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主 催 ： クラシック・ヨコハマ推進委員会、毎日新聞社、横浜市
協 賛 ： キリン、島村楽器、東日印刷、ファンケル
後 援 ： NHK横浜放送局、FMヨコハマ、神奈川新聞社、tｖｋ（テレビ神奈川）

輝く 横浜生まれのデビュタントたち



池田コンサートサロン・白楽シルクサロン、岩崎ミュージアム、馬の博物館、認定NPO法人STスポット横浜、音楽館セレレム、神奈川県民ホール、神奈川県立音楽堂、神奈川県立歴史博物館、（公財）神奈川
フィルハーモニー管弦楽団、慶應義塾大学日吉音楽学研究室、Sala MASAKA、三溪園、シルク博物館、そごう美術館、東京藝術大学COI拠点、フェリス女学院大学音楽学部、毎日新聞社事業本部、（一社）
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン、横浜医療福祉センター港南、NPO法人横浜音楽協会、よこはま音楽広場実行委員会、横浜交響楽団、（公財）横浜市芸術文化振興財団、横浜市文化観光局、
横浜市文化施設（青葉区民文化センターフィリアホール、旭区民文化センターサンハート、泉区民文化センターテアトルフォンテ、磯子区民文化センター杉田劇場、神奈川区民文化センターかなっくホール、
港南区民文化センターひまわりの郷、栄区民文化センターリリス、鶴見区民文化センターサルビアホール、戸塚区民文化センターさくらプラザ、緑区民文化センターみどりアートパーク、横浜市市民文化会
館関内ホール、横浜美術館、横浜みなとみらいホール）、横浜市民広間演奏会、（一社）横浜みなとみらい21（50音順）

クラシック・ヨコハマ
企画連携

プラットフォーム

「アットホーム・コレクション」では、少人数規模のサロンや、ミュージアムなど、
若き演奏家たちを身近に感じられるみずみずしい音楽をお楽しみいただけます。

アットホーム・コレクション at home Collection

全日本学生音楽コンクールから羽ばたくデビュタントたちの躍動を身近に体験する、珠玉のひとときをお楽しみください！
デビュタントの
躍動

Débutante デビュタントとは、デビューしたばかりの人

市役所アトリウム
コンサート vol.1

野口 真瑚
（声楽）

益田 美音
（ピアノ）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2022.１.15（土） 14：00
横浜市役所 アトリウム
（みなとみらい線 馬車道駅直結、JR桜木町駅 徒歩５分）

無料（当日先着）
益田 美音
（ピアノ、2019年小学校の部第３位・横浜市民賞）
リスト：メフィストワルツ 第1番 S.514 ほか
野口 真瑚
（声楽、2020年大学の部第１位・横浜市民賞）
G・ドニゼッティ：歌劇《アンナ・ボレーナ》より 
私の生まれたあのお城 ほか
045-671-3714
（横浜市文化観光局文化振興課）

市役所アトリウム
コンサート vol.2

柏原 雅
（声楽）

髙橋 日美
（ピアノ）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2022.１.16（日） 14：00
横浜市役所 アトリウム
（みなとみらい線 馬車道駅直結、JR桜木町駅 徒歩５分）

無料（当日先着）
髙橋 日美
（ピアノ、2019年中学校の部横浜市民賞）
リスト：「２つの伝説」より
第2曲「波を渡るパオラの聖フランチェスコ」 ほか
柏原 雅
（声楽、2020年高校の部第１位・横浜市民賞）
ロッシーニ：歌劇《セビリアの理髪師》 ほか
045-671-3714
（横浜市文化観光局文化振興課）

