
第33 回

Kanazawa-Ward Cultural Festival 

金沢区民文化祭 

スケジュール《Schedule》 各掲載内容に変更が生じる場合がございます、ご了承ください。 

開催期間 2021 年 10 月 3 日（日）～11 月 28 日（日） 

民謡のつどい    10月 3日（日）   金沢公会堂  10：00開場  10：30開演 

入場無料 

第 22回吟剣詩舞道大会   10月 23日（土）   金沢公会堂  11：30 開場  12：00開演 

吟と舞の祭典   入場無料 

区民の作品展  11月 11日（木）～16日（火）   10：00～16：00 

入場無料  金沢公会堂多目的室  11日（木）13：00～16：00 

区役所２階区民ギャラリー  16日（火）10：00～15：00 

華道展 11月 13日（土）～14日（日） 

金沢公会堂第 1、２号会議室   14日（日）10：00～15：30 

茶 会  11月 14日（日）  金沢地区センター２階 和室・ロビー 

茶  券 1,000円  10：00～15：00 

金沢シンフォニカ 11月 28日（日）  金沢公会堂  13：30開場 14：00開演 

プロムナードコンサート  入場料 800円  

金沢区日本舞踊連盟公演  11月 7日（日）  金沢公会堂  11：30開場 12：00開演 

入場無料 

主催・金沢区民文化祭実行委員会  共催・金沢区役所  後援・NPO法人横浜金沢文化協会 

各会場では新型コロナウィルス感染症対策として入場者数の制限をする場合がございます。

ご来場の際にはご自身の体温及び体調の確認・マスクの着用・手指消毒・各会場の入場

者数等ご確認の上、ご来場よろしくお願い致します。 

※横浜市に緊急事態宣言が発出された場合、宣言期間中の催しは中止します。

詳細は 

 

13日（土）10：00～16：00 

        検 索 横浜金沢交響楽団 

吹奏楽の日    11月 21日（日）   

入場無料 

ブラスハーモニー 入場無料

金沢公会堂  12：00開場  12：30開演 

金沢三曲演奏会  11月 3日（水・祝）  

入場無料 

金沢公会堂  10：00開場  10：30開演 

 
金沢区民文化祭  🔍 検 索 



 

 

