
地歌㏌岩間市民プラザ

〈出演〉上田恵子（地歌演奏家）、中村裕介（歌・ギター）、諏訪光風（ギター）
〈内容〉横浜市歌を地歌、ブルースバージョンで聴く　ほか

－日米伝統音楽の底力－地歌＆ブルース

〈監督〉山田洋次　〈出演〉西田敏行、竹下景子、萩原聖人、田中邦衛　ほか
〈内容〉夜間中学を舞台に生徒と教師の心の交流を描いた作品

第151 回　学　校 【1993年/松竹/カラー /129分】

着付け講座   10/12（火）、26（火）　9：45～11:45
〈会場〉3Fレクチャールーム　他　〈参加費〉月1,100円（月2回、当日支払）　〈内容〉手結びによる着物の着付け　ほか
〈持ち物〉詳細につきましてはお問合せ下さい。　※レンタルのご用意はありません。また物品の販売はございません。
　　　　※服飾文化研究会の会員登録（無料）にご協力下さい。
〈お問合せ・お申込み〉公益社団法人服飾文化研究会　045-252-2312（9：30 ～ 16：00）　　
〈お申込みのみ〉岩間市民プラザ 　045-337-0011 
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〈会場〉3Fレクチャールーム　ほか　〈参加費〉500円（先着8名様、当日支払）
〈講師〉大河原雅彦（元神奈川新聞社カメラマン）
〈内容〉カメラの取り扱い方法や撮影方法についてなど初心者の方向けにわかりやすくお教えします。
〈持ち物〉お手持ちのデジタル撮影機器（スマートフォン、コンパクトカメラ、デジタル一眼レフカメラ、どれでも）
〈お問合せ・お申込み〉岩間市民プラザ 045-337-0011 　Mail　iwama_info@iwamaplaza.jp　

de

カメラ講座　～気軽に写真を楽しもう～　 10/14（木）、11/5(金)、12/17(金)　10:00～11:30

10 月

横浜駅より各駅停車で約 5分

※この掲載内容は 2021 年 9月 21日現在の情報です。

＊催し物の詳細については、各主催者に直接お問合せください。 ＊掲載されている利用以外に、関係者のみのホール利用もございます。

開演時間／入場料 お問合せ内　容

2021

今月のとぴっくす！ Vol.118

3
（日）

＊感染拡大状況により開演時間等の変更や中止・延期の可能性がありますので、来場前にご確認下さい。

ホール

ギャラリー ●入場無料

〈℡〉岩間市民プラザ　045-337-0011
めざせ★やまとなでしこ＆にっぽんだんじ！！　日本舞踊ワークショップ展示
　9月28日（火） ～ 10月10日（日）  10:00～ 17:00　（10/4は休館）
〈内容〉夏休みの子ども向け日本舞踊ワークショップに関する展示と講師の藤間恵都子先生制作の動画を上映します。

公式HP http://iwamaplaza.jp/
岩間市民プラザ 検索

イベント情報を発信中！

岩間市民プラザ

045-337-0011

岩間市民プラザ

045-337-0011

 10/30（土）14：00 開演

全席自由
各回：500 円
通し券：700 円

（※当日各回：700 円
　通し券は前売のみ）

千客万来！岩間寄席
〈出演〉桂歌助・桂歌若 ・アマチュア落語家多数　
〈内容〉アマチュア落語家多数出演！

　1 部 10:30 開演　2 部 14:00 開演

今月の休館日　　
　　

10/４（月）・18（月）

岩間市民プラザ

045-337-0011

①10:30②14:00
上映開始
全席指定
各回 ：900円

※会員制（登録無料）

全席指定
1,500 円

開演：14：00

21
（木）

30
（土）

23
（土）
・
24
（日）

NPO法人

横浜こどものひろば

045-243-0762
各回4,000円（3歳以上）

※要予約

23日（土）
14：00

24日（日）
①11：00　②14：00

民俗芸能アンサンブル 横浜こどものひろば舞台鑑賞会

〈出演〉藤原正憲、桜田舟完、藤堂真沙子〈演目〉「以呂波」「蝸牛」
〈内容〉狂言「以呂波」「蝸牛」を分かりやすく、伝統芸能のエッセンスを盛り込み、
更に面白く仕上げました。〈HP〉https://www.yokohama-kodomo.com

『でべそ版ずっこけ狂言　でんでんむしむし 48』

昨年に引き続き会場を岩間市民プラザ４Fホールに変更してお届けします。
伝統芸能である地歌や東海道に因んだ曲などを三味線・ギターで演奏する
ほか、今回は横浜市歌をブルースバージョンで演奏します。洋の東西のコ
ラボレーションをお楽しみ下さい。

地歌＆ブルース－日米伝統音楽の底力－

〈℡〉保土ケ谷区老人クラブ連合会　045-331-3322　　

保土ケ谷区 高齢者作品展　10月30日（土） ～ 11月3日（水・祝）  9:30～ 16:00
〈内容〉60歳以上の方の絵画、書、手芸等の展示

第九回

ありがとう
30th ！

催し物案内

 10 October



横浜市岩間市民プラザ 自主事業ラインナップ

〒240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15
TEL 045-337-0011／FAX 045-337-2500
MAIL　iwama_info@iwamaplaza.jp

