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
3/2～5
3/11～12
3/16～20
3/21～25
3/29～4/3
4/6～10
4/12～17
4/25～30

個人のイラスト展・線がのたくって
キャスパー･ラウ･ハンセン 絵と詩と写真
第 25 回横浜いずみ陶芸学院卒業制作展
書・絵手紙をならうなかま展
陶芸教室作品発表 十色展
フランス フラワーアレンジメント展
グループ f ボタニカルアート展
フォト 03 会写真展

情報紙

山手公開西洋館イベント案内

山手通信

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。
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★山手 111 番館
発行

★横浜市イギリス館

エリスマン邸
3/3
3/5～9
3/18
3/23～27
3/28～31
4/4～9
4/12～17
4/22
4/26〜30

ひなまつりをお祝いして、うたいましょう♪
Less is More
ハワイアンとフラのコラボレーション
花のちぎり絵作品展
アトリエ Musee 作品展
時よ止まれ 3(写真展）
TWIN PINCHES（絵画展）
声楽曲で Happy な一日を‼
四季と子どもたち(パッチワークキルト展)

山手 234 番館
3/1～6
3/8～13
3/15～20
3/23～27
3/29～4/3
4/6～10
4/12～17
4/20～24
4/26～5/1

｢布と遊ぶ日々｣ 小田切道子布絵個展
写真クラブ ゲンキ 写真展 2018
第 5 回 横浜スケッチクラブ水彩画展
MUK 写真展+1
第 11 回松寿会『水彩画展』
アンティークレースとヴィクトリアンキルト
仏像写真展「慈しみと悲しみと」
I Love Roses 2018
4ｔｈ IS 植物画サークル展

岩崎ミュージアム （045-623-2111）
3/7～4/1 内田邦太郎パート・ド・ベール・ガラス作品展
4/4〜22 由木浩子・河合祥子・上村由希 三人展
4/24〜5/6 The Exhibition of KATAN ISHIKAWA

山手 111 番館
4/2～4
4/6～10
4/13～18
4/20～25
4/27～5/2

人形着物作品展
257 才の絵手紙展
母娘三人展(ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ、ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ、絵手紙)
春、そしてばら（クロスステッチ）
HIROKO MADE 帽子展
フランス語で結婚「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。

ベーリック･ホール…3/17(土)、24(土)
4/1(日)、21(土)
エリスマン邸･･･4/1(日)
外交官の家･･･4/22(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/

○アットホームコンサート 14:00～
4/14(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)
○回廊の一般公開日 (毎月第 2 金曜日)
4/13(金) ①10:30～ ②14:00～
○装飾「我が家の記念日」蘇る桃色の頃
2/24(土)～3/11(日) 装飾：山谷敏順
○端午の節句装飾「あなたへの思い溢れて」
4/28(土)～5/6(日) 装飾：花音、クリエイティブBM
○館内ツアー
3/12(月)、4/16(月)
14:00～

写真

★山手 234 番館
ウォーデン邸

「山手居留地 150 年の歴史」
山手居留地は、今から 150 年前の 1867（慶応 3）年、
山手 125,000 坪の土地が区画され、外国人に競売にか
けられたことに始まります。賃料は 100 坪当たり年間
12 ドル。道路、石積みの擁壁（ブラフ積）
、道路側溝（ブ
ラフ溝）などが整備され、居留地の形が整えられ、明
治 3 年には 230 番までの 158 区画に買い手がつきました。
居留地 150 年の中で大きな節目となったのが、1923
（大正 12）年に起きた関東大震災です。古写真に残さ
れた震災前の山手は、洋館が建ち並ぶ緑豊かな住宅地
でしたが、この地震と火災で灰塵と化します。震災直
後の様子は『古き横浜の壊滅』
（O.M.プール著、有隣新
書）や「ハワイ大学マノア校図書館アジアコレクショ
ン 1923 年関東大震災写真集画像」に残されており、見
渡す限り瓦礫の山。今ある山手はそこから復興した「ま
ち」なのです。
震災前には 1000 人以上いた外国人達は震災後、わず
か 100 人ほどとなりましたが、学校、教会を再興し、
自宅を建て、あるいは建設された賃貸住宅に住みなが
ら再び山手に根をおろしました。今日私たちが見るこ
とのできる山手西洋館のほとんどがこの時代の遺産で
す。一方、第二次世界大戦時の外国人たちの退去、戦
後の復興、さらには高度成長期以降の開発によって、
今日に至るまで、山手はその姿を大きく変え続けてい
ます。
山手に残された貴重な歴史資料などを、居留地の地
番を基に整理し WEB 公開し、かつてあった、また、現
在も存在する歴史的建造物をはじめ、山手を来訪する
人々、彼らがもたらす歴史情報などさまざまな情報と、
今の山手とを結びつけるしくみづくりの取り組みを近
年始めています。今後ますます「山手居留地 150 年の
歴史」を次世代に繋いでいく工夫が重要となっていく
ことと思われます。
BLUFF Archives 横浜山手外国人居留地データベース
http://www.bluff.yokohama/
山手歴史文化研究会
水沼淑子(関東学院大学人間共生学部教授)