début

デビュタントの誕生
真剣勝負のコンクールで、
羽ばたく若き才能を見つける

デビュタントの輝き
本格的なコンサートで、

若き演奏家たちの輝きに出会う

デビュタントの躍動
フレッシュな演奏が
きらめく瞬間を楽しむ

クラシック・ヨコハマ
2021

プレコンサート
当日先着受付 ※30分前から受付開始

10月６日（水）15：00～15：50
出演者 横浜市民広間演奏会
会場 横浜市役所 アトリウム 問合せ：横浜市文化観光局文化振興課 045-671-3714

国内最高峰の学生音楽コンクールである「全日本学生音楽コンクール」の全国大会が、
2007年（第61回）から横浜で固定開催となりました。これを契機に始まったのが、デビュー
したばかりの若手演奏家（デビュタント）を応援する音楽イベント「クラシック・ヨコハマ」
です。横浜市内の音楽団体、ミュージアム、サロン、大学、福祉施設等の協力のもと、デビュ
タントが輝き、躍動する場となること、また、皆さまにとって良質なクラシック音楽の身
近な鑑賞機会となることを目的に、多様なコンサートを開催しています。最高レベルのデ
ビュタントが集う横浜ならではのコンサートシリーズを存分に堪能してください。

クラシック・ヨコハマとは

全日本学生音楽コンクール全国大会出身者が出演するコンサート

サロンコンサート vol.1

佐藤 響
（チェロ）

大山 弘翔
（バイオリン）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.11.7（日） 15：00
白楽シルクサロン
（東急東横線白楽駅 徒歩３分）

無料（要予約）
大山 弘翔
（バイオリン、2020年高校の部横浜市民賞）
バルトーク：バイオリンと
　　　　　管弦楽のための狂詩曲第１番 ほか
佐藤 響
（チェロ、2020年高校の部第１位）
プロコフィエフ：チェロと管弦楽のための
　　　　　　  交響的練習曲作品125(全楽章)

045-421-1703、090-1798-0520
（白楽シルクサロン）

申込Vn Vc ¥0

サロンコンサート vol.2

西田 翔
（チェロ）

岡本 梨奈
（フルート）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.12.5（日） 15：00
池田コンサートサロン
（東急東横線妙蓮寺駅 徒歩12分）

無料（要予約）
岡本 梨奈
（フルート、2020年中学校の部第１位・横浜市民賞）
アンデルセン：演奏会用小品第2番Op.61 ほか
西田 翔
（チェロ、2020年高校の部第２位・横浜市民賞）
ショパン：序奏と華麗なるポロネーズ ほか
045-421-1001、090-1798-0520
（池田コンサートサロン）

申込VcFl ¥0

サロンコンサート vol.3

渡辺 奏子
（バイオリン）

堀口 拓馬
（ピアノ）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.12.11（土） 14：00
音楽館セレレム
（JR・東急田園都市線長津田駅 徒歩５分）

1,500円（要予約）
堀口 拓馬
（ピアノ、2020年中学校の部横浜市民賞）
シューマン：ピアノソナタ第1番 ほか
渡辺 奏子
（バイオリン、2020年中学校の部横浜市民賞）
ベートーヴェン：バイオリンソナタ第８番 ほか
045-981-5409（音楽館セレレム）

申込VnPf

サロンコンサート vol.4

小杉 直寛
（チェロ）

成川 結衣
（フルート）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.12.18（土） 14：00
Sala MASAKA
（JR東戸塚駅 徒歩５分）

無料（要予約）
成川 結衣
（フルート、2020年高校の部第３位・横浜市民賞）
P.タファネル：｢魔弾の射手｣による幻想曲 ほか
小杉 直寛
（チェロ、2020年大学の部横浜市民賞）
バッハ：無伴奏チェロ組曲第４番 ほか
090-3504-4379（サーラ マサカ）

申込VcFl ¥0

ミュージアムコンサート
 in 岩崎ミュージアム

岩間 優希
（ピアノ）

若生 麻理奈
（バイオリン）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.11.20（土） 14：00
岩崎ミュージアム  山手ゲーテ座
（みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩3分）

無料（要予約）
若生 麻理奈
（バイオリン、2020年中学校の部第１位）
グリーク：バイオリンソナタ第３番 ほか
岩間 優希
（ピアノ、2020年高校の部横浜市民賞）
ラフマニノフ：ピアノソナタ第２番　
　　　　　   「ホロヴィッツ編」 ほか
045-623-2111（岩崎ミュージアム）

