
平成26（2014）年
4月12日（土）午後2時開演
特別公演
狂言「獅子聟」（大蔵流）山本凜太郎
 能 「乱 双之舞」（金春流）本田光洋
電話・web：1月11日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ7,000円、A6,000円、Ｂ5,000円

4月13日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 石田幸雄

狂言「文山賊」（和泉流）月崎晴夫
狂言「鈍太郎」（和泉流）石田幸雄
チケット発売▷3月8日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

7月13日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 野村又三郎

狂言「舟　船」（和泉流）野口隆行
狂言「犬山伏」（和泉流）野村又三郎
チケット発売▷6月7日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

7月27日（日）午後2時開演
普及公演「夏休み親子能楽ワンダーランド」
狂言「柿山伏」（大蔵流）山本則重
 能  「船弁慶」（観世流）前シテ武田文志 後シテ武田宗典
チケット発売▷4月12日（土）正午（初日は電話・webのみ）
おとな／Ｓ4,000円、Ａ3,500円、Ｂ3,000円　こども／ 1,500円
保護者はこどもと同数まで1,000円引き（ご希望の方は電話か窓口にてお申し込みください。）
※お子様のお席をお求めにならない場合は適用されません。こどもは18歳以下が対象です。
「体験しよう！」午前１０時３０分から：チケット（こども）ご購入の方対象
能・狂言の動きや能の楽器が体験できます。
定員：８０名（電話か窓口にてお申し込みください。先着順）
※親子でご来場ください。

6月21日（土）午後6時開演
企画公演「暗闇で聴く古典芸能」
素謡「西行桜」近藤乾之助
一管「津島」松田弘之
語り組踊「手水の縁」宮城能鳳
素浄瑠璃「卅三間堂棟由来」豊竹嶋大夫
チケット発売▷3月8日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定5,000円

6月8日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 茂山逸平

狂言「瓜 盗 人」（大蔵流）茂山あきら
狂言「二人大名」（大蔵流）茂山宗彦
チケット発売▷5月10日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円
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5月11日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 小笠原匡

狂言「杭か人か」（和泉流）野村万蔵
狂言「鎌　 腹」（和泉流）小笠原匡
チケット発売▷4月12日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

6月14日（土）午後2時開演
第62回横浜能
狂言「寝音曲」（和泉流）野村万作
 能 「頼　政」（喜多流）粟谷能夫
チケット発売▷3月8日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ4,000円、A3,500円、Ｂ3,000円

7月6日（日）午後6時30分開演
日本・スイス国交樹立１５０周年記念
横浜能楽堂・横浜みなとみらいホール共同企画公演
「和洋の室内楽 音の階調（グラデーション）
 深海さとみ・山本邦山＋スイス・ロマンド管SP」
「六段の調」 深海さとみ 山本邦山　「鶴の巣籠」 山本邦山

「弦楽四重奏曲第１番ハ短調」（オネゲル） スイス・ロマンド管ＳＰ

「牝山羊の踊り」 サラ・ルメル

「舞踏曲」 深海さとみ　「希望の朝」 サラ・ルメル 深海さとみ

「尺八とフルートのための“三籟”」 山本邦山 サラ・ルメル

「春の海」 ボグダン・ズヴォリステアヌ 深海さとみ

「祇園小唄」 スイス・ロマンド管ＳＰ 山本邦山 深海さとみ 上七軒 市桃・市知
チケット発売▷1月18日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ6,000円、A5,000円、Ｂ4,000円
横浜能楽堂＋横浜みなとみらいホールセット券：11,000円
（横浜能楽堂公演Ａ席＋横浜みなとみらいホール公演Ｃ席）

9月7日（日）午前１０時３０分開演
梅若玄祥のスリーステップで学ぶ能
ステップ１ 「源氏物語『葵巻』を学ぶ」三田村雅子（上智大学文学部教授）
ステップ２ 「能『葵上』の詞章を読む」馬場あき子（歌人）
ステップ３ 「能『葵上』の舞台進行を知る」梅若玄祥（シテ方観世流）
能「葵上」（観世流）梅若玄祥
チケット発売▷6月7日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ5,000円、A4,500円、Ｂ4,000円