●休館日 

11月-2月
※自主事業につきましては延期・変更・中止等の可能性もございますので、詳細は随時お問合せください。

随時
　募集中！

広告募集中！ あなたも情報掲載してみませんか？
送付先：市内各所文化施設等110箇所

130㎜

コンサート・講演会・イベント等の告知、企業や店舗などの
広告にご利用いただけます。
（一部の業種又は事業体は広告基準により掲載をお断りする場合がございます。）
※詳細につきましては岩間市民プラザまでお問合せ下さい。

65㎜

70㎜

〈お問合せ・お申込み〉岩間市民プラザ 045-337-0011 Mail　　　iwama_info@iwamaplaza.jp

　　　耳を長～くして
耳よりな情報お待ちしています！
180°　

10/４（月）・18（月）、

〈料金〉全席指定：1,200円11月20日（土）11:10開演（10:30開場）

11/８（月）・15（月）、12/13（月）・20（月）・29（水）～31（金）
1/1（土）～3（月）・11（火）・17（月）、2/14（月）、21（月）

いつも、岩間市民プラザをご利用頂きありがとうございます。当プラザでは、外壁及び空調の改修工事を実施します。工事期間中
は、建物周囲に足場を組むと共に、工事による音・振動・臭いの発生が想定されます。それに伴いホール、ギャラリ－、駐車場の
利用について制限がございます。ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。　

岩間市民プラザ　外壁工事及び空調工事のお知らせ

◆工事予定期間：令和３年 10月～令和４年３月
◆工事内容：外壁（全周）、建具、屋上等の改修

・足場を建物駆体に固定するボルトのドリル打ち込み音
・既存タイルをはがすコンクリートカッターのカット音
・洗浄にかかるコンプレッサーの音
・タイル押さえの槌音、はつり音　・防水塗料の臭い　　等　　

施設利用のお申し込みにあたっては、予めご了承の上、お手続きをお願いいたします。
　　

～想定される影響～

外壁工事 空調工事
◆工事予定期間：令和 4年 2月 7日～令和４年３月 9日
◆工事内容：館内全体空調機器の改修

当該期間のなかでホール及びギャラリー他、
施設の一部をご利用頂けない日があります。

（なお、スタジオ、リハーサル室につきましてはご利用頂けます。）

※工事期間は変更の可能性があります。

好評
発売中！

　、3/7（月）・14（月）

Vol.130
　

〈出演〉七澤清貴 （ヴァイオリン）
　　　神戸愉樹美（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、櫻田亨（アーチリュート）
〈曲目〉マレ：聖ジュヌヴィエーヴ教会の鐘の音
　　　ツァンボーニ：「ソナタ９番」より、千の風に乗って ほか

好評
発売中！

〈出演〉陳臻（二胡 他）、諸井 博子（ピアノ）　ほか
〈曲目〉河、牧羊女、ガブリエルのオーボエ、島人ぬ宝　ほか　
〈料金〉全席指定 ：3,000円
　　　（当日：3,300円）

シルクロードの旋律を奏でる㉑

陳臻（Chen-Zhen）
中国二胡 リサイタル
 11月7日（日）14:00開演（13:15開場）
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〈講師〉岡田　直（横浜都市発展記念館）　〈会場〉岩間市民プラザ4Fホール　〈定員〉50名（先着順）　
〈運賃〉500円（当日現金/要事前予約）〈内容〉横浜市営交通100年を記念し、当時のニュース映像とともに横浜の交通の
発展を振り返ります。　〈お問合せ・申し込み〉岩間市民プラザ 　045-337-0011 　
　

　「ニュース映像で見る横浜の市電と地下鉄」
　

11月13日（土）14：00

　　4/11（月）・18（月）

　黒い潮
　　　
12月16日（木）①10:30 ～
　　　　　　　②14:00 ～
（2回上映、開場は各30分前）

第152 回

〈監督〉山村聰　〈出演〉山村聰、津島恵子、東野英治郎
〈内容〉下山事件にヒントを得た井上靖の小説を
　　　映画化した作品
〈料金〉全席指定 各回：900円
　　　＊会員制（入会費・年会費無料）

【1954年/日活/113分】

古楽の魅力 
～ヴィオラ・ダ・ガンバの無垢な響き～

2月6日（日）14:00開演（13:30開場）

サイレントシネマ&活弁ワールド12 〈出演〉坂本頼光（活動写真弁士）
〈演目〉「瞼の母」　（主演：片岡千恵蔵）
ローレル＆ハーディー 「世紀の決闘」、「リバティ」　
※当日４Fロビーにて「瞼の母」原作者の長谷川伸にまつわる写真数点の展示もあります。

〈料金〉全席指定 ：1,500円（当日：1,800円）

11/6（土）
10:00 ～
チケット
発売開始 !

「世紀の決闘」、「リバティ」

「瞼の母」 （主演：片岡千恵蔵）
ローレル＆ハーディーの

11/17(水）
10:00～
予約受付!

“魂”

参加
　募集中！