申込Vn Pf ¥0

サロンコンサート vol.5

山下 優里奈
（ピアノ）

濱田 理誉
（バイオリン）

日　  時
会　  場

入 場 料
出演者・曲

問 合 せ

2021.12.19（日） 15：15
ハタ楽器菊名コンサートホール
（東急東横線・JR菊名駅 徒歩１分）

2,000円（要予約）
濱田 理誉
（バイオリン、2020年小学校の部第２位・横浜市民賞）
サン＝サーンス：序奏とロンド・カプリチオーソ ほか
山下 優里奈
（ピアノ、2020年小学校の部第３位・横浜市民賞）
リスト：超絶技巧練習曲 第4番「マゼッパ」 ほか
045-434-1100
（横浜音楽協会事務局：ハタ楽器）

申込Vn Pf

¥0Pf Vo 当日

¥0Pf Vo 当日

　　  のコンサートは開催後、期間限定で配信をします。下記HPをご参照ください。
https://yokohama.mainichi-classic.net/

事前申込制
（先着順）申込抽選抽選

オケ オーケストラ

Vn バイオリン Vla ヴィオラ Vc チェロ

室内 室内楽

Tp トランペット

Fl フルート

Sax サクソフォン

Pf ピアノ Vo 声楽

ホルンＨr

当日 当日受付

¥0 無料 ¥ 入場料のみで
ご覧いただける公演 シールラリー 映像配信あり

チューバTub ユーフォニアムEup



横浜ゆかりの演奏家たちが、華麗なクラシック音楽の世界を
お届けします。美術館や博物館などの会場では、展示も一緒に
お楽しみいただけます。

※各コンサートについて、プログラムの変更または
コンサートを中止する場合もあります。

横浜ゆかりの演奏家たちと

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2021.11.14（日） 14：00
慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール
(東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩２分）
無料
慶應義塾大学塾生・一貫校生徒・教職員
ショパンの作品など
詳細は慶應義塾大学日吉音楽学研究室HPにて案内
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

慶應義塾大学室内楽・ピアノ・マラソンコンサート
申込Pf ¥0

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2021.11.6（土） 16：00
慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール
(東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩２分）
無料
慶應義塾大学古楽アカデミー・室内アンサンブル
アレッサンドロ・ストラデッラによる器楽作品９曲
詳細は慶應義塾大学日吉音楽学研究室HPにて案内
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

慶應義塾大学古楽アカデミー・室内アンサンブル演奏会

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.8（水） 17：00
慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール
(東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩２分）
無料
慶應義塾大学コレギウム・ムジクム小合唱
マルク＝アントワーヌ・シャルパンティエ：〈おお、愛よ、善よ、慈しみよ〉 ほか
詳細は慶應義塾大学日吉音楽学研究室HPにて案内
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム小合唱演奏会
《フランスバロック期のモテ》

申込Vo ¥0

ミュージアムコンサートin神奈川県立歴史博物館

日　  時
会　  場

料　  金
出演者

　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.12（日） 14：00
神奈川県立歴史博物館 講堂
（みなとみらい線 馬車道駅 徒歩１分）
無料（別途常設展観覧券が必要）
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生
菊地実月・大熊啓悟（バイオリン）、山村侑（ヴィオラ）、伊藤利英子（チェロ）
ドビュッシー：弦楽四重奏曲ト短調 ほか
10月27日（水）から会場HPでお知らせ予定
045-201-0926（神奈川県立歴史博物館）

抽選Vn Vla Vc ¥

ミュージアムコンサートinシルク博物館

日　  時
会　  場

料　  金
出演者

　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.19（日） 14：00
シルク博物館
（みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩３分）
無料
横浜市民広間演奏会
大谷桜子（バイオリン）、佐々木ふみ（フルート）、山中麻衣子（キーボード）
クリスマスキャロルメドレー
11月19日（金）から問合せ先にて受付、詳細は会場HPでお知らせ予定
045-641-0841（シルク博物館）

申込Vn Fl Pf ¥0

日　  時
会　  場

料　  金
出演者

　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.20（月） 11：30（1回目）  13：30（2回目）
三溪園 鶴翔閣
（JR根岸駅から市バス「本牧」 徒歩１０分、JR桜木町駅から市バス「三溪園入口」 徒歩５分）
無料（別途入園料が必要）
ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン（ＭＭＣＪ）修了生
五月女恵・清水耀平（バイオリン）、川邉宗一郎（ヴィオラ）、蕨野真美（チェロ）
ベートーヴェン：弦楽四重奏曲第9番ハ長調Op.59-3 ほか
当日鶴翔閣にて受付（先着順）
045-621-0635(三溪園）

