
 この秋開催される、横浜の「街」そのものを舞台とした日本最大級の音楽フェスティバル

「横浜音祭り２０１９」。 

 イタリアの若きカリスマ、アンドレア・バッティストーニが指揮する『横浜音祭り２０１９

オープニングコンサート』、ももいろクローバーZが出演する『ヨコハマ・ポップス・オーケ

ストラ2019』、バッキンガム宮殿を守る誇り高き英国近衛軍楽隊のコンサートや、ミュージカ

ル・スター石丸幹二によるコンサートなど、24公演分について、チケットの一般販売に先駆け

横浜市民限定の先行受付を開始します。 

※なお、横浜みなとみらいホール主催事業(横浜アーツフェスティバル実行委員会共催)についても、 
 横浜市民先行販売を実施します。詳細は別途横浜みなとみらいホール記者発表資料をご覧ください。 
 

 

プレスリリース － 2019年５月９日（木） 

横浜音祭り２０１９ 

横浜音祭り２０１９ 

５月11日（土）10時から市民限定の 

先行チケット受付を開始します！ 

《販売プログラム》 

公演名 日時 会場 

① 
横浜音祭り２０１９オープニングコンサート 
アンドレア・バッティストーニ× 
東京フィルハーモニー交響楽団 

９月15日（日）  
16時 

横浜みなとみらいホール 
大ホール 

② 
「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画 
スコティッシュ・アンサンブル＆アンナ・メレディス Anno 

９月16日(月・祝) 
13時/15時/19時 

横浜赤レンガ倉庫１号館  
３Ｆホール 

③ 
「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画 
英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート 

10月14日(月・祝) 
18時 

神奈川県立音楽堂  

④ 
ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019 
本広克行プロデュース 横浜音祭りスペシャル 
【劇伴の若き匠 菅野祐悟】 

11月１日(金)  
19時 

横浜みなとみらいホール 
大ホール 

⑤ 石丸幹二プレミアム・デュオコンサート 
11月4日(月・休)  
15時 

フィリアホール 
（青葉区民文化センター） 

⑥ 
横浜音祭り２０１９スペシャルコンサート  
〜林英哲･太鼓の世界「レオナール われに羽賜
（はねた）べ」〜 

11月9日(土)  
14時 

関内ホール 大ホール 

⑦ 横浜18区コンサート(※) 各会場ともに14時 各区文化施設 等 

《応募方法》 
  （１） 対   象：横浜市内在住・在勤・在学の方 
  （２） 応募方法：横浜音祭りチケットセンター（神奈川芸術協会内）で、電話及びWEB（専用受付フォー  
            ム）にて受付 
            <横浜音祭りチケットセンター> 
                     電話番号：045-453-5080 平日10:00～18:00/土曜10:00～15:00（日曜・祝日休） 
             URL：http://geikyo.pia.jp/yokooto/ (神奈川芸術協会ホームページ内)  
                    ※購入枚数は１人につき、１公演４枚まで 
  （３） 受付期間：５月11日（土）～21日（火） 
  （４） 結    果：応募多数の場合は抽選。当選の場合は５月21日(火)以降に振込用紙・メールにて通知 
   ※ 横浜18区コンサートは、先着販売となります。(受付期間５月11日（土）～31日（金）) 

