ギャラリー・
ホール情報

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
5/ 2～7
5/14
5/15～18
5/20～23
6/ 8～11
6/16～20
6/23～25

手作り絵本展
さつきの会朗読のつどい～名作を音楽にのせて～
ハーダンガー刺繍作品展
マーケタリー作品展
花と鳥の写真展
パッチワークと古布あそび
ブラフのなかのアリス展

エリスマン邸

『花と器のハーモニー』実行委員会企画
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5/2～6
ユーコープ労働組合 文化祭
5/7
麗しい心で、オペラを♪
5/9
食空間デコレーションおもてなしテーブル展
5/12～14 おしゃれな花のちぎり絵
5/15～18 花の墨絵展 五十嵐正子 個展
5/19～24 花の絵野の花会展
6/ 6～7 黄色の小鳥・絵本童話展
6/ 9～13 安土陶芸教室作品展
6/15～20 みなとみらいフォト サークル 2017
6/22～26 「ハワイアン＆オリジナルアートキルト展」
6/28
「朗読サロン」どなたでもおいでください。
6/30
皆様とご一緒にオペラなど楽しみましょう！
I Love Roses 2017
カトレア水彩画展
第 8 回青葉いわね会水彩画&写真展
MUK 写真展+1
水彩画展「ヨコハマ NOW」成見(大澤)淳
シドモア桜の会-絆-文化交流企画展
デイジーハウストールペイント作品展
布の 3D アート展

岩崎ミュージアム （045-623-2111）
5/11〜21 “メキシコ・チアパス 榎本移民 120 周年”
Akio Hanafuji とチアパスの画家たち展
5/23〜28 高野萌美展「Landscapes of an Imploding
Self 内爆する風景」
5/30〜6/4 ２M 会展
6/ 7〜18 無意識の旅をガイドするタロットカード＆
絵でわかるサビアンシンボル展
6/21〜7/2 スージ・アンティック＆ギャラリー2017

山手 111 番館
4/28～5/3 ONO ASA 展 第 1 歩(絵画)
5/ 5～9 第 7 回横浜本牧陶芸グループ展
5/15～17 Les amis 絵画展
5/19～23 「山手日和」(写真)
6/ 9～13 楽しい仲間の会(水彩画)
6/16～21 Kleines Zimmer in Zurich(絵画)
6/23～28 石の仏―水墨点描画展
結婚のフランス語「Mariage」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 111 番館･･･5/13(土)
ベーリック･ホール･･･5/13(土)､5/21(日)､6/10(土)､6/17(土)
外交官の家･･･6/10(土)､6/11(日)

定員:60 名

参加費:無料

日時:6 月 3 日(土)18:00～ 定員:90 名
参加費:3500 円(軽食･飲物付）
✿＝花いけバトル会場:横浜市イギリス館
✿＝各申込: ベーリック･ホール (045-663-5685)

日時:6 月 4 日(日)11:00～12:00 講師:曽我部翔
定員:30 名(小学生まで) 参加費:1000 円(花材費込）
会場･申込:エリスマン邸（045-211-1101)

※各館のコーディネーターの紹介、イベント詳細は『花と器の
ハーモニー2017』公式パンフレットをご参照ください。

山手公開西洋館イベント案内
2017 横浜山手西洋館フェスタ June

～花と器のハーモニー～
「もてなしの華物語

～全 7 章～」

開催期間 5 月 27 日(土)～6 月 4 日(日)
開催時間 9:30～17:00

★山手 111 番館

申込・費用の記載のないものはすべて
申込は当日直接、費用は無料です。

○端午の節句装飾
4/29(土･祝)～5/7(日)
装飾：La Maison 111
○回廊の一般公開日(毎月第 2 金曜日)
5/12(金)、6/9(金) ①10:30～ ②14:00～

★横浜市イギリス館
山手 111 番館
YUICHI YOSHIMOTO/吉本雄一
横浜市イギリス館
小原流/伊藤庭花
山手 234 番館
日本フラワーデザイン専門学校

