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一足早いクリスマス
12月9日（土）、10日（日）の2日間、
吉野町市民プラザと蒔田公園に、一足早いクリスマスがやってきます。
アート＆クラフトマーケットでは、ハンドメイドのアクセサリーや雑貨などバラエティ豊かなお店が並びます。プ
レゼントにぴったりの一品を見つけてみませんか。当日は同フロアで、クリスマスコンサートを開催します。2日間
で6グループが出演。ハンドベル、コーラス、室内楽と様々な編成で、ご家族みんなで楽しめる「ジングルベル」や
「きよしこの夜」など、クリスマスソングの聞き比べが楽しめます。
夕方からは、蒔田公園の「光のぷろむなぁど」へどうぞ。キャンドルや光のアートがつくる幻想的な空間で、暖か
い飲み物を片手に野外コンサートはいかがでしょうか。地域の力で、街のぬくもりを伝えます。

冬のアート＆クラフトマーケット～みんなで行こう～
ここでしか出会えない素敵な手作り品と、楽しい体験会があなた
との出会いを待っています。当日参加OK！
（まるごとみなみスタンプラリー参加）
【時間】10時30分～16時
【会場】2階ギャラリー・ギャラリーホワイエ

クリスマスコンサート

光のぷろむなぁど2017 ハッピーバースデー

★12月9日（土）
10：30/11：30
横浜英和小学校ハンドベルクラブ・合唱隊
12：30/13：30
神奈川県庁ブルーハーバーオーケストラ
’とめ家デュオ’
ポップスギターを楽しむ会所属
ギターアンサンブルグループ
14：30 ビエングラシアス、チャオ
15：30 エスペランサ、クリスマスアンサンブル

【時間】15:30-20:00
【メイン会場】蒔田公園
【主なイベント】キャンドルナイト、クリスタルバースデーケ
ーキ、みんなの光アート 、みんなのワークショップ、
ホッとHOTカフェ＆光の屋台（16：00-19：00）

★12月10日（日）
10：30/11：30
神奈川県立横浜清陵高等学校合唱部
12：30/13：30
フェリス・クラリネットクァルテット
14：30/15：30 横響弦楽アンサンブル

【水辺の光コンサートスケジュール（予定）】
★12月9日（土）
15：30 蒔田・日枝・南太田キッズ 第2南ひまわり学童 合同合唱隊
15：50 横浜市立共進中学校（吹奏楽）
16：20 Re:UPS（ポップス・バンド）
16：50 わ座（和太鼓）
17：20 カンガルークラブ（ダンス）
17：40 桑山千穂（アコースティック）
18：10 カヌー協会（水上パフォーマンス）
18：30 南邦屋（邦楽）
★12月10日（日）
15：30 横浜市立蒔田中学校（吹奏楽）
16：00 H-Kids dance（ジャズヒップホップ・ダンス）
16：30 澤村昭雄＆Just Friends（バンド演奏）
17：00 Nakanospecial（インスト・バンド）
17：30 Earth cloud（ポップス＆ロック・バンド）
18：00 撥當（和太鼓）
18：30 NAZCA（JAZZビッグバンド）

昨年のコンサートより

利用団体紹介

ウェルカムプラザの優先定期利用団体をご紹介します。 メンバーの募集情報も満載で
す。 あなたも参加してみませんか。 まずは見学や体験参加からいかがでしょうか？
お申し込み、 お問い合わせは直接各団体へお願いいたします。

会場と活動日

グループ名・募集内容

H-kids dance

※スケジュールは、変更になる場合があります

スタジオ A 毎週月 15:15-21:45

会費

活動内容と連絡先

5,000 円～
／月 4 回

幼児から中学生までのジャズダンス、ヒップホップ
ダンスの練習 穴吹 E-mail h_kids_yokohama
@yahoo.co.jp URL http://www.h-kids.com/

一緒に楽しくダンスしませんか！？初心者歓迎。お気軽に ○幼児クラス ○小学校低学年クラス ○小学校高学年クラス
○中学生クラス ☆ヒップホップクラス ☆ジャズクラス無料体験できます！！いつでも大丈夫です！

ストレッチ体操教室

スタジオ A 毎週火

10:00 ヒーリングヨガ、
11:00 ピラティス＆ダンス

体を動かす習慣のない方でも気軽にはじめられるレッスンです。
年齢、性別問わず、常時無料体験有（1 回）

横浜交響楽団

ホール 毎週火、金 18:00-22:00
（合奏時間は 19:15-21:30）

1,000 円
／1回
4,000 円
／5回

演奏活動費
月 5,000 円
（高校生 1,000 円）
演奏会
出演費有

ヨガクラス／ピラティスを含むフィットネス
ダンスクラス（2 講座）
首藤（すとう）(090)7800-5173
E-mail funkyetsuco@yahoo.co.jp
年 8 回の定期演奏会のための管弦楽（木管楽
器、金管楽器、打楽器、弦楽器）の合奏練習
事務局 (080)3308-1321
URL http://www.yokokyo.net

