
Kanazawa-Ward Cultuarl Festival 

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 

新型コロナウィルス感染拡大防止等のため、中止となる場合がございます。 

民謡のつどい  

10 月 2 日（日）  

金沢公会堂 開場・9:00 開演・9:30 

入場無料 

金沢民謡協会実行委員会 

金沢区音楽のつどい  

10 月 16 日（日）  

金沢公会堂 開場・10:00 開演・10:30 

入場無料 

金沢区音楽のつどい運営委員会 

金沢シンフォニカプロムナードコンサート 

10 月 23 日（日）        2022 

金沢公会堂 開場・13:15 開演・14:00 

入場料 900 円  

プロムナードコンサート実行委員会 

吟と舞の祭典 

10 月 29 日（土）  

金沢公会堂 開場・11:30 開演・12:00 

入場無料 

金沢区吟剣詩舞道連盟 

金沢三曲演奏会 

11 月３日（祝・木）  

金沢公会堂 開場・10:00 開演・10:30 

入場無料 

金沢三曲会 

金沢区日本舞踊連盟公演 

10 月３0 日（日）  

金沢公会堂 開場・11:30 開演・12:00 

入場無料 

金沢区日本舞踊連盟 

区民の作品展  10:00～16:00 

11 月 10 日（木）～15 日（火）入場無料 

金沢公会堂多目的室・リハーサル室 

区役所 2 階区民ギャラリー 

10 日(13:00 から) 15 日(15:00 まで) 

華道展 

11 月 11 日（金）～12 日（土） 

金沢公会堂会議室 10:00 ～16:00  

入場無料  

金沢華道会 

茶会  11 月 13 日（日）  

金沢地区センター2 階和室・ロビー 

茶券 1,000 円 2 席（当日券有・数に限りあり） 

10:00～15:00（最終席入り 14:30） 

金沢茶道会 

吹奏楽の日 

11 月 23 日（祝・水）  

金沢公会堂 開場・12:00 開演・13:00 

入場無料 

吹奏楽の日実行委員会 

検 索横浜金沢交響楽団 

開催期間 10 月 2 日（日）～11 月 23 日（祝・水） 

詳細は 金沢区民文化祭 検 索 



 

民謡のつどい（第 8 回） 
Japanese Traditional Folk Song 

日 時 10 月 2 日（日） 

場 所  金沢公会堂 講堂 

9:30 開演（9:00開場）～17:00 

金沢民謡協会実行委員会 

 金沢民謡協会は 8 回目の参加となります。今年も民謡を愛する金沢区

の支部が集結し、日頃の稽古の成果を発表します。唄・三味線・尺八・太

鼓、民謡舞踊をお楽しみ下さい。ご来場お待ちしております。 

金沢区音楽のつどい（第 40 回） 

 

 

 

日 時 

日 時 

日 時 

日 時 

場 所  

場 所  

場 所 

場 所  

金沢区で活動し

ている様々な音楽

団体が、相互の親睦

を図り、地域の音楽

文化の向上を目的

として、3 年ぶりに

開催します。ぜひお

越し下さい。 

10 月 16 日（日） 

10:30 開演（10:00開場）～16:30 

金沢公会堂 講堂 

金沢区音楽のつどい運営委員会 

Kanazawa Music Concert 

金沢シンフォニカ 

10 月 23 日（日） 
14:00 開演（13:15開場）～15:30

金沢公会堂 講堂 

お待たせしました！ 

今回はピアニスト斎藤 

龍さんをお迎えしてスタ

インウェイピアノの美し

い調べをお届けします。 

 

 

プロムナードコンサート実行委員会 

Concert of Symphony Orchestra kanazawa 

プロムナードコンサート 2022 

吟と舞の祭典（第 23 回） 

10 月 29 日（土） 

12:00 開演（11:30開場）～16:30 

金沢公会堂 講堂 

金沢区吟剣詩舞道連盟 

  

詩舞、青少年吟詠を予定しています。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。 

Poem Recitation and Dancing 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、剣舞 

入場料 900 円 

珠玉の作品の数々をご

堪能ください。 

検索 横浜金沢交響楽団 

入場 

無料 

入場 

無料 

入場 

無料 

金沢区日本舞踊連盟公演 
Traditional Japanese 

10 月 30 日（日） 

12:00 開演 (11:30開場)～16:00 

金沢公会堂 講堂 

金沢区日本舞踊連盟 

日本舞踊は伝統芸能です。 

日本の着物の美しさを感じ触れて頂き、

舞は姿、歌は心、輝く心の豊かさを育て 

ます。 

どうぞ公演をお楽しみください。ご来

場をお待ちしております。 

入場 

無料 



 

 金沢三曲演奏会（第 45 回） 

 

日 時 

日 時 

日 時 

日 時 

場 所 

場 所 

場 所 

場 所 

場 所 

11 月 13 日（日） 

11 月 10 日（木）～15 日（火） 

11 月 23 日（祝・水） 

11 月 11 日（金）～12 日（土） 

日 時 

金沢公会堂 会議室 

金沢地区センター2 階 

金沢公会堂 講堂 

金沢公会堂 多目的室 

10:00～16:00 

10:00～16:00

10:00～15:00
(最終席入 14:30) 

13:00 開演（12:00 開場）～17:10 

金沢華道会 

金沢茶道会 

吹奏楽の日実行委員会 

Arts and Literature 

Ikebana 

Tea 

Wind Orchestra 

区民の作品展 

華道展 

茶会 

 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。 
※10日 13:00から

15日 15:00まで

区役所 2 階区民ギャラリー 

和室：裏千家席 / ロビー：表千家席 

どうぞ秋のひとときを、一服

のお茶とお菓子でお過ごしくだ

さい。 

区民文化祭の一環として、区役所１階のロビーエレベーター前に

茶道に欠かせない蓋置を展示してございます。（11/7～11/14） 

茶 券 
1枚 1,000円 

当日券若干用意有 

数に限りがございます。 

吹奏楽の日 

金沢華道会にはさまざまな華

道流派の会員がおります。そ

れぞれの特徴を生かしながら 

日本の伝統文化を今に繋げて

います。秋のひととき、どう

ぞ会員とその門下生の生け花

をお楽しみください。 

  また、区役所ロビー展示スペースでは会員合作の「迎え花」

が皆様を歓迎しております。（11/7～11/12） 

 入場 

無料 

入場 

無料 

入場 

無料 

入場 

無料 

金沢三曲演奏会（第 45 回）

11 月 3 日（祝・木） 
10:30 開演（10:00 開場）～17:30 

金沢公会堂 講堂 

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。今年の演奏会

は 45回目となります。 

会員による合同曲、六段

及び風のダイアローグを演

奏します。 

 秋のひと時に箏、三絃、尺八の演奏をどうぞお楽しみ下さい。 

入場 

無料 

第四回『吹奏楽の日』今

年は４団体の演奏を披露し

ます。初めて出演のバンド

もあり、それぞれの団体に

よる個性ある演奏をお楽し

みいただけます。 開演前と演奏の合間にアンサンブルの演奏もあ 

りますのでそちらもお楽しみに♪ 

Performance of Japanese Traditional 

入場 

無料 
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