○花活展示～皐月の宴～ 4/29(土･祝)～5/7(日)
装飾：クリエイティブ BM
○イギリス館創建 80 周年記念コンサート「新緑の息吹と共に」
日時：5 月 13 日(土）14:00～(開場 13:40 )
出演：新山開(ヴァイオリン)、新山茜(ピアノ)
参加費：2500 円(茶菓付)
定員：35 名
先着事前申込
○館内ツアー
5/15(月)、6/12(月) 14:00～

★山手２３４番館
エリスマン邸
HINATA IKEBANA STUDIO/日向雄一郎
ベーリック・ホール
FLOWERHYTHM/
Natsu.･曽我部翔･日向雄一郎･野崎晶弘
外交官の家
(株)ヨーロピアンフラワーデザイン連盟
ブラフ 18 番館
BALANCE FLOWER SHOP/西澤 力
総合プロデューサー:日向雄一郎(花美術家）

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
横浜山手西洋館 http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/

日時:6 月 3 日(土)14:00～

✿花いけバトル 山手西洋館 CUP〜 横濱 NIGHT 〜

❀「花育！子どものためのフラワーアレンジメント教室」

山手 234 番館
4/27～5/2
5/ 4～9
5/11～16
5/18～23
6/ 8～13
6/15～20
6/22～27
6/29～7/4

✿全国高校生花いけバトル in 横浜 関東大会

★エリスマン邸
○端午の節句～Hello，Japanese culture！～
4/24(月)～5/6(土） 装飾：Blueberry－Fields
○お庭つくりの講座「フレンチナチュラル」
日時：6 月 3 日(土）10:30～12:00
定員：15 名
講師：松田行弘(BROCANTE)
参加費：4000 円(紅茶･お土産付) 申込：電話または来館にて
○絵本の部屋(絵本の紹介と読み聞かせ) 10:30～11:30
5/18(木）「あいさつっていいね」
会場：1F 食堂
6/15(木）「あるこう！あるこう！」
○アフタヌーンコンサート 14:00～
5/21(日) 添田哲平､イザベラ チェン（ﾋﾟｱﾉ、ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）
○館内ツアー（毎月第 3 水曜日）
5/17(水)、6/21(水) ①11:00～ ②14:00～
○公募展作品募集 6/12(月)～
先着 40 名

★ベーリック・ホール
○5 月お節句装飾「家族で祝う端午の節句」
4/29(土･祝)～5/7(日) 装飾：島津まどか＆M Lily members
○「こどもの日」限定イベント 『子どものための花育！』
5/5(金･祝)
①11:00～ ②13:00～ ③15:00～
参加費：無料 定員：各回 10 名 講師：島津まどか 他
○リビングコンサート 14:00～
5/20(土) フェリス女学院大学音楽学部（ﾋﾟｱﾉ、ｿﾌﾟﾗﾉ）
○館内ツアー(毎月第 2 金曜日)
5/12(金)、6/9(金) ①11:30～ ②15:00～

★外交官の家
○端午の節句コーデイネート
4/29(土･祝)～5/7(日）
装飾：為谷一重
※5/5(金･祝)14:00～15:00 ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･
ﾋﾟｱﾉライブ：古市久瑠美･今村暁子 (お席はありません)
○繍(しゅう)で咲く花に囲まれてティーパーティー
5/13(土)～21(日）装飾：水鳥照子(水鳥刺しゅう教室)
○移築 20 周年記念イベント～歴史文化講座･コンサート
日時：6 月 24 日(土)17:45～(17:30 開場） 定員：40 名
講師：陣内秀信
ピアノ：大根田えみゆ
参加費：3000 円 申込：電話または来館にて（5/11～）
○移築 20 周年写真展示・外交官の家の四季 6/20(火)～27(火)
○館内ツアー（毎月第 3 月曜日）
普段非公開の塔屋を含めて館内をご案内します。
5/15(月）、6/19(月） ①11:00～ ②14:00～