団の活動に積極的かつ熱意と責任を持って参加できる方を歓迎。 ヴィオラ 3 名・オーボエ 1 名・チューバ 1 名・打楽器 2 名
など、欠員のあるパートでは随時団員を募集しています。募集状況はホームページをご確認ください。

神奈川県庁ブルー
ハーバーオーケストラ

スタジオ A 毎週火 19 :15-21 :45

2,500 円
／月

ビッグバンドジャズの練習
鈴木（080）1090-3404

年齢、経験は問いません。一緒に音楽を楽しみましょう。
トランペット、トロンボーン（バス大歓迎）
、テナーサックス、ベース（ウッドベース、エレキベースのどちらでも可）募集

南区体育協会（体操協会）

ホール 毎週水 9:00-12:00

5,100 円
／ 1 期 10 回

健康体操教室（ストレッチ体操、リズム体操、
ダンス、レクダンス等）堀川（045）711-1374

簡単なリズム体操・ダンス・ストレッチで、体力づくりをします。
新しく始めてみませんか。初心者大歓迎（会費：保険代含む )

ピラティス中嶋

スタジオ A 毎週水

①10:30-11:45
② 9:30-10:00

①1,500 円／
1回
②500 円／ 1 回

①ピラティス（ストレッチ、筋力・バランス強化）
②コグニサイズ（物忘れ防止に）中嶋 (090)2623
-2316 E-mail nao3-faso@docomo.ne.jp

ピラティスで「姿勢美人」になりましょう！！運動経験無い方も OK ①定員 10 名、②定員 30 名 ※継続して参加をしていただける方を
優先にしています。当日空きがある時には参加可能です。（前日 18 時までに電話又は Mail にてご連絡ください )

未来太鼓道場

スタジオ A 毎週水 17:30-21:45

1,000 円
／1回

和太鼓の稽古（基礎編、中級編、応用編）
未来太鼓道場 (044)328-9908

12月の催し物 4 階ホール

12月の催し物 2階ギャラリー

■「和の会」朗読発表会

■MOA美術館 横浜市南区児童作品展

開催日 12/2 ( 土 ) 開場＝12：30 開演＝13：00
入場無料 問合せ 和の会 斉田 090-4022-2856
◆「和の会」は表現朗読の勉強に励んでおります。多様
な物語の世界をお届けしますのでご来場頂ければ幸い
です。

期間12月2日(土)～12月3日(日) 時間10:00～17:00
入場無料 問合せ 事務局 090-8036-1547
yokohamamai@kpb.biglobe.ne.jp
◆こどもたちの創作活動を奨励することで「生命を尊ぶ心」
「心豊かな人間形成」を目的として開催しています。

□真由美モダンバレエ教室 クリスマス発表会

広告募集中！

■平成 29 年度 第６回考古学講座
（神奈川県埋蔵文化財センター・横浜市教育委員会 共催事業）

ホール

毎週木 9:00-12:00

健康で明るく充実した毎日を送れるよう健康維持に役立ちます

撥當

4,000 円／
3 ヶ月間

講師を招いての太極拳の稽古 上條 (045)7428178 E-mail kamijo-k@kbf.biglobe.ne.jp

初心者歓迎、参加者募集

スタジオ A 第 1、第 2、第 3 木 19:45－21:45

4,000 円
／月

和太鼓の稽古と本番準備
木島 (090)5443-6327 URL bachiatari.com

一人でも多くの方々に和太鼓を楽しんで頂けたらと思います。初心者の方大歓迎、随時募集、見学大歓迎

石沢体操

ホール 毎週金 9:00-12:00

身体のあらゆる筋肉を動かし歪みを矯正する。

三宅太鼓

年齢

3,000 円
／月

矯正体操の実践
石橋 (090)9014-5965

高校生以上、上限無。随時受付けます。

スタジオ A 月 3 回 金曜日 19:30-21:30

大人
10,500 円
／月

三宅島に伝わる和太鼓芸能教室 津村 (042)679
-0910 E-mail info@miyaketaiko.com
URL http://miyaketaiko.com

