
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇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。 
 

 

 月 日 公  演  名 開 演 時 間 会  場 

１ 8/6(木) ファミリー・オルガン・コンサート 2020 

※0 歳からのオルガン・コンサートの内容を一部変更して開催します 

11:00 大ホール 

２ 夕涼みオルガン・コンサート  

Lucy’s Music Beer Hall 

19:00 大ホール 

及びエントランス 

３ 8/7(金) こどものための おやこオペラコンサート 11:00,14:00 小ホール 

４ 8/8(土) 海と音楽とピクニック！ 

横浜みなとみらいホール オープンデー 

※状況により開催不能の場合 8/9 より HP 上で演奏を配信いたします 

11:00 ホール全館 

オルガン・1 ドルコンサート 遊音地スペシャル 11:00,14:30 大ホール 

５ 8/9(日) ファミリーオペラコンサート！ 

「おおきなかぶ」＆ベートーヴェンの「運命」 

11:00 大ホール 

６ 「金の卵みつけました」スペシャルコンサート 14:00 大ホール 

７ 全日 「だれでもピアノ」体験コーナー 期間中 エントランス 

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！ 

 
横浜芸術アクション事業 横浜銀行 Presents こども未来ミュージック・プログラム 

 

みなとみらい遊音地
ゆうおんち

  ８/６-９ 
横浜みなとみらいホール フェスティバル“夏”

      
夏の 4 日間、音楽の遊園地が今年もみなとみらいに開園します。オープニングは「ファミリー・オルガ

ン・コンサート 2020」、その夜は、一夜限りのビアホールもオープン！そのほか親子で楽しめるオペラ

コンサートや、ホールを丸ごと楽しめるオープンデー、そして若き才能あふれる未来の音楽家がソリス

トとして出演する「金の卵」企画など、ワクワクするコンサート・企画をご用意しております。感染症

対策を講じつつ、普段の公演では触れることのできないホールをどうぞお楽しみください。 

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 
広報担当：伊藤啓太   事業担当：小椋錬太郎、佐々木真二、新野見佳奈、飯島玲名 

Press Release 

2020 年 7 月 16 日 

【安心してご来場いただくために：新型コロナウイルス感染症に関する横浜みなとみらいホールの取り組み】 

・ご来場のお客様にはマスク着用のご協力をお願いしております。 

・各公演でガイドラインに即した定員とし、座席の両隣を 1席ずつ空席にして販売いたします。有料公演につき

ましては、指定された座席にお座りいただきご鑑賞いただく必要がありますため 3 歳以下のお客様はご入場い

ただけません。 

・ご入場の際にサーマルカメラを使用した体温測定を行います。 

・スタッフがチケットを切らずに目視で確認する、もしくはチケットの半券をお客様ご自身に切っていただき回

収する方法へ変更する場合がございます。 

・各階ロビーにアルコール消毒液を用意しております。 

・コンサートを運営する全スタッフはマスクを着用し職務につきます。なお一部スタッフは手袋、フェイスシー

ルドを着用させていただきます。また事前に検温を実施のうえ配置につくものとし、発熱等の症状があるとき

は職務につくことはありません。 
 
詳しくはこちらのページをご確認ください 

https://mmh.yafjp.org/mmh/topics/2020/05/post-318.php 

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） 

2020年 7月 15日現在 

https://mmh.yafjp.org/mmh/topics/2020/05/post-318.php
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1. ファミリー・オルガン・コンサート 2020 ハロー！ようこそ！おんがくとあそぼう♪ 

大ホールのパイプオルガン・ルーシー、ソプラノ、パーカッション、大人気のホールマスコット・みなトラく

んでたのしい音楽をたくさんお贈りします！みなさんご一緒にお楽しみください！！ 
 

日時・会場：8月 6 日（木）大ホール 11:00 開演／10:10開場 

出演：浅尾直子（オルガン）、山田英津子（ソプラノ）、ぱぱーパ山だ（打楽器）、みなトラくん 

料金：全席指定 4 歳～小学生￥500 中学生以上￥700  

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、株式会社横浜銀行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 夕涼みオルガン・コンサート Lucy’s Music Beer Hall 
今年の Lucy’s Music Beer Hall では冷たいビールは飲めません。 

しかし！――今年はオルガンとウクレレを楽しみながら、目移りするほどのワインや日本酒を販売するビアホー

ル・イベントを開催します。 

クラシックだけじゃない横浜みなとみらいホールを楽しんだあとは、お家でゆっくり美味しいお酒を。 
 

日時・会場：8月 6 日（木）大ホールとエントランス 19:00-20:30 

出演：三浦はつみ（オルガン）、 

富川勝智（ウクレレ）、原順子（パーカッション）、田村拓也（パーカッション） 

料金：￥100 定員先着 100 名程度 ※未成年者はご入場いただけません。 

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会 

共催：株式会社横浜銀行、日揮ホールディングス株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の公演より 



