横浜駅より各駅停車で約 5 分

2022

イベント情報を発信中！
公式HP http://iwamaplaza.jp/

催し物案内

岩間市民プラザ

検索

！
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今月のとぴっくす！ Vol.127

June

最終回
第 153 回

潮騒

6/30（木）

①10:30 ②14:00

© 日活

吉永小百合、浜田光夫を主演に迎えた、同名の三島作品の映画化！瀬戸内
海の小島で繰り広げられる青春物語をスクリーンでお楽しみください。
・20（月）
今月の休館日 6/13（月）
ホール・ギャラリー抽選申込み除外日
（休館日）

（2022 年12 月分）12/12（月）
・19（月）
・29（木）〜 31（土）

ホール

内

6月

Butter

※
「思い出名画館」は今回で終了いたします。
会員の皆様には、これまで長い間「思い出名画館」を支えて頂き、誠にありがと
うございました。今後の上映会につきましては、改めておしらせいたします。

容

開演時間／入場料

vol.4

開演：17:30

18
ダンス発表会
（土）〈内容〉
〈申し込み〉studiodawg.2017@gmail.com（要事前予約）
〈HP〉https://www.dancestudio-dawg.com/

最終回
第 153 回

潮騒

Dance Studio-Dawg

03-6260-8481

入場無料
※要予約

【1964 年 / 日活 / カラー /82 分】

30 〈監督〉森永健次郎 〈出演〉吉永小百合 浜田光夫 松尾嘉代
（木）〈内容〉三島文学の最高傑作を得て、大自然を背景に素朴な太陽のもとの

青春を吉永・浜田で詩情豊かに描く青春文芸大作。
※
「思い出名画館」は今回で終了いたします。今後の上映会の予定につきまして
は改めてお知らせいたします。

お問合せ

午前の部 10:30
午後の部 14:00
上映開始
全席指定：各回 900 円
※会員制（登録無料）

岩間市民プラザ

045-337-0011

＊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、ご来場前にご確認下さい。
＊催し物の詳細・当日券については、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、非公開のホール利用もございます。

着付け講座

6/7（火）
、21（火） 9：45 〜 11:45

講座

〈会場〉3F レクチャールーム 他 〈参加費〉月 1,500 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

プラザ

さあ、二胡を弾いてみよう！ 2022

〈会場〉3F レクチャールーム

初級クラス募集中！！

他

体験

de 〈内容〉初心者を対象とした二胡講座
〈受講料〉月 /7,000 円 ※月 /1,500 円で二胡のレンタル有り
〈お問合せ・お申込み〉岩間市民プラザ 045-337-0011

日程：6/9・23（木曜日）
時間：15:00 〜 16:15

～新型コロナウィルス感染症予防対策にご協力お願いいたします～

手指消毒＆マスク

1ｈに最低1回

換気

37.5℃未満

※この掲載内容は 2022 年 5 月 20 日現在の情報です。

横浜市岩間市民プラザ 自主事業ラインナップ 7月- 8月
、森下唯（ピアノ）
〈出演〉七澤清貴（ヴァイオリン）

Vol.134

ピアノの超絶技法！
森下唯来る！

好評
発売中！

〈曲目〉アルカン：鉄道、日本のメロディー ほか

全席指定1,200円
7月16日（土）11:10開演（10:30開場） 〈料金〉

〈出演〉米澤浩（尺八）、熊沢栄利子（箏・二十絃）
〈曲目〉八橋検校 : 六段の調、宮城道雄 : 手事、
三木稔 : 秋の曲、中能島欣一 : 三つの断章
長澤勝俊 : 錦木によせて
8 月 6 日（土）14:00 開演（13:15 開場） 〈料金〉全席指定 2,600 円（当日券 3,000 円）

其の二十八

邦楽いろはにほ〜

6/6(月）
10:00〜

チケット発売

予定!

〈出演〉曹雪晶 ( 二胡 )、蓮沼健介（ピアノ・シンセサイザー）
邵容（中国琵琶）
好評
〈曲目〉姑蘇春暁、茉莉花、十面埋伏 ほか

シルクロードの旋律を奏でる㉒

曹雪晶

中国二胡コンサート

発売中！

8 月7 日
（日）14:00 開演（13:15 開場） 〈料金〉全席指定 3,000 円（当日券 3,300 円）
〈チケットのご予約・お問合せ〉
■岩間市民プラザ TEL 045-337-0011 ■カンフェティ WEB http://www.confetti-web.com
TEL 0120-240-540（平日 10:00 〜 18:00）
( 9:00 〜 21:00 ※休館日、チケット発売日を除く）
※｢午前の音楽会」
「思い出名画館」
「邦楽いろはにほ〜」は、岩間市民プラザのみの販売。

子どものための夏休み日本舞踊ワークショップ

応募：郵便ハガキにて 7/1
（金）
必着！

募集

「めざせ☆やまとなでしこ＆にっぽんだんじ !!」

※参加者一名につき一枚でご応募ください

〈日時〉7 月27 日㈬〜 30 日㈯ ①10:30 〜12:30 ／②13:30 〜15:30 ※①②のいずれかの時間を選択
夏休みに日本の伝統文化にふれてみま
せんか？浴衣の着付けや和室での作法、 〈会場〉
岩間市民プラザ 3F 和室 〈対象〉小学生※原則全日参加可能な方 〈参加費〉7,000 円
〈定員〉各15 名
（抽選）
日本舞踊の基礎に挑戦してみよう !!
〈講師〉藤間恵都子
（日本舞踊家）
〈お申込〉郵便ハガキに①氏名②保護者名③学年・性別④住所⑤電話番号
最終日には家族に向けて練習の成果を
⑥希望する時間帯
（もう一方の時間帯の参加でも可能かどうか）
⑦ゆかたレンタルの有無について
発表します。
記入し応募 7/1
（金）
必着、
郵送でご応募下さい。
※抽選結果は 7 月初旬にご返信いたします。

ギャラリーのご案内

ーみなさまの日頃の成果を、ギャラリーで飾ってみませんか？ー

■面積等：面積 85㎡
（控室13㎡含）
､天上高 2.7ｍ、展示壁面幅 19ｍ
（固定）
＋8ｍ
（可動）■設備：両面展示用自立式
パネル、スポット照明､フック＆ワイヤー、展示テーブル､受付テーブル、ポスター掲示看板､脚立■用途：絵画･工
芸･手芸･書道･華道･写真等の展示■料金：１日2,400円
（入場料無料時）
／ 3,600円
（入場料徴収時）
■申込：利用月
の6ヶ月前に抽選申込。抽選終了後、その月の26日より、空き日程の申し込み｡電話･インターネットから横浜市市
民利用施設予約システムへご予約いただくか、施設窓口にて直接お申込みください｡

130 ㎜
65 ㎜

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108箇所

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。

70 ㎜
〒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 iwama̲info@iwamaplaza.jp

（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。

180°耳を長〜くして
耳よりな情報お待ちしています！

随時
募集中！

●休館日

6/１3（月）・20（月）, 7/４（月）
・１１（月）、8/8（月）・9（火）・22（月）、9/5（月）・12（月）
10/3（月）・17（月）、11/14（月）・21（月）、12/12（月）・19（月）・29（木）〜31（土）

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