シンプルなリズム、力強さ、奥深さを島出身の講師により本格指導。
初心者大歓迎。無料体験実施中。( 小学生から 60 歳代まで幅広い生徒が横打ちスタイルの和太鼓のとりこになっています。)

ウェルカムプラザ ： 吉野町市民プラザでの芸術 ・ 文化活動を応援する優先予約制度です。 優先利用 （公演および作品展示
利用 / ホール、 ギャラリー） と優先定期利用 （練習および講座等の定期利用 / ホール、 スタジオ A、 会議室） の二種類が
あります。 現在ホールとギャラリーは平成 30 年 8 月～平成 31 年 3 月分、 スタジオ A ・ 会議室は平成 30 年 5 月～平成 31
年 3 月分を受付中です。 平成 31 年度利用は平成 30 年夏に募集開始予定です。 詳細はホームページをご覧ください。

ギャラリーＵ25プラン募集中
25歳以下のみなさんへ朗報です。
通常料金の半額でギャラリーをお使いいた
だけます。あなたの作品を、たくさんの方
にご覧いただくチャンスです。
ギャラリーで展示してみませんか。

開催日 12/16（土） 受付開始＝13：30 開演＝14：00
入場無料 申し込み期限 11/30（木）必着
※応募者多数の場合は抽選となります。
問合せ 神奈川県埋蔵文化財センター 045-252-8661
◆埋蔵文化財や考古学の入門的な内容の講座です。

休館日のお知らせ
□上大岡ギタースクール 第 36 回ギターのおさらい会
開催日 12/17（日）開場＝12：00 開演＝12：30
入場無料
問合せ 上大岡ギタースクール 045-843-4069
guitar@kgs82.com
◇ギター教室の発表会です。

平成 29 年 12/4（月）5（火）
年末年始 12/29（金） ～ 1/3（水）
平成 30 年１/9（火）、2/5（月）6（火）、3/5（月）

貸出休止のお知らせ
吉野町市民プラザでは、平成30年2月14日（水）から平
成30年3月8日（木）にかけてホール照明設備更新工事
を予定しております。それに伴い、工事期間中はホール
がご利用いただけなくなります。ご利用の皆様にはご迷
惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほど、よろし
くお願い申し上げます。
＜貸出休止室場＞
吉野町市民プラザ 4階ホール
＜貸出休止期間＞
平成30年2月14日（水）から平成30年3月8日（木）
なお、ホール貸出休止期間中であっても、その他の室
場（ギャラリー、会議室、スタジオ）は通常通りご利用い
ただけます。また、受付業務は通常どおり行います。

■第46回横浜国立大学邦楽研究会定期演奏会
開催日12/23（祝・土） 開場＝13：30 開演＝14：00
入場無料 問合せ 邦楽研究会 090-5602-5381
ynu.houken@gmail.com
◆琴、三味線、尺八などの和楽器を用いた演奏会です。

□12月社交ダンス すみれ会
開催日 12/6（水）、12/13（水）、12/20（水）、12/27（水）
時間 13：00～17：00 料金 700円 参加自由
問合せ 守屋045-751-2841
◇茶菓子・アテンダントあり

市営地下鉄「吉野町駅」より徒歩3分
京浜急行 「南太田駅」より徒歩7分
バス停
「お三の宮」より徒歩1分

アクセス

■12月社交ダンス 蘭ダンスパーティ―
開催日12/12（火）、12/26（火） 時間13：00～16：00
料金600円
問合せ 蘭 児島045-861-6636
◆リボン有 茶菓子付 自由参加
●平成 29 年 11 月 24 日発行 ※掲載内容は 11 月 15 日現在の情報です。
内容・時間は変更になる場合があります。

「

首都高速

横浜市吉野町市民プラザ

開館時間 9 時〜 22 時 利用手続き、チケットの取扱いは 21 時まで

〒232-0014 横浜市南区吉野町 5‒26 URL http://yoshinoplaza.jp
TEL 045(243)9261 FAX 045(243)9263
●指定管理者：( 株 )tvk コミュニケーションズ・( 公財 ) 横浜市芸術文化振興財団・( 株 ) 清光社
・( 株 ) 横浜メディア アド 共同事業体

10 月・11 月のレポート
10 月 9 日 ( 月・祝）吉野町アート寺子屋～秋～「焼菓子作り＆撮影ワークショップ」
フォーラム南太田 （男女共同参画セン
ター横浜南） にて、 「SNS で映える写
真を撮ろう !! 焼菓子作り＆撮影ワーク
ショップ」 を開催しました。 当日は、 焼
菓子作りの講師として 「旅するコンフィ
チュール」 の違克美さんをお迎えし、
撮影ワークショップの講師は吉野町市民
プラザの若尾館長が担当しました。