8月10日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 山本東次郎

狂言「薩摩守」（大蔵流）山本凜太郎
狂言「蝸　牛」（大蔵流）山本則孝
チケット発売▷7月12日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

9月14日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 山下浩一郎

狂言「文蔵」（和泉流）野村万蔵
狂言「咲嘩」（和泉流）野村太一郎
チケット発売▷8月9日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

10月12日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 高野和憲

狂言「横座」（和泉流）野村萬斎
狂言「棒縛」（和泉流）高野和憲
チケット発売▷9月13日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

11月9日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 山本東次郎

狂言「文相撲」（大蔵流）山本則重
狂言「鬼継子」（大蔵流）山本泰太郎
チケット発売▷10月11日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

11月1日（土）午後2時開演
企画公演「琉球舞踊 古典女七踊」
古典女踊「作田」宮城幸子「かせかけ」玉城節子「天川」谷田嘉子

「柳」宮城能鳳「伊野波節」佐藤太圭子

「本貫花」志田房子「諸屯」金城美枝子
チケット発売▷8月9日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ6,000円、A5,000円、Ｂ4,000円

12月14日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 茂山千三郎

狂言「清水」（大蔵流）茂山童司
狂言「武悪」（大蔵流）茂山七五三
チケット発売▷11月8日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円
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横浜能楽堂
〒220-0044 横浜市西区紅葉ヶ丘27－2 Tel .  045-263-3055（9～20時）

http://www.ynt .yaf .or . jp

〈電 車〉
ＪＲ根岸線、市営地下鉄「桜木町」駅下車徒歩15分
みなとみらい線「みなとみらい」駅下車徒歩20分
京浜急行「日ノ出町」駅下車徒歩18分
＊タクシー利用は各駅とも約5分

〈バ ス〉
戸部１丁目（市営バス103系統）下車徒歩5分

紅葉坂（市営バス8、26、58、89、101、105、106系統／
神奈中バス横43、横44、港61系統／
江ノ電バス大船駅行、栗木行／
京急バス110系統）下車徒歩10分
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3月21日（土・祝）午後2時開演
普及公演「バリアフリー能」
お話 本田芳樹

狂言「文荷」（大蔵流）山本泰太郎
 能  「巻絹」（金春流）高橋忍
チケット発売▷平成26年12月20日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
Ｓ4,000円、Ａ3,500円、Ｂ3,000円※介助者一名まで無料

＊　 の公演は、ニコニコ動画で生中継を行います。詳しくはＨＰをご覧ください。
＊このほかにも追加公演の可能性もございます。
＊出演者、曲目が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
＊電話予約開始日にチケットが売り切れた場合、窓口での販売はありません。

2014
2015

12月23日（火・祝）午後2時開演
企画公演「明治八年 能楽の曙光」
狂言「狐塚」（和泉流）野村万蔵
 能 「蝉丸」宝生和英　梅若玄祥
チケット発売▷7月12日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ7,000円、A6,000円、Ｂ5,000円

平成27（2015）年
1月11日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 野村太一郎

狂言「三本柱」（和泉流）野村万蔵
狂言「蝸　牛」（和泉流）野村万禄
チケット発売▷平成26年12月13日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

2月8日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 深田博治

狂言「隠　狸」（和泉流）竹山悠樹
狂言「伊文字」（和泉流）深田博治
チケット発売▷平成27年1月10日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

3月8日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」
お話 山本東次郎

狂言「佐渡狐」（大蔵流）山本則俊
狂言「横　座」（大蔵流）山本東次郎
チケット発売▷平成27年2月7日（土）正午（初日は電話・webのみ）
全席指定2,000円

2月21日（土）午後2時開演
特別公演
狂言「石神」（大蔵流）善竹忠一郎
復曲 能「綾鼓」（観世流）浅見真州
チケット発売▷平成26年11月8日（土）正午（初日は電話・webのみ）
Ｓ7,000円、A6,000円、Ｂ5,000円
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