○お雛様装飾 ～想い出の雛を愛でる HINA PARTY～
3/1(木)～5(月) 装飾： 島津まどか ＆ M Lily members
○春の装飾 「桜花爛漫 ～CROSS OVER～」
3/23(金)～4/3(火) 装飾： tricolor(トリコロール)
○蓄音器で楽しむ午後のひととき（毎月第 2 土曜日開催）
3/10(土)、4/14(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～
3/17(土)、4/21(土) 14:00～15:30 語り手：おはなしトリム

○端午の節句装飾
4/28(土)～5/6(日) 装飾：プラナス・アルメニカ
○館内ツアー (毎月第 3 木曜日)
3/15(木)、4/19(木) ①11:00～ ②14:00～

★エリスマン邸
○絵本の部屋 10:30～11:30
場所：地下ホール
3/15(木）「もうすぐはる」 4/19(木）
「あいさつ」
○アフタヌーンコンサート 14:00～
3/17(土) 菅原志乃（ピアノ）
3/25(日) お気楽バロック（古楽器）
○桃の節句装飾『Hina Dolls』 〜祖母から受け継ぐもの〜
2/18(日)～3/4(日) 装飾：Blueberry-Fields
○イースター装飾 「Nordic style Easter」
3/26(月)～31(土) 装飾：The Table“ALICE” 監修：竹内薫
○館内ツアー
3/21(水･祝)、4/18(水) ①11:00～ ②14:00～

○リビングコンサート
14:00～
3/18(日) 中嶋由紀子､川内優子､筒井万里子(ﾋﾟｱﾉ､ｵｰﾎﾞｴ､うた)
3/31(土) 市川恵美､高安由美子､渡辺千佳子(ﾋﾟｱﾉ､ﾌﾙｰﾄ)
4/22(日) 宇宿真紀子、宇宿直彰(ピアノ、チェロ)
○館内ツアー (毎月第 2 金曜日)
3/9(金)、4/13(金) ①11:30～ ②15:00～

★外交官の家
○外交官の家リニューアルオープン記念
①『西洋館に春をいける』
4/1(日)～2(月)
装飾：いけばな桑原専慶流
②『ひとときコンサート』
4/8(日)14:00～
出演：Nature(ナチュール)
○「柱のきずと思い出～３世代で愉しむ端午の節供～」
4/28(土)～5/6(日） 装飾：小西みさ子
○館内ツアー (毎月第 3 月曜日)
3/19(月)、4/16(月) ①11:00～ ②14:00～

★ブラフ 18 番館
○ひなまつり装飾
○館内ツアー
2/26(月)～3/5(月) 装飾：ちりめん工房
千 木藤千代子
3/19(月)、4/16(月)
①11:00～ ②14:00～
花：冨山翔太
○「元町店主に聴く」シリーズ第 1 回
日時：3 月 10 日(土)
11:00～12:30
講師：近澤弘明 (株)近澤レース店代表取締役社長
参加費：1000 円(お菓子と紅茶と『ブラフ 18 番館復元書』付)
申込：電話または直接来館にて
定員：40 名
○スプリングコンサート～Cinema Italia Jazz Concert～
日時：4 月 22 日(日)16:00～(15:30 開場)
出演：ロザリオ･ジュリアーニ＆ルチアーノ･ビオンディーニ
参加費：3000 円(ミニパーティー付)
申込：電話または直接来館にて
定員：40 名
○サロンコンサート 14:00～
3/18(日) ベイツそきこ､武内総子､永根真紀(ﾌﾙｰﾄ、ﾊｰﾌﾟ、
ﾋﾟｱﾉ、ｿﾌﾟﾗﾉ）
4/29(日･祝) 大根田えみゆ（ピアノ）
○展示家具ツアー
3/18(日)、4/18(水) ①11:00～ ②14:00～