★ブラフ 18 番館
○装飾「五月の風にのせて」 4/29(土･祝)～5/7(日）
装飾：ポーセリンアート・マイ
○サロンコンサート 14:00～
5/ 7(日) 太田久遠(二胡)
5/13(土) 長田舞子、星野優花（ピアノ､歌）
5/14(日) アンサンブル椿(ピアノ、フルート、琴)
5/20(土) ジュリアン ベドン、イザベラ チェン、添田哲平
（ピアノ、ヴァイオリン、ピアノ）
6/10(土) Nature フルートデュオ＆ピアノ
6/18(日) 菅原志乃 木村幸代（ピアノデュオ）
6/24(土) 樋口麻理子(ｿﾌﾟﾗﾉ/ﾊｰﾌﾟ）小川美香子(ﾀﾞﾙｼﾏｰ）
榎本百合江(ﾘｺｰﾀﾞｰ/ﾘｭｰﾄ）小澤絵里子(ｳﾞｨｵﾗ･ﾀﾞ･ｶﾞﾝﾊﾞ)
6/25(日) 山内美代(ｿﾌﾟﾗﾉ)､古門詩帆(ﾋﾟｱﾉ)､山本珠里杏(ｳﾞｧｲｵﾘﾝ)
○展示家具ツアー（毎月 18 日）
5/18(木)、6/18(日) ①11:00～ ②14:00～

○端午の節句装飾「長谷川家の端午の節句」 4/29(土･祝)～5/7(日)
装飾: M Lily 山手サロン 監修：島津まどか
○チューリップ･アート･プロムナード(TAP)
花絵制作：4/29(土･祝) 10:00～14:00(予定) 参加･見学自由
展示期間：4/29(土･祝)～5/3(水･祝)
場所：山手 234 番館前庭
○蓄音器で楽しむ午後のひととき(毎月第 2 土曜日開催)
5/14(日)、6/10(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～
5/20(土)、6/17(土) 14:00～15:30 語り手:おはなしトリム
○初夏の装飾｢手づくりのジューンブライド」6/12(月)～27(火)
装飾：デイジーハウス
監修：松井寿美子
★山手公園 （045-641-1971）
○講演会「シドモア女史のまなざし」6/19(月) 13:30～
○写生会 5/13(土)10:00～ 定員：10 名 無料
講演：平野正裕(横浜市史資料室主任調査研究員)
○山手 68 番館の日
○館内ツアー(第 3 木曜日)
6/8(木)9:30～ 先着 175 名様にオリジナルファイルを
5/18(木)、6/15(木) ①11:00～ ②14:00～
プレゼント。

「花と器のハーモニー2017」関連イベント

○カメラ教室
日時：5 月 28 日(日)、6 月 4 日(日) 14:30～16:00
参加費：2000 円 会場：ﾌﾞﾗﾌ 18 番館

★アメリカ山公園 （℡045-232-4661）
★山手 111 番館 （℡045-623-2957）
○押し花の缶バッジづくり（所要時間１個あたり 10 分程度）
日時：5 月 27 日(土)、5 月 28 日(日)、6 月 3 日(土)、
6 月 4 日(日) 13:00～16:00
参加費：1 個 500 円、3 個 1000 円
○フラワーボックスアレンジメントレッスン
日時：5 月 27 日(土) 11:00～12:00
5 月 28 日(日) ①11:00～12:00 ②14:00～15:00
参加費：3500 円(花材費込み）

★横浜市イギリス館 （℡045-623-7812）
○およばれのためのマナー講座
日時：6 月 2 日(金) 10:30～12:00
参加費：3000 円(茶菓子付)
○壁花飾りの制作講座
日時：6 月 2 日(金) 14:00～16:00
参加費：4000 円

★山手 234 番館 （℡045-625-9393）
○日本フラワーデザイン専門学校 フラワーデモンストレーション
日時：5 月 27 日(土）14:00～、5 月 28 日(日）10:30～
参加費：無料