プレスリリースお問い合わせ先 ：横浜アーツフェスティバル実行委員会事務局（担当：相馬・加藤） 

〒231-0015 横浜市中区尾上町1－8 関内新井ビル6階（横浜市文化観光局内） 

TEL：045-663-1365（平日8:45～17:15)   FAX：045-663-1928  E-MAIL：info@yokooto.jp 

会 期：2019年9月15日(日)から11月15日(金)まで  会 場：横浜市内全域 

ジャンル：クラシック、ジャズ、ポップス、日本伝統音楽など、オールジャンル 

主 催：横浜アーツフェスティバル実行委員会 https://yokooto.jp/ 

［横浜音祭り２０１９ 開催概要］ 



１ 横浜音祭り２０１９オープニングコンサート 
  アンドレア・バッティストーニ×東京フィルハーモニー交響楽団 

   イタリア出身の若きカリスマ、アンドレア・バッティストーニが日本で 
   最も古い歴史と伝統を誇る東京フィルハーモニー交響楽団を指揮。 
    日   程  ９月15日(日) 16：00開演(15：20開場) 
    会   場  横浜みなとみらいホール 大ホール 
     出   演  アンドレア・バッティストーニ(指揮) 
            東京フィルハーモニー交響楽団(管弦楽) 
            清水和音(ピアノ) 
            横浜少年少女合唱団(合唱) 
    プログラム  ヤン・ヴァン＝デル＝ロースト／横浜音祭りファンファーレ 
                          日本童謡メドレー（阪田知樹編曲）「赤い靴～浜辺の歌～花」 
                          ヴェルディ／歌劇「運命の力」序曲 
                          ショパン／ピアノ協奏曲第1番 
                          ムソルグスキー(ラヴェル編曲) ／組曲「展覧会の絵」   
    チケット    指定席 S席5,000円、A席4,000円、B席3,000円 ほか 

 
２ 「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画 
    スコティッシュ・アンサンブル＆アンナ・メレディス『Anno』       

  英国を代表する弦楽アンサンブル、スコティッシュ・アンサンブルが贈る 
 アンナ・メレディスによる新たなヴィヴァルディの“四季”＝『Anno』を日本初演。 
    日  程  ９月16日(月・祝)  全３回公演 13:00～/15:00～/19:00～  
           ※各公演とも開場は開演30分前 
    会  場  横浜赤レンガ倉庫１号館 ３Ｆホール 
     出  演  スコティッシュ・アンサンブル(リーダー：ジョナサン・モートン) 
           アンナ・メレディス  
    チケット  自由席 4,000 円 ほか 
 
３ 「日英交流年 UK in Japan 2019-20」参加企画   
  英国女王陛下の近衛軍楽隊コンサート 

  バッキンガム宮殿を守る誇り高き英国近衛軍楽隊が、その気高き姿を 
  神奈川県立音楽堂で披露。日中には元町ショッピングストリートで観覧 
  無料のパレードを開催。 
    日   程  10月14日(月・祝) 18：00開演(17：30開場) 
    会   場  神奈川県立音楽堂 
     出   演  英国近衛軍楽隊グレナディアガーズバンド 
            スコットランド近衛連隊バグパイプ軍楽隊 
    プログラム 1964東京オリンピックファンファーレとマーチ 
            ロサンゼルスオリンピックファンファーレ 
            威風堂々 ほか   
     チケット   指定席 S席5,000 円、A席4,000 円 ほか 

 
４ ヨコハマ・ポップス・オーケストラ2019 本広克行プロデュース 横浜音祭りスペシャル 
  【劇伴の若き匠 菅野祐悟】 

  「踊る大捜査線」、「亜人」、「曇天に笑う」などでお馴染みの映画監督 
   本広克行氏が公演をプロデュース！！ 
    日   程  11月１日(金) 19：00 開演(18：20開場) 
    会   場  横浜みなとみらいホール 大ホール 
     出   演  作曲家 菅野祐悟(指揮・ピアノ) 
            ヨコハマ・ポップス・オーケストラ(神奈川フィルハーモニー管弦楽団) 
            ももいろクローバーZ 
            映画監督 本広克行( プロデュース) ほか 
      プログラム 菅野祐悟／映画「踊る大捜査線THE MOVIE3」 
                      菅野祐悟／アニメ「亜人」 
               菅野祐悟／映画「幕が上がる」 
              菅野祐悟／アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」 ほか多数 
              構成: 新井鷗子   
     チケット    指定席 S席6,000円、A席4,500円、B 席3,000円 ほか 

