
 

 

 

月 日 公  演  名 開 演 時 間 会  場 

横浜みなとみらいホール 

１ 8/9 

(金) 

 

横浜銀行 Presents こども未来ミュージック・プログラム 

こどもオルガン・1 ドルコンサート 

12:10、13:30 大ホール 

２ 夕涼みオルガン・コンサート 19:00 大ホール 

３ 8/10 

(土) 

 

おんがくベビーランド   

(1) 赤ちゃんとクラシックを聴こう！  

0歳児を持つファミリー対象 

11:15 小ホール 

(2) チェロの響きを親子で共に♪  

    1歳児を持つファミリー対象 

10:00、11:15 レセプションルーム 

(3) 親子でヴァイオリンを聴こう！   

2歳児を持つファミリー対象 

10:00、11:15 6階事務室 

４ おんがくファミリーランド 絵本コンサート   

 (1)おおきなかぶ＆モチモチの木 13:00 小ホール 

 (2)どうぶつミニミニコンサート＆100万回生きたねこ 14:15 小ホール 

５ 8/11 

(日) 

おやこオペラ教室２０１９ 

宮沢賢治の世界「ポラーノの広場」 

11:00、14:00 大ホール 

６ ファミリーオペラ コンサート モーツァルト「魔笛」 11:00、14:00 小ホール 

７ 8/12 

(月・休) 

横浜音祭り２０１９ 

横浜みなとみらいホール オープンデー 

11:00～16:00 横浜みなとみらいホール 

全館 

 

 
◇ご取材・ご掲載・ご来場いただける場合には、下記へご連絡をお願いいたします。 

 

 

令 和 元 年 6 月 2 1 日 

(公財 )横浜市芸術文化振興財団 

横 浜 み な と み ら い ホ ー ル 

記 者 発 表 資 料 

みなとみらいの街に、夏限定で開園する音楽の遊園地！  
夏の４日間、横浜みなとみらいホールへ行こう！  

                            

      みなとみらい遊音地
ゆうおんち

  8/9-12 
       横浜みなとみらいホール フェスティバル“夏”
      

夏の 4日間、音楽の遊園地が、みなとみらいに開園します。期間中は、オペラ・弦楽器・ジャズなどジャンル
も様々。 
オープニングは 8/9「こどもオルガン・1ドルコンサート」。そしてその夜は、一夜限りの「夕涼みオルガン・
コンサート」。最終日の 8/12「横浜みなとみらいホール オープン・デー～海と音楽とピクニック！」では、無
料でお楽しみいただけるコンサートのほか、ホール内を探索するガイドツアー、海の見えるホワイエや屋上庭
園で昼食を楽しんだり、ワークショップなども開催します。 
普段の公演では触れることのできない横浜みなとみらいホールを丸ごと楽しんでいただく 4日間です。 

お問い合わせ：横浜みなとみらいホール・チケットセンター 

・電話番号：045-682-2000（受付時間 10 時～17 時） ・窓口：受付時間 11 時～19 時 

遊音地運営：横浜みなとみらいホール（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団） 

このプレスリリースに関するお問合せ：横浜みなとみらいホール Tel: 045-682-2020 / Fax: 045-682-2023 
経営グループ長：花形光子   広報担当：鈴木慶子、飯島玲名   事業担当：佐々木真二 
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１．横浜銀行 Presents こども未来ミュージック・プログラム 

こどもオルガン・1 ドルコンサート 

オルガンとホールは 1つの大きな楽器。カラダいっぱいに音の波を受けとめましょう。 

日時・会場：8月 9日（金）  大ホール 

1回目 12:10開演/11:30開場 ※3歳からの入場可 

2回目 13:30開演/13:00開場 ※0歳からの入場可 

出演：米山麻美 

料金：100円または 1 ドル 

 

２．Lucy’s Music Beer Hall 

夕涼みオルガン・コンサート 

夏らしいプログラムのオルガン演奏の後は、ビアホールに見立てたホワイエに冷たいビー

ルと楽しいライブ演奏が待っています。みなとみらいの街の灯り瞬く夜景を見ながら、ク

ラシック音楽だけじゃない横浜みなとみらいホールをお楽しみください。 

日時・会場：8月 9日（金） 19:00開演/18:30開場  大ホール 

料金：1,500円（2 ドリンク付）  先着 200名 

 

３．おんがくベビーランド 

(1)赤ちゃんとクラシックを聴こう！ 

ヴァイオリン・打楽器・ピアノによるおなじみの名曲の数々を演奏。家族でリラックスしていた

だける安らぎの時間をお届けします。 

日時・会場：8月 10日（土） 11:15開演/11:00開場 小ホール 

出演：三又治彦（ヴァイオリン・N響）、柴田祥子（ピアノ）、石川達也（打楽器・N響） 

(2)チェロの響きを親子でともに 

人間の声に最も近い音色を持つといわれるチェロ。その音色を間近で存分に味わえます。 

日時・会場：8月 10日（土）  レセプションルーム 

1回目 10:00開演/9:45開場  2回目 11:15開演/11:00開場 

出演：海野幹雄（チェロ）、海野春絵（ピアノ） 

(3)親子でヴァイオリンを聴こう！ 

「オーケストラの華」といえばヴァイオリンです。そんなヴァイオリンの魅力を、名曲の数々と

共に、たっぷりとお楽しみください。 

日時・会場：8月 10日（土）  6階事務室 

1回目 10:00開演/9:45開場  2回目 11:15開演/11:00開場 

出演：白井篤（ヴァイオリン・N響）、大貫夏奈（ピアノ） 

(1)(2)(3)ともに、料金：自由席 500円 ※お子様についてもチケットが必要です 

 