★エリスマン邸 （℡045-211-1101）
○志穂美悦子のフラワーレッスン
日時：5 月 27 日(土) ①11:00～12:30 ②14:30～16:00
参加費：10000 円(花材費込み）
○陶芸家清水陽の器づくり体験
日時：5 月 28 日(日)、6 月 2 日(金) 13:00～16:00
参加費：6000 円(材料費･焼成費込み) 送料別途
○私に似合う花色探し
日時：5 月 29 日(月)、5 月 30 日(火) 13:30～15:30
参加費：2000 円
○ニューサイランと遊ぼう!夏のゆび編みアクセサリー
日時：6 月 1 日(木）①10:30～12:00 ②13:30～15:00
参加費：2000 円(材料費込み)

★ベーリック・ホール （℡045-663-5685）
○曽我部翔のウェディングブーケレッスン
日時：6 月 2 日(金）①11:00～13:00 ②14:00～16:00
参加費：6000 円
○フラワリズムナイト デモンストレーション＆トークイベント
日時: 6 月 2 日(金）18:45～20:45
参加費:3000 円(軽食･ドリンクつき）
○ウェディングドレス試着体験フェア
日時: 6 月 4 日(日）14:00～17:00(受付 16:40 まで)
参加費:2000 円 ヘアメイク 3000 円

★外交官の家 （℡045-662-8819）
○ユリとバラを使ったラウンドアレンジメント
日時：5 月 28 日(日)、6 月 3 日(土)、6 月 4 日(日)
①13:00～14:00 ②15:00～16:00
参加費：3000 円（アレンジバック付き）
○プリザーブドフラワーのバラを使った「メリア」を作ろう
日時：5 月 28 日(日)、6 月 3 日(土)、6 月 4 日(日)
①14:00～14:30 ②16:00～16:30
参加費：2500 円（クリアケース付き）
○食べれるお花「エディブルフラワー」
日時：5 月 28 日(日)、6 月 4 日(日)
①11:00～11:30 ②13:00～13:30 ③15:00～15:30
参加費：1800 円（紅茶付き）

★ブラフ 18 番館 （℡045-662-6318）
○フラワーアレンジメント
日時：5 月 28 日(日)、6 月 4 日(日) 13:00～14:00
参加費：5000 円

○お花づくしのアメリカ山公園
日時：6 月 3 日(土) 10:00～16:00(荒天中止)
《プチ・マーケット》
《お花づくしのワンコイン
ワークショップ》
《はちみつづくしの移動カフェ》

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)
○クイントレプリ弦楽五重奏名曲シリーズⅡ
日時:5 月 5 日(金)14:00～15:10(13:30 開場)
出演:佐藤史土、雨宮純一他
入場無料
内容:ベートーベン ハ長調 ブラームス 第１番
申込:090-4129-2495 雨宮 クワトロ半世紀
○バラ満開「ピアノと香りの音楽会」
日時:5 月 12 日(金)14:30～16:00(14:00 開場)
出演:安倍葉子、伊藤恵子 入場料:1500 円(要予約)
内容:ピアノ／ドビュッシー曲と香りコラボ。
申込:TEL/FAX03-3310-6129 Leaf の会 K＆LEAF
○♪宝塚の主題歌を一緒に歌いましょう♪
日時:5 月 14 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・カルナベル等 12 曲以上
申込:FAX のみ 03-3401-1367 マナベ ジェンヌ
○月本真愛バイオリンソロ＆タンゴ+徳永洋明
日時:5 月 14 日(日)15:00～16:45(14:30 開場)
出演:月本真愛(VI)、徳永洋明(pf)
入場料:2000 円
内容:バイオリンソロ曲集＆タンゴの名曲他
申込:090-8847-7886 foresthall.concert@live.jp
一般社団法人 HarmonyAI
○童謡サークル おんぷマン
日時:5 月 16 日(火)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:髙田真理、西村晶子(pf)
入場料:1000 円
内容:唱歌から童謡まで楽しく歌いましょう。
申込:TEL045-562—1950 FAX045-562-1951
kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ
○川添雅恵門下 大人のピアノ発表会
日時:5 月 20 日(土)19:00～20:30(18:30 開場)
出演:川添雅恵、他
入場無料
内容:藤沢市の川添ピアノ教室の大人のピアノ発表会
申込:090-9814-6519 川添 MILKY ピアノの会
○グランジュテ ばらのコンサート
日時:5 月 21 日(日)14:00～16:00(13:30 開場)
出演:小澤雅代(P)、杉本正(Cb)
入場料:2000 円
内容:ピアノとコントラバスによる名曲コンサート
申込:090-4437-5265 小澤 シーズン
○ミューズの玉手箱「名曲の生まれる時」
日時:5 月 21 日(日)19:00～21:00(18:45 開場)
出演:寺田まり、高野正人
入場料:3500 円
内容:精神科専門医とピアニストによる対談と演奏
申込:voixmuse@gmail.com ミューズ
○ブラッシュアップ・コンサート
日時:5 月 23 日(火)第一部 11:00～(10:50 開場)
第二部 15:30～(15:20 開場)
入場無料
出演:原口摩純、他
内容:ピアノ・コンサート
申込:masumipiano@yahoo.co.jp
かえで会
○ダブルリーズ西洋館コンサート vol.6
日時:5 月 28 日(日)18:00～20:00 (17:30 開場)
出演:ダブルリーズ
入場料:2500 円
内容:古楽器アンサンブルによるバロック音楽演奏会
申込:TEL045-982-3201 e-mail:concert@zav.att.ne.jp
クラングレーデ

