
伊勢山ヒルズ

横浜能楽堂
〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘27-2　Tel. 045-263-3055　　　　　　　　　

《電車》
JR「桜木町」下車北改札・西口徒歩12分／市営地下鉄線「桜木町」下車南１出口徒歩12分
みなとみらい線「みなとみらい」下車徒歩20分／京浜急行線「日ノ出町」 下車徒歩15分 

（タクシー利用は各駅とも約5分）
《バス》

バス停「戸部一丁目」（市営バス：103、292系統）下車徒歩5分
バス停「紅葉坂」

（市営バス：8、26、58、101、105、106系統／神奈中バス：横43、横44、港61系統／
京急バス：110系統）下車徒歩9分

※お客様用の駐車場・駐輪場はございません。お車・二輪車・自転車等でのご来場はご遠慮下さい。
※2022年1月15日現在の情報を掲載しております。

※出演者、曲目が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※発売初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。

12月25日（日）午後2時開演
普及公演「眠くならずに楽しめる能の名曲」
トーク　「異国へのまなざし」中村雅之（横浜能楽堂 芸術監督）

狂言「茶子味梅」（和泉流）野村万蔵
 能  「楊貴妃　玉簾」（喜多流）佐々木多門
チケット発売：2022年9月10日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年9月1日（木）～ 9月4日（日）〕
Ｓ席4,500円、Ａ席4,000円、Ｂ席3,500円
　　　
令和5（2023）年
　
1月8日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  野村万之丞

狂言「水汲」（和泉流）野村万禄
狂言「宗論」（和泉流）野村万蔵
チケット発売：2022年12月10日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年12月1日（木）～ 12月4日（日）〕
全席指定2,200円
　
2月5日（日）午後2時開演
企画公演「能役者 鵜澤久」　
舞囃子「智恵子抄」（観世流）鵜澤 光
　能　「卒都婆小町」（観世流）鵜澤 久
チケット発売：2022年11月12日（土）正午
〔友の会先行：2022年11月3日（木・祝）～ 11月6日（日）〕
S席7,000円、A席6,000円、B席5,000円
　
2月12日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  中村修一

狂言「文荷」（和泉流）内藤 連
狂言「二人袴」（和泉流）石田淡朗
チケット発売：2023年1月7日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年12月22日（木）～ 12月25日（日）〕
全席指定2,200円
　
3月12日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話 鈴木 実

狂言「飛越」（大蔵流）島田洋海
狂言「鼻取相撲」（大蔵流）茂山七五三
チケット発売：2023年2月11日（土・祝）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2023年2月2日（木）～ 2月5日（日）〕
全席指定2,200円
　
3月21日（火・祝）午後2時開演
普及公演「バリアフリー能」
お話  田崎 甫

狂言「首引」（和泉流）野村萬斎
 能  「熊坂」（宝生流）水上 優
チケット発売：2023年1月14日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年12月22日（木）～ 12月25日（日）〕
S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円 ※介助者一名まで無料
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令和4（2022）年
　
4月9日（土）午後2時開演　
特別公演「三老女」第１回　
狂言「財宝」（和泉流）野村万作
 能  「姨捨」（観世流）梅若 実
チケット発売：セット券　2022年1月6日（木）正午（初日は電話・WEBのみ）
　　　　　　  単 独 券　2022年1月8日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：セット券　2021年12月16日（木）～ 12月19日（日）
　　　　　　  単 独 券　2021年12月23日（木）～ 12月26日（日）
セット券　S席25,200円、Ａ席22,200円、B席19,200円
単 独 券　S席9,000円、A席8,000円、B席7,000円
　
4月10日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  能村晶人

狂言「文蔵」（和泉流）野村拳之介
狂言「鎧腹巻」（和泉流）野村万蔵
チケット発売：2022年3月12日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：4 ～ 7月セット券　2022年2月24日（木）～ 2月27日（日）
　　　　　　　　　　 単 独 券　2022年3月3日（木）～ 3月6日（日）
全席指定2,200円
　
5月7日（土）午後2時開演
特別公演「三老女」第２回
狂言「萩大名」（大蔵流）山本東次郎
 能  「檜垣　蘭拍子」（観世流）大槻文藏
チケット発売：セット券　2022年1月6日（木）正午（初日は電話・WEBのみ）
　　　　　　  単 独 券　2022年2月12日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：セット券　2021年12月16日（木）～ 12月19日（日）
　　　　　　  単 独 券　2022年2月3日（木）～ 2月6日（日）
セット券　S席25,200円、A席22,200円、B席19,200円
単 独 券　S席9,000円、A席8,000円、B席7,000円