ミュージアムコンサートin三溪園
Vn Vla Vc 当日¥

日　  時
会　  場

料　  金
出演者

　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.11（土） 14：30
馬の博物館 イベントホール
(市バス２１・１０３系統 「滝の上」すぐ）
無料（別途大人のみ入館料が必要）
横浜市民広間演奏会
森崎美穂・丸山菜津紀（トランペット）、高橋信也（ホルン）、
伊藤優晶（ユーフォニアム）、今川英悟（チューバ）
クリスマスメドレー ほか
11月12日（金）から23日（火・祝）まで会場HPで受付
045-662-7581(馬事文化財団）

ミュージアムコンサートin馬の博物館

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.22（水） 17：00
慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール
(東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩２分）
無料
慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ
ムツィオ・クレメンティ：交響曲第2番 ニ長調 WoO33 ほか
詳細は慶應義塾大学日吉音楽学研究室HPにて案内
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オーケストラ演奏会
《19世紀初期の隠れた名作》

申込オケ ¥0

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2021.12.25（土） 14：00
慶應義塾大学日吉キャンパス協生館藤原洋記念ホール
(東急東横線・市営地下鉄グリーンライン 日吉駅 徒歩２分）
無料
慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ
アンドレ・カルディナル・デトゥーシュ/ミシェル＝リシャール・ドラランド：組曲《四大元素》 ほか
詳細は慶應義塾大学日吉音楽学研究室HPにて案内
045-566-1359（慶應義塾大学日吉音楽学研究室）

慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ演奏会
《麗しきバロック・オーケストラの響き》

申込オケ ¥0

日　  時
会　  場

料　  金
出演者
　 曲　
申込方法
問合せ

2022.1.30（日） 14：00
横浜市役所アトリウム
(みなとみらい線 馬車道駅直結、JR桜木町駅 徒歩５分）
無料
慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラ
アンドレ・カルディナル・デトゥーシュ/ミシェル＝リシャール・ドラランド：組曲《四大元素》 ほか
当日３０分前から横浜市役所アトリウムにて受付（先着順）
045-671-3714（横浜市文化観光局文化振興課）