昨年度の公演より ©藤本史昭 

3. こどものためのおやこ・オペラコンサート オペラ「森は生きている」 
「オペラってなあに？」―第一部はそんな疑問に答えるワークショップ。 

第二部はオペラ「森は生きている」。ロシアの児童文学作家、マルシャークの戯曲に作曲家の林光さんが素敵な

音楽を付けました。森にすむ 1～12 月の“月の精”たちが登場する心温まる物語です。途中振付等でご参加い

ただけるコーナーもございます。 
 

日時・会場：8月 7 日（金） 小ホール 

1 回目 11:00 開演／10:20開場  

2 回目 14:00 開演／13:20開場 

出演：小田切一恵（むすめ）、辛島安妃子（もう一人のむすめ）、柳澤涼子（女王）、川口美和（おっ母さん）、

武田直之（博士）、君島広昭（兵隊・四月）、小林万里子（ピアノ）、林光（作曲・台本）、中村敬一（演

出） 

料金：全席指定 4 歳～小学生￥500 中学生以上￥1,000 

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、株式会社横浜銀行 

協力：NPO法人横浜シティオペラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 海と音楽とピクニック！ 横浜みなとみらいホール オープンデー  
海の見える横浜みなとみらいホールをピクニック気分で巡りながら、様々なジャンルの音楽が楽しめます。場

所はホール全館。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。 
 

日時・会場：8月 8 日（土）ホール全館 10:30開場 

出演・企画： 

●オルガン・1ドルコンサート 遊音地スペシャル（山口綾規） 11:00-／14:30- 

●ジャズ（加藤崇之、近藤直司、永田利樹、芳垣安洋） 11:45-／13:00-／15:15- 

●ギター（富川勝智） 12:00-／13:15- 

●打楽器（原順子、田村拓也） 12:00-／13:15- 

●ウクレレ＆打楽器（富川勝智、原順子、田村拓也） 14:00-／15:30- 

●楽器の王様パイプオルガンを体験できる「王様とワタシ」 15:30- 

料金：入場無料 ※オルガン・1 ドルコンサートのみ有料￥100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の公演より 



5. ファミリーオペラコンサート！ 「おおきなかぶ」＆ベートーヴェンの「運命」 
●みんなで一緒に「うんとこしょ、どっこいしょ！」誰もが一度は読んだことのある名作「おおきなかぶ」を 

ハマの JACK がオペラにしました。一流演奏家たちが奏でる音楽を体感できるファミリーオペラコンサート。 

ご家族皆様でお楽しみ頂けること、間違いなしです！ 

●ジャジャジャジャーン！ 

皆が聴いたことがあるあの有名なベートーヴェンさん。今年は生きていたら 250歳を迎える記念の年になりま

す。ベートーヴェンが持つ音楽のパワー、エネルギーを思う存分全身で浴びてください。 
 

日時・会場：8月 9 日（日）  大ホール 11:00 開演／10:10開場 

出演：木村裕（作曲）、塙翔平（演出）、竹平晃子（司会）、瀬山智博（指揮）、ハマの JACK オーケストラ、 

後藤春馬（おじいさん）、福間章子（おばあさん）、森川史（まごむすめ）、新津耕平（いぬ） 

料金：全席指定 4 歳〜中学生￥500 高校生以上￥2,000 

主催：NPO法人ハマの JACK 

共催：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） 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

6. 「金の卵みつけました」スペシャルコンサート 
NHK交響楽団（N響）のメンバーを中心として活動するハマの JACKと横浜みなとみらいホールが協働し 

開催しているオーディション「金の卵を探しています。」。今回は過去のオーディションで合格した若き才能あ

ふれる 7 名をソリストに迎えてスペシャル版で開催します。成長した“金の卵”たちにぜひご期待ください！ 
 

日時・会場：8月 9 日（日） 大ホール 14:00開演／13:10開場 

出演：橘和美優、関朋岳、前田妃奈、東亮汰（ヴァイオリン）、馬場彩乃、黒澤優芽（ピアノ）、 

平井祐心（チェロ）、瀬山智博（指揮）、ハマの JACKオーケストラ（特別編成オーケストラ） 

料金：全席指定 4 歳～中学生￥500 高校生以上￥1,000 

主催：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）／特定非営利法人ハマの JACK 

共催：横浜アーツフェスティバル実行委員会、株式会社横浜銀行 

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会 

特別協賛：株式会社日本ヴァイオリン 

 

 

 

 

 

 

 

7. 「だれでもピアノ」体験コーナー 

昨年の横浜音祭りで話題になった「だれでもピアノ」が遊音地に初登場！ 

たった 1 本の指でピアノの鍵盤を押すだけで誰でもピアニストに！！ 
 

日時・会場：遊音地期間内 エントランスロビー 

料金：無料 

共催：東京藝術大学 COI拠点 インクルーシブアーツ研究グループ 

昨年度の公演より 

昨年度の公演より©木村敬一 


