横浜駅より各駅停車で約 5 分
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ありがとう

催し物案内
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ぷらこ

July

公式HP http://iwamaplaza.jp/

岩間市民プラザ

検索

岩間市民プラザはおかげさまで今年の 7 月に３0 周年を迎えます！
これからも地域の皆様に愛される施設を目指して頑張って参ります
ので、 どうぞ末永くよろしくお願いいたします。

今月のとぴっくす！ Vol.115
Vol.128

（2022 年 1 月分）1/1（土）〜 3（月）・11（火）・17（月）

ホール

内

本格 JAZZを楽しむ

〜ブルージーブルーwith七澤清貴〜

午前の音楽会はクラシックの曲を分かりやすくトークを交えてお届けする
コンサートです。今回は、横浜で活動しているジャズバンド「ブルージー
ブルー」と、クラシックから少し離れジャズにスポットを当てます。スタ
ンダードジャズはもちろんラテンロック、ボサノヴァ、歌謡曲まで…。
多彩な音楽をお楽しみください。

今月の休館日 7/5（月）・12（月）
（休館日）
ホール・ギャラリー抽選申込み除外日

7月

30th ！

イベント情報を発信中！

容

開演時間／入場料

昼下がりのガラ・コンサート

お問合せ

14：00 開演

、渡海千津子（Sop）
３ 〈出演〉磯部周平（Cl）
〈内容〉様々な音楽を楽しめるガラ・コンサート
（土）
〈曲目〉G.ガーシュイン：ラプソディインブルー、J.プッチーニ：ある晴れた日に
〈HP〉https://www.quartet-online.net/ticket/galaconcert

第33回おざきギター発表会

4 〈内容〉クラシック独奏・重奏・合奏からウクレレ、弾き語り、バンドまでバラエティ
に富んだ楽しいコンサート♪
（日）
〈曲目〉ラヴァーズ・コンチェルト、シェリトリンド、スパニッシュコーヒー、
ヴェニスの謝肉祭変奏曲、オリーブの首飾り 他
セント・トーマス、
横浜こどものひろば舞台鑑賞会

ロバの音楽座「わいてくるくるおんがっかい」

一般：3,000 円
70 歳以上・中高生
2,000 円
障がい者・小学生
1,000 円

ガイアアート
エンターテイメント

03-5385-2220

14：00 開演

おざきギター教室

入場無料
( 招待券 )

045-331-3931

14：00 開演

NPO 法人

11
横浜こどものひろば
4,000 円
〈出演〉松本雅隆、上野哲生、大宮まふみ、富田りぐま
（日）
（3 歳以上一人につき）
〈内容〉しなやかな子どもたちの感性に響く30種類以上の素朴な古楽器やオリジナル
045-243-0762
※要事前予約
空想楽器によるアンサンブル
Vol.128

〜ブルージーブルーwith七澤清貴〜

本格 JAZZを楽しむ

完売御礼

17
、
、藤田治（トランペット）
、藤田勝美（サックス）
（土）〈出演〉七澤清貴（ヴァイオリン）
、中西和音（ドラム）、小林展明（ベース）
松石恵美子（ピアノ）
〈曲目〉A列車で行こう、カントリーロード、いい日旅立ち ほか

立川晴の輔 新しい生活様式対応独演会

27
〜歴代のグッズいかがでしょうか〜
〈出演〉立川晴の輔
（火）
〈内容〉立川晴の輔による落語独演会。
〈HP〉https://www.harenosuke.com/

11：10 開演

全席指定 1,200 円

岩間市民プラザ

045-337-0011

18：30 開演
全席自由
前売 3,000 円
当日 3,300 円

グレースプロジェクト

042-785-4303

＊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、関係者のみのホール利用もございます。

＊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。

着付け講座

7/6（火）
、20（火） 9：45 〜 11:45

講座

〈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

プラザ

カメラ講座 〜気軽に写真を楽しもう〜

7/8（木）
、8/12（木）
、9/2（木） 10:00 〜 11:30

体験

〈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）
de 〈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 iwama̲info@iwamaplaza.jp
※この掲載内容は 2021 年 6 月 17 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 8月-10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。

Vol.129

カルテットNによる
極上の楽しみ
9月18日（土）11:10開演（10:30開場）

、七澤裕子（ヴァイオリン）
〈出演〉七澤清貴（ヴァイオリン）
、大澤哲弥（チェロ）
七澤達哉（ヴィオラ）
〈曲目〉日本のメロディー ほか

7/18（日）
10:00 〜
販売開始 !

〈料金〉
全席指定1,200円

ブルージーペッパーズコンサート 〈出演〉ブルージーペッパーズ（ビッグバンド）

〈内容〉スウィングジャズから昭和歌謡まで、華やかな
7/3（土）
10:00
〜
ビッグバンド演奏にトークをそえてお送りします。
〜ヨコハマとジャズ〜
販売開始 !
〈曲目〉イン・ザ・ムード ほか
9 月 23 日
（木・祝）
16:30 開演
（16:00 開場）〈料金〉全席自由一般：2,500 円、学生：2,000 円（当日券は各＋300 円）
桂歌助・桂歌若 ほかアマチュア落語家多数
千客万来！岩間寄席 〈出演〉
〈内容〉
アマチュアメインの落語会

10 月 3 日
（日）1 部 10:30 開演
2 部 14:00 開演

8/25（水）
10:00 〜
販売開始 !

〈料金〉全席自由：1 部、2 部各回 500 円（当日券：各 700 円）
通し券700 円（セット券は前売り販売のみ）

〈チケットのご予約・お問合せ〉
■岩間市民プラザ TEL 045-337-0011
（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」
は、
岩間市民プラザのみの販売。
■カンフェティ WEB http://www.confetti-web.com
TEL 0120-240-540
（平日 10:00 〜 18:00）
新型コロナウィルス感染症
拡大防止の為のお願い

ぷろふぃーる
なまえ ： いわま ぷらこ
すきなもの ： １F いろえんぴつのパン
いわましみんぷらざのどこかに
こっそりいます。
みつけたらなにかいいことあるかも？

・検温、アルコール消毒、マスクの着用にご協力下さい。
・発熱または風邪の症状がある場合には、ご来館をお控え下さい。
※37.5 度以上のお客様には、入場をお断りする場合がございます。

岩間市民プラザ 令和 3 年度外壁工事のお知らせ

いつも、横浜市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、下記の通り外壁改修工事を実施することに
なりました。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。また、駐車場の
利用を制限させて頂く場合があります。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。

施設利用のお申し込みにあたっては、予めご了承の上、 ◆想定される影響
・足場を建物駆体に固定するボルトのドリル打ち込み音
お手続きをお願いいたします。
◆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

・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

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110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

・18（月）
7/5（月）
・12（月）、8/2（月）
・13（月）、10/４（月）
・3（火）・23（月）、9/6（月）
11/８（月）
・15（月）、
12/13（月）
・20（月）・29（水）〜31（金）、1/1（土）〜 3（月）・11（火）
・17（月）

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