コミュニティコンサートin横浜市役所アトリウム
オケ 当日¥0

小
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急
小
田
原
線

小
田
急
江
ノ
島
線

鴨居駅

十日市場駅長津田駅

相模大野駅

瀬谷駅 三ツ境駅
さがみ野駅

長後駅 立場駅

湘南台駅

こどもの国線

横浜医療福祉センター港南横浜医療福祉センター港南

サーラマサカサーラ・マサカ

緑区役所緑区役所

瀬谷公会堂瀬谷公会堂

Tp Ｈr ¥TubEup 抽選

申込¥0室内

室内



クラシック・ヨコハマ事務局 行

必要事項
①ご住所

②お名前

③電話番号

④年代
～ 10代 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・ 70代 ～

小
田
急
小
田
原
線

小
田
急
江
ノ
島
線

鴨居駅
中山駅

十日市場駅

山手駅

青葉台駅

長津田駅

音楽館セレレム

ハタ楽器
菊名コンサートホール

池田コンサートサロン

白楽
シルクサロン

神奈川県立
歴史博物館

岩崎ミュージアム
山手ゲーテ座

シルク博物館

三溪園

馬の博物館

戸塚区民文化センター
さくらプラザ

慶應義塾大学
日吉キャンパス

横浜市庁舎

町田駅

相模大野駅

瀬谷駅 三ツ境駅
さがみ野駅

長後駅 立場駅

湘南台駅

こどもの国線

東急田園都市線

サーラマサカ

Sala MASAKA

主な会場位置図

鶴見区役所鶴見区役所

横浜医療福祉センター港南横浜医療福祉センター港南

神奈川県立
歴史博物館

岩崎ミュージアム
山手ゲーテ座

シルク博物館

三溪園

馬の博物館

横浜市庁舎

みなとみらいエリア
拡大図

　「クラシック・ヨコハマ」は、2007年の開始以来15回目と
なる節目を迎えました。
　この間の全日本学生音楽コンクール全国大会の出場
者は延べ1,796人。2007年の第61回大会には当時中学生
の阪田知樹さん（ピアノ）、当時小学生の山根一仁さん（バ
イオリン）が出場していましたが、お二人とも15年後の今、
内外で大活躍しています。出場者の中にはプロオーケスト
ラに入団した人も何人もいます。
　長い年月聴き継がれてきたクラシック音楽は、困難な時
代を生きる人々の心にこそ力を与えてくれます。この音楽
祭では、若い演奏家による、芽吹いたばかりの広葉樹のよ
うに鮮やかなクラシック音楽を味わっていただけます。
　そして15年後を楽しみにしていてください。彼らは15年
後にはきっと大輪の花を咲かせています。あなたは15年
前に彼らを聴いていたことを、誇らしい気持ちで思い出す
ことでしょう。今年のこの音楽祭は、15年後のあなたへの
時間を超えた贈り物でもあるのです。

15年後への贈り物

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

山手駅



第75回 全日本学生音楽コンクール
全国大会 in横浜

全日本学生音楽コンクール全国大会（毎日新聞社主催、横浜市共催）は、国内最高峰
の学生音楽コンクールです。このコンクールで優秀な成績を収めた若きアーティス
トたちは、国内外で活躍しています。
またピアノ、バイオリン、フルート、チェロ、声楽の全５部門において、横浜市民の皆様に
『もっとも感動した演奏』を選定いただき、聴衆賞『横浜市民賞』を贈ります。

Vn Vc Pf VoFl

デビュタントの
誕生

début

début

締 切 10月15日（金）
※当日消印有効

問合せ 横浜市文化観光局
文化振興課
045-671-3714

『横浜市民賞』選定員を募集します！

申込方法等詳細は、横浜市HP(クラシック・ヨコハマ2021)
または区役所広報相談係のチラシをご覧ください。

日　  時

会　  場

料　  金

チケット

問合せ

2021.11.25（木） 13：00 フルート部門 中学校の部・高校の部
2021.11.26（金） 13：00 ピアノ部門 高校の部
2021.11.27（土） 11：00 ピアノ部門 小学校の部 / 15：00 中学校の部
2021.11.28（日） 11：00 バイオリン部門 小学校の部 / 15：00 中学校の部
2021.11.29（月） 13：00 バイオリン部門 高校の部
2021.11.30（火） 10：30 チェロ部門 高校の部・大学の部
2021.12.1（水） 13：00 声楽部門 高校の部・大学の部
※開演は予定時間

戸塚区民文化センターさくらプラザ・ホール
（ＪＲ・市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅西口出口７または戸塚区役所連絡口 徒歩１分）

全席指定2,700円（税込）
※フルート、チェロ、声楽部門は一日通し券　※未就学児の入場不可

前売券は11月3日（水・祝）より発売
0570-02-9999（チケットぴあ Ｐコード：196-038）
045-866-2501（戸塚区民文化センターさくらプラザ窓口販売［9:00～21：00］）
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

佐藤 桂菜（チェロ部門大学の部1位）

昨年の様子

どちらかに〇をつけてください。 A ・賞 B賞

シールを集めた公演にチェックを入れてください。

（両方に〇をつけると無効となります。）
1

2

各会場で配られるシールを貼ろう！

1枚目 2枚目

シールを集めてプレゼントに応募しよう！

シール対象公演

シール配布時間

賞について

第75回全日本学生音楽コンクール・
東京大会入賞者発表演奏会のペアチケット（5組10名）

絵本「マルタの冒険～あおいしずくのひみつ」（20名）

※A賞にご応募される場合は、異なる公演のシールを貼って下さい。（会場毎にシールは異なります）
※お一人につきどちらか一方の応募が可能です。  ※応募者多数の場合は抽選になります。

応募方法
左側の専用ハガキに上記の専用シー
ル1枚もしくは2枚を貼り、必要事項
をご記入の上、63円切手を貼って
ご郵送ください。
※当選は発送をもってかえさせていただきます。
※いただいた個人情報はプレゼント抽選以
外に利用することはありません。