○グリーンアンドローズミニコンサート
日時:6 月 8 日(木)13:30～15:00 (13:15 開場)
出演:ローズクラスの会員
入場無料
内容:クラシック音楽愛好家による独唱と弾き歌い
申込:TEL/FAX0467-23-5044 吉村 グリーンアンドローズ
○音楽の贈り物 トリオ・クヴェーレコンサート
日時:6 月 10 日(土)19:00～21:00(18:30 開場)
出演:塚本泉、小林清美、石黒豪
入場料:3000 円
内容:クラシックからポピュラーまで親しみ易い演奏
申込:045-562-0448 クヴェーレ
○童謡サークル おんぷマン
日時:6 月 13 日(火)14:00～15:30(13:30 開場)
出演:髙田真理、西村晶子(Pf)
入場料:1000 円
内容:唱歌から童謡まで楽しく歌いましょう。
申込:TEL045-562—1950 FAX045-562-1951
kanagawa@doyokan.net NPO 日本国際童謡館かながわ
○北川るみ子 ピアノリサイタル
日時:6 月 17 日(土)19:00～21:00(18:40 開場)
出演:北川るみ子 入場料:大人 1500 円､小学生以下 500 円
内容:バロック、古典派のピアノ・ソナタ演奏とお話
申込:090-6275-6638
nekonoume1703@gmail.com ムーシケーの演奏会
○vol.11“こと”初夏のモーニングコンサート
日時:6 月 24 日(土)10:00～11:30(9:30 開場)
出演:小柳かおる、橋本洋
入場料:1000 円
内容:箏尺八三つの民謡調・さくら変奏曲・ドラクエ
申込:090-7015-5704 小柳
箏美会
○田中励 フランス留学記念ギターコンサート
日時:6 月 24 日(土)19:00～20:15(18:30 開場)
出演:田中励（ギター)
入場無料（要予約）
内容:森に夢見る、詩的ワルツ集（抜粋）他
申込:045-451-6780 takaguitar@hotmail.com 東ギター教室

★岩崎ミュージアム (TEL 045-623-2111)
【詳細】http://www.iwasaki.ac.jp/museum/
《コンサート》

休館日:月曜日(祝日の場合､翌日休み)