アンドレア・バッティストーニ©TakafumiUeno 

©Hugh Carswell 

 清水和音           ©Mana Miki 

ももいろクローバーZ 

菅野祐悟 



５ 石丸幹二プレミアム・デュオコンサート 

  ミュージカル界を牽引するアーティスト石丸幹二が、経験豊かな 
 ギタリスト吉田次郎とデュオコンサートを開催。 
    日  程  11月４日(月・休) 15：00 開演(14：30開場) 
    会  場  フィリアホール（青葉区民文化センター）      
    出  演  石丸幹二(ヴォーカル) 
           吉田次郎(ギター) 
    チケット  指定席 6,000円 ほか 

 
６ 横浜音祭り２０１９スペシャルコンサート  
  〜林英哲･太鼓の世界「レオナール われに羽賜（はねた）べ」〜 

  世界を股にかける和太鼓の第一人者・林英哲による特別公演。 
 リニューアルした関内ホールに、林英哲ならではの世界が響き渡る。 
    日  程  11月９日(土) 14：00 開演(13：30開場) 
    会  場  関内ホール 大ホール 
     出  演  林 英哲 
           英哲風雲の会 上田秀一郎、はせみきた、田代誠、辻祐 
    チケット  指定席 3,000円 ほか 
 
７ 横浜18区コンサート 

  毎年横浜市が、文化・芸術部門でさらなる活躍が期待される方々に 
 おくる「横浜文化賞文化・芸術奨励賞」を受賞した才能豊かなクラシック 
 演奏家が横浜市全18 区でコンサートを開催。 
    開演時間   各会場ともに14：00 開演(13：30開場) 
    チケット  指定席 2,500円 ほか(大倉山記念館のみ自由席) 

©S.Oguma 

日付 会場 出演者 

10月１日(火)  西区 横浜みなとみらいホール 小ホール 石田泰尚(Vn) 

10月３日(木)  泉区 テアトルフォンテ(泉区民文化センター) 石田組((8人編成) 

10月４日(金)  緑区 みどりアートパーク(緑区民文化センター) 石田組(8 人編成) 

10月８日(火)  港北区 大倉山記念館 山根一仁(Vn) 

10月10日(木)  磯子区 杉田劇場(磯子区民文化センター) 山根一仁(Vn) ・島田彩乃(Pf) 

10月11日(金)  栄区 栄公会堂 山根一仁(Vn) ・島田彩乃(Pf) 

10月15日(火)  鶴見区 
サルビアホール音楽ホール 
(鶴見区民文化センター) 

毛利文香(Vn) ・田原綾子(Va) 

10月16日(水)  保土ケ谷区 岩間市民プラザ 毛利文香(Vn) ・津田裕也(Pf) 

10月17日(木)  港南区 ひまわりの郷(港南区民文化センター) 毛利文香(Vn) ・津田裕也(Pf) 

10月22日(火・祝)  青葉区 フィリアホール(青葉区民文化センター) 阪田知樹(Pf) 

10月23日(水)  旭区 サンハート音楽ホール(旭区民文化センター) 阪田知樹(Pf) 

10月24日(木)  金沢区 金沢公会堂 阪田知樹(Pf) 

10月29日(火)  神奈川区 かなっくホール(神奈川区民文化センター) 大江馨(Vn) ・カメラータかなっく 

10月30日(水)  中区 関内ホール小ホール 大江馨(Vn) ・開原由紀乃(Pf) 

10月31日(木) 南区 吉野町市民プラザ 大江馨(Vn) ・開原由紀乃(Pf) 

11月５日(火) 都筑区 都筑公会堂 石田組(13 人編成) 

11月６日(水) 瀬谷区 瀬谷公会堂 石田組(13 人編成) 

11月７日(木) 戸塚区 さくらプラザ(戸塚区民文化センター) 石田組(13 人編成) 

山根一仁      ©K.Miura 阪田知樹 ©Namai Hideki 毛利文香 ©Hisashi Morifuji 石田泰尚 ©藤本史昭 大江馨 ©Shigeto Imura 

石丸幹二 吉田次郎 

※Pf =ピアノ、Vn＝ヴァイオリン、Va＝ヴィオラ 
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