応募期限

マルタって？

11/6

11/6

11/7

11/14

11/20

11/25
～12/1

11/26

12/5

12/8

12/11

12/11

12/12

12/18

12/19

12/19

12/20

1位入賞者によるコンサート（戸塚区民文化センターさくらプラザ）

慶應義塾大学古楽アカデミー・室内アンサンブル演奏会

サロンコンサートvol.1（白楽シルクサロン）

慶應義塾大学 室内楽・ピアノ・マラソンコンサート

ミュージアムコンサートin岩崎ミュージアム

第75回全日本学生音楽コンクール全国大会in横浜
（戸塚区民文化センターさくらプラザ）

第200回毎日ゾリステン（戸塚区民文化センターさくらプラザ）

サロンコンサートvol.2（池田コンサートサロン）

慶應義塾大学コレギウム・ムジクム小合唱演奏会

サロンコンサートvol.3（音楽館セレレム）

ミュージアムコンサートin馬の博物館

ミュージアムコンサートin神奈川県立歴史博物館

サロンコンサートvol.4（Sala MASAKA）

サロンコンサートvol.5（ハタ楽器菊名コンサートホール）

ミュージアムコンサートinシルク博物館

ミュージアムコンサートin三溪園

対象公演日程チェック
2021年11月6日（土）～12月20日（月）の対象公演と
第75回全日本学生音楽コンクール全国大会in横浜の全部門です。

シールラリーのマーク　　　　がついているシール対象公演を聴きに行き、
会場で配られる専用シールをハガキに貼って、応募しよう。

シールは、対象公演の開場時間内に限り配布します。

シール2枚でA賞、1枚でB賞にご応募できます。

2021年12月24日（金）必着

『マルタ』は、「生きる」
チャリティコンサートの
イメージ画に登場する
オリジナルキャラクター
です。小田原市出身の
美術家・宮島永太良氏
が生み出しました。

©宮島 永太良

開催日 ： 2022年１月22日（土）
会　場 ： サントリーホール  ブルーローズ

シール
1枚もしくは2枚で
応募できる！

A賞

B賞

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線



「スペシャル・セレクション」は、コンサートホールを舞台にお贈りする、本格的なコンサートシリーズです。前年の全日本学
生音楽コンクール１位入賞者がそろい、その妙技を披露する「1位入賞者によるコンサート」では、1位という栄冠を手にし
たデビュタントたちが、コンクールから約1年後、更に磨きをかけた演奏を届けてくれます。またその年の1位入賞者がプロ
オーケストラと共演する「生きる～若い命を支えるコンサート」は、豪華ゲストも出演する本格的なオーケストラ公演です。

富樫 美玲
（バイオリン部門小学校の部1位）

昨年度、全国1位に輝いた入賞者によるコンサートです。
1位入賞者が成長を披露。
あふれる才能と個性きらめく演奏を是非ご覧ください。

第74回全日本学生音楽コンクール

1位入賞者によるコンサート
Vn PfVc VoFl

Special Selectionスペシャル・セレクション
デビュタントの
輝き

日　  時
会　  場

料　  金
出　  演

チケット

問合せ

2021.11.6（土） 15：30開演
戸塚区民文化センターさくらプラザ・ホール
(JR・市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅西口出口７または戸塚区役所連絡口 徒歩１分)

全席自由  1,000円（税込）※未就学児の入場も可
【フルート部門】岡本梨奈、村上小夏
【声楽部門】柏原雅、野口真瑚
【バイオリン部門】富樫美玲、若生麻理奈、木立寛人
【チェロ部門】佐藤響
【ピアノ部門】長谷川祐音、原田怜、後藤美優

前売券は10月８日（金）より発売
0570-02-9999(チケットぴあ Pコード：199-004)
戸塚区民文化センターさくらプラザ窓口販売［9:00～21：00］
当日券も15時より販売予定。詳細は「クラシック・ヨコハマ 毎日」にて案内。
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

昨年の様子

毎日新聞社が1996年から展開している、小児がんと闘う子どもたちを支援
するキャンペーン「生きる」のコンサートです。今年はピアニストの横山幸雄
さんとサクソフォン奏者の上野耕平さん、指揮者の大井剛史さんが出演。全
日本学生音楽コンクールの1位入賞者のみずみずしい演奏もお届けします。