Japanese Traditional Folk Song 

Concert

民謡のつどい 
日時：１０月３日（日） 

開場：１０：００  開演：１０：３０ 

場所:金沢公会堂 

金沢民謡協会実行委員会 

入場 
無料 

昨年は無観客での開催でした。今年はたくさんの民謡ファンの皆様

に、見に聞きに来ていただければと思っています。人々の暮らしを支えて

きた民謡を、今の時代に受け継ぐ金沢民謡協会の発表を、どうぞお楽し

み下さい。 

Poem Recitation and Dancing 

吟と舞の祭典 

日時：１０月２３日 （土） 

開場：１１：３０ 開演：１２：００ 

場所:金沢公会堂 

金沢区吟剣詩舞道連盟 

 金沢区吟剣詩舞

道連盟は、地域の

文化活動や、吟剣 

詩舞を通じて青少年の育成に励んでいます。演目は金沢八景詩吟、独

吟、合吟、県詩舞、青少年吟詠等を予定しています。皆々様のご来場

を心よりお待ち申し上げております。どうぞお楽しみ下さい。 

入場 
無料 

金沢三曲演奏会 

Performance of Japanese Traditional 

Instruments

日時：１１月３日 （水・祝） 

開場：１０：００  開演：１０：３０ 

場所: 金沢公会堂 

金沢三曲会 

 金沢三曲会は区内の小・

中学校で、毎年邦楽の訪問

授業を行い、邦楽の普及に 

努めています。 

 演奏会では様々なジャンルの曲を、筝、三絃、尺八で奏でます。秋

のひと時、日本古来の楽器での演奏をお楽しみ下さい。 

Traditional Japanese 

Dance

金沢区日本舞踊連盟公演 

日時：１１月７日 （日） 

開場：１１：３０  開演：１2：００ 

場所: 金沢公会堂 

日本舞踊は日本の伝統芸能で

す。日本の美しさを感じ触れて頂き、

舞は姿、舞は心、輝く心の豊かさを

育てます。公演をお楽しみ下さい。 

ご来場をお待ちしております。 
金沢区日本舞踊連盟 



Arts and Literature 

Exhibition

区民の作品展 
日時：１１月１１日（木）～１６日（火） 

１０：００～１６：００ ※１１日（木）は１３時～１６時 

※１６日（火）（最終日）は１５時まで

金沢公会堂多目的室・区役所２階区民ギャラリー 区民の作品展は、絵画全般/写真/書道/手工芸・

陶芸の各部門で、区民の皆様から募集した力作が揃

います。 

Ikebana 

華道展 
日時：１１月１３日（土）～１４日（日） 

１３日（土）１０：００～１６：００ 

１４日（日）１０：００～１５：３０ 

場所:金沢公会堂 １号・２号会議室 

金沢華道会 

会場を金沢公

会堂会議室に移

しての初めての

華道展です。 

生け花は四季

折々の花や木々 

等を花材とし生

ける器も花材に 

合ったものを使 

いさまざまです。金沢華道会員と、その門下生が心をこめていけ

ました。 秋のひととき、日本の伝統文化「生け花」をどうぞお楽

しみください。 

Tea 

cere

mon

y

茶会 
日時：１１月１４日（日）１０：００～１５：００ 

場所：金沢地区センター２階 

    和室・ロビー 

茶券：１０００円 

 秋のひととき、一

服のお茶でゆっく

りと、おすごしくだ

さい。 

金沢区役所 1階

エレベーター前に

おいて、茶道にか

かせない香合を展

示しています。

 １１月８日（月）～１４日（日） 

Wind Orchestra 

Concert
吹奏楽の日

日時：１１月２１日（日） 

開場：１２：００   開演：１２：３０ 

場所：金沢公会堂 

金沢茶道会 

吹奏楽の日実行委員会 

ブラスハーモニーを開催し

ます。吹奏楽団による演奏会

をお楽しみくだ さい。 

入場は無料です。 

（ご入場の際にはチラシをお

持ちください） 

＝出演団体＝ 

★ウインドアンサンブル ドルチェ♪ 「魔女の宅急便メドレー」他

★ブラストファンクラブ モンスターハンターより 「英雄の証」

★横浜ブラスマイスター コンサートマーチ 「ミネルヴァ」



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢区民文化祭は、区民の文化芸術活動の発表や鑑賞の場として開催しており、今年度で３３回目となります。 

金沢区内で活動する皆様による、区民の皆様のための文化祭です。 

どうぞお誘い合わせのうえ、是非ご来場ください。 

 

 

              第３ ３ 回 金沢区民文化祭実行委員会 

★ 長谷川 克己  阿部 きみえ  齊藤 洋子  今関 美津枝  小野 剛  木村 任子 森山 陽子 

大橋 えみ子  市原 花潤  斉木 一美  田中 宗美  宮崎 裕子  鈴木 昌治  花柳 徳蓮   

竹富 鉄一  柳下 千佐子  森川 淳子  佐久間 恵理        ★…実行委員長 

 

●金沢公会堂 金沢区泥亀２－９－１（京急線 金沢文庫駅 徒歩１１分 または金沢八景駅 徒歩１３分） 

●金沢地区センター 金沢区泥亀２－１４－５ (京急線 金沢八景駅 徒歩５分) 

Concert of Civil Symphony Orchestra Kanazawa 

金沢シンフォニカ 

プロムナードコンサート 2021 
日時:１１月２８日（日） 
開場：１３：３０  開演：１４：００ 
場所：金沢公会堂 
入場料：８００円 

 

金沢シンフォニカ プロムナードコンサート実行委員会 

久しぶりに本格的クラシックプログラムをお届け
します。 
☆ドビュッシー作曲   「小組曲」 
☆チャイコフスキー作曲「交響曲第５番」 他 
 

横浜金沢交響楽団          検 索 

ご案内 

開催場所のご案内 

金沢区民文化祭実行委員会事務局 

横浜市金沢区役所 地域振興課 区民活動支援担当 

 

問い合わせ 

〒236-0021 金沢区泥亀 2-9-1 ☎045-788-7804 
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