★山手公園
○ヒマラヤスギ共和国ガーデンコンサート
3/31(土)11:00～12:00（雨天:山手 68 番館内 11:30～)
出演: 横浜市立港中学校吹奏楽部
お話：「ヒマラヤスギと洋式公園のお話」
高坂恵美(ﾌﾞﾗﾌ 18 番館館長)
場所：山手公園あずまや付近
※先着 100 名様にオリジナルクリアファイルプレゼント
問合せ：山手公園 045-641-1971
参加費：無料

★ベーリック・ホール
○お雛様装飾 「雛浪漫」
2/21(水)～3/7(水) 装飾：森田朋子 with team Moet
○イースター装飾 「Easter エッグハント」
3/24(土)～4/1(日) 装飾：横浜プレミアムライフコーディ
ネーター協会 竹内薫、保科幸子
○端午の節句装飾 「すこやかに のびやかに」
4/29(日･祝)～5/6(日) 装飾：うふくらぶ

“修繕工事終了のお知らせ！”
工事中はご不便･ご迷惑をおかけしましたが、
ご理解を賜りまして誠にありがとうございました。
外交官の家は 3 月 10 日(土)、山手 111 番館は 3 月
24 日(土)より開館いたします。
皆様のご来館を心よりお待ちいたしております。

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

「花と器のハーモニー2018」の日程とテーマ・
装飾コーディネーターが決定！！
日時：6 月 2 日(土）～10 日(日）9:30～17:00
※会期中は休館日なし
テーマ:「彩光の 7 つの扉を開けて･･･」
各館コーディネーター:
【ブラフ 18 番館】中村明美・福井朋子
【外交官の家】森田朋子
【ベーリック･ホール】島津まどか
【エリスマン邸】志穂美悦子
【山手 234 番館】川崎景太
【横浜市イギリス館】竹内薫・保科幸子
【山手 111 番館】新井光史

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）
○みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
日時:3 月 2･16 日(金)10:00～11:30(9:40 開場)
入場:団費 3000 円 見学無料 出演:横浜元町童謡コーラス
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
○HappyMuse の楽しい声楽の夕べ
日時:3 月 4 日(日)18:30～21:30(18:00 開場）
出演:Muse たち!!
入場無料
内容:今宵も月が出る～元気がでる～声楽の会にゃん
申込:akikko0707@yahoo.co.jp HappyMuse
○ティータイムコンサート ベル＆チャイム
日時:3 月 4 日(日)13:30～15:30
入場料：当日 1000 円 前売り 800 円
出演:ティース ファンタジー
内容:ミュージックベルとトーンチャイムのソロ演奏
申込:musicbell.yokohama@gmail.com 横浜サウンドストリーム
○童謡サークルおんぷマン
日時:3 月 13 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
○ル プレジール ドュ プランタン
日時:3 月 17 日(土)14:30～16:00(14:00 開場)
入場料:一般 2500 円 学生 1500 円 小学生以下無料
出演:トリオ･メランジュ
内容:おなじみの名曲と本気のクラシックをお届け
申込:fluty.so@gmail.com 上田ミュージックアカデミー
○サックス井上淑彦トリビュートコンサート
日時:3 月 17 日(土)19:00～21:00(18:30 開場)
出演:田中信正 林正樹
入場料: 4000 円
内容:あれから３年…井上淑彦の音楽をピアノデュオで
申込:http://harmonyaiai.jimdo.com
TEL＆FAX045-811-7293 harmonyaiai@gmail.com
Harmony AI
石川ピアノ教室
○ダブルリーズ西洋館コンサート～春のソナタ
日時:3 月 21 日(水・祝)14:00～16:00(13:30 開場)
出演:ダブルリーズ
入場料:2500 円
内容:古楽器で楽しむバロック音楽のコンサート
申込:045-982-3201 concert@zav.att.ne.jp クラングレーデ
○弦楽四重奏で楽しむ名曲コンサート
日時:3 月 24 日(土) 16:00～17:30(15:30 開場)
出演:荒井隆 荒井あゆみ他
入場無料
内容:シューベルトとドボルザークの弦楽四重奏曲他
申込:a-arai@toccata.plala.or.jp A＆T 合奏団