5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「仏師」（和泉流）飯田 豪
狂言「蝸牛」（和泉流）野村裕基
チケット発売：2022年4月9日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年3月31日（木）～ 4月3日（日）〕
全席指定2,200円　
　
6月12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「衣大名」（大蔵流）山本東次郎
狂言「鎌腹」（大蔵流）山本則孝
チケット発売：2022年5月7日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年4月28日（木）～ 5月1日（日）〕
全席指定2,200円
　
6月18日（土）午後2時開演
特別公演「三老女」第3回　
狂言「富士松」（和泉流）野村 萬
 能  「関寺小町」（観世流）観世銕之丞
チケット発売：セット券　2022年1月6日（木）正午（初日は電話・WEBのみ）
　　　　　　  単 独 券　2022年3月12日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：セット券　2021年12月16日（木）～ 12月19日（日）
　　　　　　  単 独 券　2022年3月3日（木）～ 3月6日（日）
セット券　S席25,200円、A席22,200円、B席19,200円
単 独 券　S席9,000円、A席8,000円、B席7,000円

6月26日（日）午後2時開演
第69回横浜能
狂言「舟渡聟」（和泉流）野村又三郎
 能  「田村　替装束」（観世流）岡本房雄
チケット発売：2022年3月12日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年3月3日（木）～ 3月6日（日）〕
S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円

7月10日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  茂山 茂

狂言「茫々頭」（大蔵流）茂山宗彦
狂言「粟田口」（大蔵流）茂山千五郎
チケット発売：2022年6月11日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年6月2日（木）～ 6月5日（日）〕
全席指定2,200円　

7月31日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」〈こども狂言堂〉 
お話  山本東次郎

狂言「柿山伏」（大蔵流）山本泰太郎
狂言「神鳴」（大蔵流）山本則孝
チケット発売：こども/2022年5月7日（土）正午（初日は電話のみ）
　　　  　　　〔友の会先行：2022年4月28日（木）～ 5月1日（日）〕
　　　  　　　おとなのみ/2022年6月11日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　　　  　　　〔友の会先行：2022年6月2日（木）～ 6月5日（日）〕
全席指定　おとな 2,200円、こども（18歳以下） 500円　
　
8月14日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  野村万蔵

狂言「箕被」（和泉流）小笠原由祠
狂言「千鳥」（和泉流）野村万之丞
チケット発売：2022年7月9日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：8～11月セット券　2022年6月23日（木）～ 6月26日（日）
　　　　　　　　　　  単 独 券　2022年6月30日（木）～ 7月3日（日）
全席指定2,200円

9月3日（土）午後2時開演
沖縄本土復帰50年記念
企画公演「男の組踊  女の舞踊」第１日　
組踊「二童敵討」宮城能鳳、新垣 悟、東江裕吉
組踊「女物狂」宮城能鳳
チケット発売：2022年6月18日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年6月9日（木）～ 6月12日（日）〕
S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円

9月4日（日）午後2時開演
沖縄本土復帰50年記念
企画公演「男の組踊  女の舞踊」第2日　
女踊「諸屯」志田房子
女踊「稲まづん」宮城幸子
ほか
チケット発売：2022年6月18日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年6月9日（木）～ 6月12日（日）〕
S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円
　
　

9月11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）山本凜太郎
狂言「鏡男」（大蔵流）山本則重
チケット発売：2022年8月13日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年8月4日（木）～ 8月7日（日）〕
全席指定2,200円
　
9月17日（土）午後2時開演
普及公演
狂言「伊文字」（大蔵流）茂山千五郎
 能  「融　笏之舞」（金春流）辻井八郎
チケット発売：2022年6月11日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年6月2日（木）～ 6月5日（日）〕
S席4,500円、A席4,000円、B席3,500円

10月9日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  井上松次郎

狂言「梟山伏」（和泉流）鹿島俊裕
狂言「隠狸」（和泉流）井上松次郎
チケット発売：2022年9月10日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年9月1日（木）～ 9月4日（日）〕
全席指定2,200円
　
11月6日（日）午後2時開演
特別公演　
狂言「花争」（大蔵流）山本則光
 能  「昭君」（金剛流）金剛永謹
チケット発売：2022年8月13日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年8月4日（木）～ 8月7日（日）〕
S席7,000円、A席6,000円、B席5,000円

11月13日（日）午後2時開演
普及公演「横浜狂言堂」　
お話  茂山千之丞

狂言「地蔵舞」（大蔵流）茂山 茂
狂言「真奪」（大蔵流）茂山逸平
チケット発売：2022年10月8日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
〔友の会先行：2022年9月29日（木）～ 10月2日（日）〕
全席指定2,200円

12月11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「賽の目」（大蔵流）山本則秀
狂言「膏薬煉」（大蔵流）山本泰太郎
チケット発売：2022年11月12日（土）正午（初日は電話・WEBのみ）
　友の会先行：12月～3月セット券　2022年10月27日（木）～ 10月30日（日）
　　　　　　　　　　　  単 独 券　2022年11月3日（木・祝）～ 11月6日（日）
全席指定2,200円
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