
ボックス(田中敬子)
○ハロウィン装飾 ｢エリスマン邸の収穫祭｣
10/15(土)～31(月) コーディネーター:Design Team Liviu
(石畑真有美･葛西知子)

○横浜音祭り 2016 パートナー事業
西洋館でジャズを楽しむ 山手 111 番館オータムコンサート
Rosario Giuliani ＆ Roberto Tarenzi Jazz concert
★ベーリック･ホール
日時:10 月 2 日(日)18:00～(17:30 開場)
○秋のテーブルコーディネート
参加費:3000 円(ドリンク付)
定員:40 名
「秋に寄せる３章～ 花・テーブル・あかり」
申込:9/11(日)9:30～ 電話又は直接来館にて
9/16(金)～22(木･祝)
コーディネーター:島津まどか
○ハロウィン装飾
○コンサート 「秋の夜の物語～灯りとともに」
10/22(土)～31(月) コーディネーター:La Maison 111
日時:9 月 16 日(金) 18:00～ 参加費:3000 円(飲物・軽食付）
○バロック･コンサート
出演:aYano(ボーカル＆ピアノ）、落合勉(照明の話）
お話とチェンバロ演奏で味わう～バロックの描写的音楽～
定員:40 名
申込:電話または直接館へ(先着順受付)
出演:アンサンブル山手バロッコ､寺村朋子(チェンバロ)
○リビングコンサート 14:00～
日時:11 月 6 日(日)18:00～(17:30 開場)
9/25(日) 大根田えみゆ、松井洋之(ピアノ、チェロ)
参加費:2500 円(飲食付)
定員:35 名
○セント・ジョセフ フェスタ 2016 10/1(土)、2(日)
申込:10/11(火)10:00～電話又は直接来館にて
◆ヨコハマ・ストーリーズ ～Let's Get Together!～
○アットホームコンサート 14:00～
ライブ演奏とトーク 10/1(土)、
2(日)①11:00～12:00 ②14:00～15:00
9/4(日) 大西洋司､海野恵理､津田真希､松本真人(クラリネット､
◆パネル展示
バスクラリネット)
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
9/24(土) 若狭英雄､加藤久志､三輪絢香(チェンバロ、ヴィオラ・
ターナショナルスクールの卒業写真アルバムからの写真等の展示
ダ・ガンバ、ソプラノ)
◆ライブ・ダンスミュージック
10/15(土)“Trio de la Nature”(ナチューレ)(ﾌﾙｰﾄ､ﾋﾟｱﾉ)
日時:10 月１日(土) 18:00～20:00(17:30 開場)
10/16(日) LUNA(ルナ)(ﾌﾙｰﾄ､ﾎﾞｰｶﾙ､ｳﾞｧｲｵﾘﾝ､ﾋﾟｱﾉ)
参加費:3500 円(飲物・軽食付) 定員:55 名
○回廊の一般公開日(毎月第 2 金曜日)
申込:電話または直接館へ(先着順受付)
9/9(金)､10/14(金) ①10:30～ ②14:00～
◇ガーデン･フェアー(当時の模擬店再現)
★横浜市イギリス館
10/1(土)、2(日) 11:00～16:00 (雨天実施)
○ライジングスターコンサート 14:00～
○ハロウィン装飾 「サウィン祭」ケルトの収穫祭には猫にも
～ビューティフルムーン セプテンバー～
感謝を！～いっぱいの猫に会いに来て～
9/23(金) 新山開､新山茜（ヴァイオリン､ピアノ） 先着 60 名
10/20(木）～31(月） コーディネーター：横浜プレミアム
○「ビューティフルムーン セプテンバー」 花活け展示
ライフコーディネーター協会 竹内薫・保科幸子
9/17(土)～19(月・祝) 装飾者：板倉浩子
○館内ツアー(毎月第 2 金曜日)
○ハロウィン装飾 「オランダの森」
9/9(金）
、10/14(金) ①11:30～ ②15:00～
10/17(月)～30(日) コーディネーター:チームストロープワフェル
★外交官の家
○館内ツアー
9/13(火）、10/18(火）14:00～
○月あかりの外交官の家
朗読とコンサート
日時:9 月 17 日(土)17:45～ 定員:36 名
★山手 234 番館
参加費:1500 円(茶菓付)
申込:電話または直接来館にて
○テーブルコーディネート 「十五夜のお月さま～月光（げっこう）～」
☆花装飾:清水眞紗子
9/10(土)～15(木)
コーディネーター:& Flower Romantica
○ハロウィン装飾 「ハッピーハロウィンナイト」
○バロックコンサート ～西洋館で味わうバロックの劇音楽～
10/15(土)～31(月)
装飾:YMT16
日時:9 月 11 日(日)18:00～(17:30 開場) 定員:35 名(飲食付)
○館内ツアー(毎月第
3
月曜日)
参加費:3000 円(指定席 10 席)、 2500 円(自由席)
9/19(月･祝)、10/17(月) ①11:00～ ②14:00～
出演:大山有里子(ﾊﾞﾛｯｸ･ｵｰﾎﾞｴ)､今西香菜子(ﾊﾞﾛｯｸ･ｵｰﾎﾞｴ)永谷
○ひとときコンサート
14：00～
陽子(ﾊﾞﾛｯｸ･ﾌｧｺﾞｯﾄ)､寺村朋子(ﾁｪﾝﾊﾞﾛ) 申込:電話または直接
9/25(日) 石川真理子･河島玲奈･内海祥子(ｿﾌﾟﾗﾉ､ﾌﾙｰﾄ､ﾋﾟｱﾉ)
○蓄音器で楽しむ午後のひととき(毎月第 2 土曜日開催)
★ブラフ 18 番館
9/10(土)、10/8(土) 14:00～15:00
ナビゲーター:山本久子
○２３４ウェルカムコンサート 13:30～
○ハロウィン装飾 「いにしえのハロウィン」
10/5(水) オルゴールコンサート＠山手 234 番館～秋～
10/22(土）～31(月） コーディネーター：The pumpkins
○ハロウィン装飾: 「今夜、精霊がやって来る」
○サロンコンサート 14:00～
10/17(月)～31(月)
コーディネーター:うふくらぶ
9/17(土) 宇賀神朋子・飯田彰子(バイオリン、ピアノ)
○絵本の読み聞かせと昔話～絵本の世界を楽しみましょう～
9/19(月･祝) 波戸崎操･三枝慎子･金益研二(ﾌﾙｰﾄ、ﾁｪﾛ、ﾋﾟｱﾉ)
9/17(土)、10/15(土)14:00～15:30 語り手:おはなしトリム
10/1(土) 茶々・大畑ゆかり(朗読劇)
○館内ツアー(毎月第 3 木曜日)
10/2(日) 山内美代・古門詩帆･古門由美子(ソプラノ、ピアノ)
9/15(木)、10/20(木) ①11:00～ ②14:00～
10/15(土) 古西夜香(ピアノ)
★エリスマン邸
10/16(日) Les pantinoises（フルート、クラリネット）
10/22(土) 菅原志乃(ピアノ)
○絵本の部屋(絵本の紹介と読み聞かせ) 10:30～11:30
9/15(木)｢お月さま｣ 10/20(木)「美味しい秋」
10/29(土) アンサンブルヴェルデ(ピアノ、歌)
○館内ツアー(毎月第 3 水曜日)
○展示家具ツアー(毎月 18 日)
9/21(水)、10/19(水) ①11:00～ ②14:00～
9/18(日)、10/18(火) 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