当日参加した 8 組のみなさんは、 焼
菓子にクリームやビーズで飾り付けした
り、 カラフルな布や折り紙で背景を彩る
など、 工夫を凝らしていました。 出来
上がった焼き菓子をスマホやデジカメを
パシャリ !! 大満足のいちにちになりまし
た。

10 月 25 日（水）「桂歌丸落語会」
落語会は満員御礼。 前半は、 前座
の三遊亭馬ん長、 大人気二つ目ユニッ
ト 「成金」 からの春風亭昇々、桂宮治、
柳亭小痴楽が会場を沸かせます。 後
半は桂歌丸師匠です。 まくらでは、ユー
モアたっぷりに 「趣味が入院、 特技が
退院」 と振返りお客様の心配を笑いで
吹き飛ばすと、 本題では気分一新して、

『紺屋高尾』 をじっくりと聴かせてくださ
いました。
お客様は噺に響きあうように笑い、 聞
き入ります。 会場がひとつになるのを
感じました。
お客様からは、 「声につやがあった。
お元気な歌丸さんにあえて嬉しい」 とい
うお声が聞かれました。

11 月 14 日 ( 火）「アフタヌーンコンサート～声楽とピアノで贈る四季の曲～」
「アフタヌーンコンサート～声楽とピアノ
で贈る四季の曲～」 が開催されました。
フェリス女学院大学音楽学部出身である
関桃子（ソプラノ）、田中綾乃（ソプラノ）、
今井祐花 （ピアノ） が出演。 横浜にゆ
かりのある作曲家・中田喜直の曲目（「ち
いさい秋みつけた」 「雪の降るまちを」

募集中の講座

ご興味のある方は、是非お問い合わせください。

楊名時健康太極拳

あなたも情報掲載してみませんか？
コンサート・講演会・イベントの告知や企業広告にご利
用いただけます。
サイズ 幅90mm 高さ85mm
広告料 3,000円（１ヶ月）
送付先 市内文化施設等150ヶ所
写真やイラストも配置可能です。

開催日 12/15（金） 開場＝18：00 開演 =18：30
入場無料 問合せ 宮本 090-9304-6845
m-mayumi-number8@ezweb.ne.jp
◇モダンバレエ教室の発表会、どなた様でも観覧できま
す。

1 月開始

他） や、 季節の名曲 （「赤とんぼ」 「紅
葉」 他） が解説付きで演奏されました。
質問コーナーでは 「長く息が続く方法
は？」 や 「横浜市歌を歌ってほしい！」
などさまざまな方向から出演者に質問が
向けられ、 終始おだやかな雰囲気に包
まれていました。

チャレンジ ・ ザ ・ ギターを修了した方、 もしくはギターの基礎を
習得している方を対象にしたレベルアップ講座です。

「ステップアップ・ザ・ギター 2018」

座学ではなくギターを手にしてメロ
ディーやコードの基本の復習、 アルペ
ジオや様々なストロークパターン、 ス
ラーやハーモニクスなどの特殊奏法、
さらには簡単な独奏にも挑戦します。

【講師】 堀井義則
（公益社団法人日本ギター連盟理事
・ 第 26 回東京国際ギターコンクール優勝）

【日 程】 平 成 30 年 1/14、 1/28、
2/4、2/18、2/25、3/4、3/18 （日曜日）
【時間】 各回 10:00〜12:00
【会場】 スタジオ A
【定員】 35 名
＊応 募 者 多 数 の 場 合、 抽 選 （当 館
主催のギターワークショップ 「チャレン

ジ ・ ザ ・ ギター」 の修了生を優先とさ
せていただきます）
【申込期間】
11 月 15 日 （水）〜12 月 7 日 （木）
【料金】 （18 才以上） 18,000 円、
（小 学 校 4 年 生 以 上 高 校 生 以 下）
16,000 円

YS350通信vol.7
11月14日から23日まで、2階ギャラリーホワイエにて「吉田新田350
周年写真展～この顔に会える吉田新田～」の展示が行われました。
写真展は横浜まちかど遺産探検隊のみなさんによる巡回展で、南区
役所、フォーラム南太田に続いて吉野町市民プラザで展示
が行われました。
現在、このエリアに暮らす人々が数多く写真に収められ、
多くの方々にご来場頂きました。

お申し込み・お問い合わせは吉野町市民プラザまで
TEL 045(243)9261 FAX 045(243)9263

URL http://yoshinoplaza.jp