○歌のオルゴール vol.4 春の音楽会
日時:3 月 31 日(土)19:00～(18:45 開場)
出演:歌のオルゴール
入場料:1500 円
内容:6 名のソプラノ歌手が春の夜を彩ります。
申込:utano.orgel.2011@gmail.com
歌のオルゴール
○ハープ演奏会
日時:4 月 5 日(木)午前の部 11:00～13:00(10:45 開場)
午後の部 14:00～16:00(13:45 開場)
出演:ミリアム鈴木
入場料:4000 円
内容:心に響くハープ演奏と最新ティーマナー茶菓付
申込:TEL/FAX 045-942-3357 竹内薫
横浜プレミアムライフコーディネーター協会
○みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
日時:4 月 6・13 日(金)10:00～11:30(9:40 開場)
出演:横浜元町童謡コーラス 団費:3000 円、見学無料
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
○ゆいはるフルートヴァイオリンコンサート
日時:４月７日(土)19:30～21:30 (19:15 開場)
出演:ゆいはる・にとまいこ 入場料:大人前売り 2500 円
内容:ゆいはるのフルートとヴァイオリンコンサート
申込:045-349-5725 株式会社ライズサーチ
○童謡サークルおんぷマン
日時:4 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
e-mail:kanagawa@doyokan.net NP0 日本国際童謡館かながわ
○サロンで室内楽を聴く会 第２９５回
日時：4 月 21 日(土)14:00～16:00(13:30 開場)
出演:村瀬忠義 大内喜代子
入場料:3000 円
内容:チェロ名曲集ハンガリアラプソディ 白鳥
申込:045-501-4254（代） 横浜室内アンサンブル
○Happy Muse 春の歌の夕べ
日時:4 月 21 日(土)18:30～21:30（18：00 開場）
出演:Muse たち!!
入場無料
内容:春の月をみながらようこそ！春の調べニャーン
申込:akikko0707@yahoo.co.jp HappyMuse
○第 21 回 語りの世界への誘い
日時:4 月 23 日(月)13:30～15:30(13:00 開場)
出演:山元智子 小林優香他
入場料:2500 円
内容:朗読とフルートコラボ山月記・藤沢周平夜の道
申込:TEL＆FAX0467-77-0128 全予約制 山元へ
語りの世界への誘い
○第 26 回矢澤一彦大原亜子ピアノ・リサイタル
日時:4 月 26 日(木)①14:30～16:15(14:00 開場)
②19:00～20:45(18:30 開場)
出演:矢澤一彦 大原亜子
入場料:2000 円
内容:ベートーヴェン、シューベルト他のピアノ曲
申込:042-765-3723 クロツグミ

★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(祝日の場合､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》
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.334
COBAKU 10th SPECIAL 「オトのサンポ」
日時：3 月 21 日(水･祝) 10:30 開演(10:00 開場)
出演：中ムラサトコ・ドゥイ
音と紙を使って盛大な音遊び！カラダもぽかぽかあったまる。
料金：1500 円（保護者 1 名＋幼児 2 名まで）
・要予約

○三浦和人 スペシャルライブ～少年の頃 Vol.10～
日時：3 月 31 日(土) 14:00 開演(13:30 開場)
出演：三浦和人
料金：5500 円(税込） 全席指定
予約・問合せ：キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999
○ゲーテ座サロンコンサート Vol.335
安房ールドファンタジーVol.21
あの頃のあなたに贈る朗読と音楽の優しい時間
日時：4 月 14 日(土) 15:00 開演(14:30 開場)
出演：秋元紀子（朗読）
、odorata(木琴とピアノ)
朗読：「花びらづくし」､「青い花」
料金：
【一般】2000 円【学生･シニア】1500 円(窓口･前売のみ)
○ピアノと仲間たち 第 45 回記念 連続演奏会
日時：4 月 22 日(日）(A)14:00 開演 (B)17:00 開演
曲目：(A) シューベルト／アルペジオーネ ソナタ 他
(B) バッハ／無伴奏ヴァイオリン・パルティータ
第 2 番 ニ短調より「シャコンヌ」 他
出演：久保田巧（ヴァイオリン）、飛澤浩人（ヴィオラ）、
藤村俊介（チェロ）、三浦郁子（ピアノ）
料金：各回 3000 円（要予約）
予約･問合せ：0466-50-7521（三浦）
、lapi@jcom.home.ne.jp

《ワークショップ》
○子育てはばくはつだぁ 2018「かぜのみち」
かぜのみちの中に色々な素材で作ったものをびゅんびゅ
んとばして遊びます。みんなと風にのって遠くにとんでっ
ちゃった！
日時：4 月 19 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

《演劇》
○劇団河童座第 231 回公演 ファミリーシアター
「銀河鉄道の夜」
（原作／宮澤賢治、脚色･演出／横田和弘）
日時：4 月 28 日(土）①13:00 ②17:00
4 月 29 日(日）③13:00
入場料：一般前売 2000 円(当日 2500 円）
、高校生以下 1000 円
(当日 1500 円）
、親子ペア 2500 円(劇団扱い前売のみ）
予約･問合せ：046-823-7443 gekidankappaza@yahoo.co.jp