４．おんがくファミリーランド 絵本コンサート 

世代を超えたロングセラー名作絵本の朗読と映像付きコンサート。五感いっぱいに楽しめ

ます。 

(1)おおきなかぶ＆モチモチの木 

日時・会場：8月 10日（土） 13:00開演/12:40開場 小ホール 

(2)どうぶつミニミニコンサート＆100万回生きたねこ 

日時・会場：8月 10日（土） 14:15開演/13:55開場 小ホール 

料金：指定席 単独券 3歳～小学生  500円  中学生以上1,200円 

通し券 3歳～小学生 1,000円 中学生以上 2,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどもオルガン 過去の実施風景 

夕涼みオルガン 過去の実施風景 

おんがくベビーランド 過去の実施風景 



 ５． 横浜音祭り２０１９ 
おやこオペラ教室２０１９ 宮沢賢治の世界「ポラーノの広場」 

「オペラってなぁに？」 ―そんな疑問に答えるオペラの教室 

第 1 部（35 分）では「オペラ」について学んだり、歌を練習します。15 分間の休憩を

はさんで第 2部（30分）では、オペラ鑑賞をしたり、歌で参加したりします。大ホール

の客席ではなく、ステージ上に客席を作るので、とても近くでオペラを体験できま

す。今年取り上げるのは、宮沢賢治原作・新倉健作曲のオペラ「ポラーノの広場」。 

日時・会場：8月 11日（日）  大ホール 

1回目 11:00開演/10:40開場 ※3歳から入場可 

2回目 14:00開演/13:40開場 ※3歳から入場可 

出演：武田直之、篠枝美里、竹村淳、辛島安妃子、山本竹祐、柳沢涼子（ナレーション） 

    前田孝子（ピアノ）、中村敬一（台本・演出） 

料金：自由席 3歳～小学生 500円 中学生以上 1,000円 

 

６． ファミリー オペラ コンサート モーツァルト「魔笛」 
オペラ歌手の歌声と豪華奏者による生演奏にきっと圧倒されるはず。この夏、はじめて

のオペラ体験をご一緒に！ 

日時・会場：8月 11日（日）  小ホール 

1回目 11:00開演/10:30開場 ※3歳から入場可 

2回目 14:00開演/13:30開場 ※6歳から入場可 

出演：熊倉優（指揮）、塙翔平・鈴木麻由（演出）、竹平晃子（司会） 

ハマの JACK メンバー 

料金：指定席 3歳～大学生500円 一般2,500円 

＊＊＊ 

魔笛をもっと楽しむワークショップと工作室 

○「魔笛の森のどうぶつになろう！」  

オペラの衣装を作って出演できるワークショップ 

講師：三ツ山一志（造形教育家） 

日時・会場：8月 8日(木)、9日(金)、11日（日）  リハーサル室 

8/8   10:00～15:00 衣装づくり 

8/9   13:00～15:00 出演シーンの練習 

          8/11  1回目 11:00～12:00 もしくは 2回目 14:00～15:00 

対象：小学生  定員：20名  参加費：2,000円 

○「パンフルートを作ろう！」 わくわく親子音楽工作室 

講師：三又治彦＆ハマの JACK メンバー 

日時・会場：8月 11日（日） 小ホールエリア内 

1回目 10:00～10:30  2回目 13:00～13:30 

対象：小学生  定員：各回 20名ずつ  参加費：500円 

 

７． 横浜音祭り２０１９ 横浜みなとみらいホール オープンデー  

木の空間が美しい大ホールや小ホールはもちろん、この日ばかりは、ホールのさまざま

な場所で音楽が楽しめます。お目当てのコンサートまでは、ワークショップやガイドツア

ーで横浜みなとみらいホールをもっともっと楽しんでください。 

●オルガン：大ホール 11:00-/14:30- 

●ビッグバンド：大ホール 11:15-/14:45- 

●ジャズ：大ホール ホワイエ 12:00-/15:30- 

●ギター：小ホール、ほか 12:30-/13:15-/14:00- 

●ヴァイオリン＆チェロ「JACK賞受賞者コンサート」：小ホール 13:30 

●打楽器：レセプションルーム、屋上庭園 12:30-/13:15-/14:00- 

●ホールを探検：12:30- 

●楽器の王様パイプオルガンを体験できる：大ホール 15:30- 

会場：横浜みなとみらいホール内 

入場無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンデー 

過去の実施風景 