日　  時
会　  場
料　  金

出　  演

曲　  目

チケット

問合せ

2022.2.13(日) 15：00開演
神奈川県民ホール大ホール（みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩８分）

全席指定
S席 6,000円、A席 5,000円、B席 4,000円（税込）※未就学児の入場不可
横山幸雄（ピアノ）、上野耕平（サクソフォン）、大井剛史（指揮）、
神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
第75回全日本学生音楽コンクール全国大会1位入賞者（部門、曲目未定）
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲 第3番ニ短調作品30 ほか
トマジ：アルト・サクソフォンと管弦楽のためのバラードほか
前売券は10月15日（金）より発売
045-453-5080（神奈川芸術協会）
0570-02-9999(チケットぴあ Pコード：202-198)

03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

＠Marc Bouhiron 
福間 洸太朗（ピアノ）

毎日新聞社が、優れた演奏家を支援するために1963年から
開催し続け、新進、中堅、大家を問わず錚々たる演奏家が出演
している本格的なコンサートです。今回は、ヨーロッパを拠点に
活躍し、世界が注目する国際派ピアニストの福間洸太朗さん
が出演します。

第200回毎日ゾリステン

福間 洸太朗～ピアノリサイタル
Pf

日　  時
会　  場

料　  金
出　  演
曲　  目
チケット

問合せ

2021.11.26（金） 19：30開演
戸塚区民文化センターさくらプラザ・ホール
(JR・市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅西口出口７または戸塚区役所連絡口 徒歩１分)

全席指定  3,500円（税込）※未就学児の入場不可
福間洸太朗（ピアノ）
メンデルスゾーン：厳格なる変奏曲 作品54 ほか
前売券は10月8日（金）より発売
0570-02-9999(チケットぴあ Pコード：199-709)
03-3212-0804（毎日新聞社事業本部）

Pf オケSax

生きる 
～2022 若い命を支えるコンサート

©ZIGEN
横山 幸雄
（ピアノ）

©S.Ohsugi
上野 耕平
（サクソフォン）

©K.Miura
大井 剛史
（指揮）

クラシック・ヨコハマ クロージングコンサート

クラシック・ヨコハマ オープ二ングコンサート



18 神奈川県民ホール
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団 特別演奏会
ベートーヴェン第九

14:00（土） 045-226-5107

クラシック・ヨコハマでは、各会場に応じた新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（来場者間の距離確保、会場の
消毒、会場のこまめな空気の入れ替え等）を実施します。ご鑑賞いただく皆様にも、下記のご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、各コンサートを中止する場合もあります。中止の場合は、
随時、下記のクラシック・ヨコハマのホームページに掲載します。

〈 新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組み 〉

●鑑賞当日の体温が37.5度以上の方はご来場をご遠慮ください。
●当日は必ずマスクをしていただいた状態でご鑑賞ください。
●会場案内人などの指示に従って、消毒等にご協力ください。