○ゲーテ座サロンコンサート Vol.324
古我久良々＆深貝理紗子ピアノ・デュオ・リサイタル
日時：5 月 14 日(日) 15:00 開演(14:30 開場)
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)
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.325
三浦友理枝ピアノ・リサイタル
日時：6 月 17 日(土) 15:00 開演(14:30 開場)
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)
《ワークショップ》
○子育てはばくはつだぁ 2017「奏でるカラダ」
日時：5 月 18 日(木)10:30〜 ナビゲーター：新井英夫
料金：1500 円（保護者 1 名＋幼児 2 名まで）
・要予約
※ご予約は次回分のみ
○子育てはばくはつだぁ 2017「じぶんのかたち」
日時：6 月 15 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）
・要予約
※ご予約は次回分のみ
《イベント》
○第 46 回 横浜山手ヘフト祭
日時：5 月 27 日(土) 14:30 開演（14:15 開場）
料金：無料 要予約（限定 30 名）
《シアター》
○跳び跳びロングラン「三人でシェイクスピア」劇団鳥獣戯画
日時：6 月 10 日(土）、11 日(日）各日 15:00 開演(開場 14:30)
予約･問合せ：劇団鳥獣戯画 TEL/fax04-2960-6000
○ヨコハマ・ シェイクスピ ア・ グループ 第 14 回公演「 The
Comedy of Errors（間違いの喜劇）」
日時：6 月 24 日(土)14:00 開演、25 日(日)13:00 開演
料金：当日 3000 円、予約 2500 円、学生 1000 円(全席自由席）
予約：携帯 090-6162-5158（17:00～21:00 瀬沼）

★神奈川近代文学館 (ＴＥＬ 045-622-6666)
【詳細】http://www.kanabun.or.jp

≪展覧会≫
○特別展「生誕 150 年 正岡子規展 ― 病牀六尺の宇宙」
会期：3 月 25 日(土）～5 月 21 日(日）
休館日：月曜（5 月 1 日は開館）
観覧料：一般 600 円
○企画展「生誕 120 年 宇野千代展―華麗なる女の物語」
常設展「文学の森へ 神奈川と作家たち 第 2 部 芥川
龍之介から中島敦まで」と同時開催
会期：5 月 27 日(土）～7 月 17 日(月･祝）
休館日：月曜（7 月 17 日は開館）
観覧料：一般 400 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 「宇野千代展」記念 文芸漫談シーズン4 in
YOKOHAMA「宇野千代『色ざんげ』」
出演：奥泉光（小説家、近畿大学教授）、
いとうせいこう（作家、クリエーター）
日時：6 月 3 日(土）14:00～
料金：一般 1800 円
② 講演会―私の本について話そう「日本書紀（アシ）のズイ
から世界（テンジョウ）をのぞく」
講師：山田宗睦（哲学者）
日時：6 月 10 日(土）14:00～
参加無料・要電話申込
③ 「宇野千代展」記念講座「しなやかな抵抗の人・宇野千
代の文学」
講師：尾形明子（文芸評論家）
日時：6 月 24 日(土）13:30～
料金：一般 600 円
会場：展示館 2 階中会議室

★大佛次郎記念館

(TEL 045-622-5002)

【詳細】http://osaragi.yafjp.org/
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Ⅰ 大佛生誕 120 年記念「大佛次郎のヨコハ
マ・スピリット」
会期：開催中～7 月 9 日(日）
内容：生誕 120 年を迎える大佛次郎。人として、作家と
して独自のスタイルを貫いた大佛の源流を「ヨコハマ」
をキーワードに探ります。
○大佛次郎生誕 120 年記念文化講演会Ⅰ「鹿島茂の直球
勝負!! ～今、民主主義とは何かを問う～『フランス第三共
和政と大佛次郎』」
講師：鹿島茂（作家・フランス学者・明治大学教授）
日時：6 月 18 日(日）14:00 開演(13:30 開場）
料金：1000 円（全席自由・税込み）
会場：神奈川近代文学館 展示館 2 階ホール
○大佛次郎研究会第 29 回公開発表会
日時：5 月 13 日(土）14:00 開演
料金：500 円（資料代） 当日先着：200 名
会場：神奈川近代文学館 展示館 2 階ホール