★神奈川近代文学館

(ＴＥＬ 045-622-6666)

開館時間：9:30～17:00（入館は 16:30 まで）
休館日：月曜(4 月 30 日は開館)､展示替期間

＜展覧会＞
○企画展 「山川方夫と『三田文学』展」
常設展「文学の森へ
神奈川と作家たち 第 1 部 夏目漱
石から萩原朔太郎まで」と同時開催
会期：～3 月 11 日(日） 観覧料：一般 400 円
○特別展「生誕 140 年 与謝野晶子展 こよひ逢ふ人みな
うつくしき」
会期：3 月 17 日(土）～5 月 13 日(日）
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「山川方夫と『三田文学』展」記念講演会「山川方夫―人と
文学の魅力」
出演：坂上弘（作家、山川展編集協力）
日時：3 月 4 日(日）14:00～
料金：一般 1000 円
② 「山川方夫と『三田文学』展」ギャラリートーク
日時：3 月 3 日(土）､10 日(土） 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）

③かなぶんキッズクラブ 参加無料
※電話、またはメール（kids@kanabun.or.jp）で申込み
・子ども映画会
日時：3 月 28 日(水）10:30～
会場：展示館２階ホール(定員 220 名)
作品：
「とらねこめいたんてい」
「パラダイス」
「双子の星」
・紙芝居がはじまるよ！ 日時：3 月 30 日(金）10:30～
作品：「うぐいすのホー」
「ふしぎないしのおの」
「あんもちみっつ」「たぬきのにゅうがくしき」
出演：山下康
会場：展示館２階中会議室（定員 60 名）
④｢与謝野晶子展｣記念講演会「『恋衣』 そして晶子と古典」
講師：尾崎左永子（歌人、与謝野展編集委員）
日時：4 月 7 日(土）14:00～ 料金：一般 1000 円
⑤｢与謝野晶子展｣記念朗読会「与謝野晶子『新訳源氏
物語』から『桐壺』『若紫』」
講師：竹下景子（俳優）
日時：4 月 14 日(土）14:00～ 料金：一般 1200 円
⑥｢与謝野晶子展｣記念講演会「近代を創る―鉄幹晶子の五十年」
講師：三枝昻之（歌人、与謝野展編集委員）
日時：4 月 21 日（土）14:00～ 料金：一般 1000 円
⑦「与謝野晶子展」ギャラリートーク
日時：会期中毎週金曜日 各日 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)

★大佛次郎記念館

(TEL 045-622-5002)

開館時間：3 月まで 10:00～17:00（入館は 16:30 まで）
4 月から 10:00～17:30（入館は 17:00 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）
3/12～14 展示替え
○平成 29 年度テーマ展示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：開催中～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」と記した内なる思いを、
主筆を務めた雑誌「苦楽」
「学生」や主宰雑誌「天馬」、現
代小説「帰郷」から「風船」にいたる作品群に探ります。
○平成 30 年度テーマ展示Ⅰ大佛次郎記念館開館 40 周年記念
テーマ展示Ⅰ「大佛次郎記念館の 40 年 1978-2018」
会期：3 月 15 日(木）～7 月 8 日(日)
内容：横浜港を臨む港の見える丘公園に建つ当館は、今年
で開館 40 年を迎えます。本展示では、大佛次郎が日本文学
史に残した足跡とともに、記念館 40 年の歴史を、記念館
所蔵のコレクションとともに紹介します。
○大佛次郎×ねこ写真展 2018「猫は生涯の伴侶」～大佛次
郎は猫を愛した作家でした～
会期：2 月 20 日(火）～4 月 8 日(日）
内容：「猫は生涯の伴侶」と語り、優に 500 匹を超える猫と
暮らした大佛次郎。この大佛次郎にちなんで開催するねこい
っぱいの写真展。第 2 回目の今年度は、さらに会場エリアを
拡大して、ねこ写真ワールドを展開します。
○春の和室公開
会期：3 月 27 日(火）～4 月 8 日(日）
内容:普段は貸出施設のため入室できない和室ですが、桜が
楽しめるこの期間予約がない日に限り公開します。枝垂桜
とソメイヨシノをご堪能ください。※大佛次郎記念館の入
館料が必要です。※2/7 現在の非公開日は、
3/31・4/7 です。
（今後の予約状況によっては非公開日が増
える可能性もあります。ご了承ください。
）