C L A S S I C  Y O K O H A M A  2 0 2 1 フレンズ・コレクション

2021.11月
6 神奈川県民ホール

作曲家が作曲家を
訪ねる旅 
山本裕之×武満徹

15:00（土） 0570-015-415

6 神奈川県立音楽堂第39回横浜市招待
国際ピアノ演奏会16:00（土） 045-682-2000

9 青葉区民文化センター
フィリアホール

輝く若手演奏家による
「未来に繋ぐ室内楽」
タレイア・クァルテット

14:00（火） 045-982-9999

12 栄区民文化センター
リリス 

栄区民文化センター
リリス 

阪田知樹
ピアノリサイタル14:00（金） 045-896-2000

13 鶴見区民文化センター
サルビアホール

横浜市民広間演奏会
第51回定期演奏会14:00（土） 045-311-1202

17 栄区民文化センター
リリス

横浜18区コンサート
（山根一仁）15:00（水） 045-682-2000

18 瀬谷公会堂横浜18区コンサート
（山根一仁）15:00（木） 045-682-2000

25
神奈川区民
文化センター
かなっくホール

ランチタイムコンサート
「ア・ラ・カルト」④11:00（木） 045-440-1219

25
午後の音楽会第133回
荘村清志ギター
リサイタル

14:00（木） 045-896-2000

26 神奈川県民ホールアフタヌーン・
プロムナード vol.39114:00

17:00

（金） 0570-015-415

27 青葉区民文化センター
フィリアホール

仲道郁代「シューマン 
300日の物語」
第4回（最終回） 

（土） 045-982-9999

28 旭区民文化センター
サンハート

ワンコインコンサート
vol.16

①11：00
②14：00（日） 045-364-3810

5 鶴見区民文化センター
サルビアホール

サルビア・プレミアム
クラシックオーケストラの
首席vol.3

14:00（日） 045-511-5711

7 横浜市役所
アトリウム

横浜市民広間演奏会
秋の部12:00（火） 045-311-1310

8 横浜市役所
アトリウム

横浜市民広間演奏会
秋の部12:00（水） 045-311-1310

9 横浜市役所
アトリウム

横浜市民広間演奏会
秋の部12:00（木） 045-311-1310

9
午後の音楽会 第134回
村松稔之カウンターテナー
リサイタル

14:00（木） 045-896-2000

10 横浜市役所
アトリウム

横浜市民広間演奏会
秋の部12:00（金） 045-311-1310

11 神奈川県民ホールオルガン
クリスマスコンサート15:00（土） 0570-015-415

12 神奈川県立音楽堂音楽堂クリスマス音楽会14:30（日） 045-263-2567

2021.12月

19 アートフォーラム
あざみ野

Ｗｅｌｃｏｍe！
アートフォーラムあざみ野
ロビーコンサート

12:00（日） 045-910-5656

19 神奈川県民ホール
青少年のための音楽会
横浜交響楽団第713回
定期演奏会

14:00（日） 080-3308-1321

28 青葉区民文化センター
フィリアホール

親子のためのワンダー・
キンダー・ウィンター・
コンサート2021

①11：00
②14：00（火） 045-982-9999

29 神奈川県民ホールファンタスティック・
ガラコンサート202115:00（水） 0570-015-415

8 神奈川県民ホール
作曲家が作曲家を
訪ねる旅 
川上統×サン＝サーンス

15:00（土） 0570-015-415

25 横浜市役所
アトリウム

シニアのレッスンシリーズ
だれでもピアノを弾こう！
発表会

14:00（土） 080-7195-6752

9 神奈川県民ホール
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団
県民名曲シリーズ第13回

15:00（日） 045-226-5107

12 かながわアートホール横浜18区コンサート
（大関万結）15:00（水） 045-682-2000

13 磯子区民文化センター
杉田劇場

横浜18区コンサート
（大関万結）15:00（木） 045-682-2000

15 神奈川県立音楽堂
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団　第16回
フレッシュコンサート

14:00

14:00

（土） 045-226-5107

15 青葉区民文化センター
フィリアホールモーツァルト饗宴15:00（土） 045-982-9999

22 神奈川県立音楽堂
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団　
音楽堂シリーズ第21回

（土） 045-226-5107

14:0024
午後の音楽会 第135回
伊藤雄太トロンボーン
リサイタル

（月） 045-896-2000

27
神奈川区民
文化センター
かなっくホール

ランチタイムコンサート
「ア・ラ・カルト」⑤11:00（木） 045-440-1219

28 神奈川県民ホールアフタヌーン・
プロムナード vol.39214:00（金） 0570-015-415

5 神奈川県民ホール
神奈川フィルハーモニー
管弦楽団
定期演奏会第374回

14:00（土） 045-226-5107

6 神奈川県立音楽堂
青少年のための音楽会
横浜交響楽団第714回
定期演奏会

14:00（日） 080-3308-1321

6 YAMATO 
String Quartet ∞14:00（日） 045-896-2000

13 青葉区民文化センター
フィリアホール

未来にはばたく
ドリームコンサート
2022

14:00（日） 045-982-9999

2022.1月

2022.2月

https://yokohama.mainichi-classic.net/

栄区民文化センター
リリス 

栄区民文化センター
リリス 

栄区民文化センター
リリス 
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