自主・共催事業のお知らせ

3 月 10 日（金）
のんびるフェスタ
■時間／１０時００分～１５時００分
■内容／“のんびるフェスタ”とは子育て支援イベントです。
地域で子育てをするママさんに日頃はなかなかできないことを
楽しんで頂きたいと思います。
■会場／
ホール（コンサート）、ギャラリー（販売・その他）
ロビー/第 1・6 集会室（飲食スペース カラー・色育体験）
第 3 集会室（美容・リフレ）、第 4 集会室（ワークショップ）
第 5・9 集会室（体験教室）、第 7 集会室（おひるねアート）
第 8 集会室（保育）
、第 10 集会室（親子コンサート）
※催しものの詳細は下記お問い合わせ先でご確認ください。
■お問い合わせ／
Web: http://nonbiru-kohoku.jimbo.com/
Tel:045-470-5564(NPO 法人セカンドリーグ神奈川)
■主催／のんびるフェスタ＠大倉山記念館
共催／大倉山記念館
後援／港北区役所
協力／港北区地域子育視点拠点どろっぷ

３月１９日（日）
第２６回 大倉山ジョイフルコンサート
「会田莉凡ヴァイオリンリサイタル」
■開演／１４時００分（受付開始／１３時３０分）
■内容／リボンで結ぶ名曲の花束
■出演者／会田莉凡（ヴァイオリン）、田中麻紀（ピアノ）
■曲目・演目／
モーツァルト：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ K305 イ長調
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第１番 BWV1001
フランク：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調
ラヴェル：ツィガーヌ 他
■入場料／2,000 円（中学生以下 1,000 円）※要予約
■予約・お問い合わせ／大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
Tel: 080-8424-5108
HP: http://www.ohkurayama-joycon.com
■共催／横浜市大倉山記念館

■申し込み・お問い合わせ／予約優先制です。会場の定員数（80 席）に
限りがあるため、ご予約がないと入場いただけない場合がございます。
事前のご予約・お問い合わせをお願い申し上げます。
電話・FAX・E-mail にてお申込下さい。
≪2 月 1 日（水）より受付開始≫
◆Tel:080-3542-8759(実行委員会)、090-2257-4895（薩田[さった]）
◆E-mail:ookurayamaeiga@yahoo.co.jp
◆Fax:045-434-9270
※Fax・E-mail でのお申込みの場合は必ず以下をお伝え下さい。
①お名前 ②お電話番号 ③観賞したい作品 ④観賞人数
後ほど実行委員会より確認の連絡をさしあげます。
■主催／大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館

☆休館日のお知らせ☆
平成２9 年 3 月
休館日は以下の通りです。

3 月 13 日（月）
■ＦＢ（フェイスブック）
大倉山記念館では ＦＢを開設しています。記念館の催し物や
（１２
季節の情報をお届けいたします。
https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/

2017.

イベントスケジュール

3 月 25 日（土）
、26 日（日）
第 10 回 大倉山ドキュメンタリー映画祭
■会場／ホール
■入場料／
◎一般：1,600 円 ◎高校生・シニア・障がい者 1,000 円
※各回入れ替え制 ※お越しの際は身分証をご提示下さい。
◎映画祭サポーター用フリーパス 10,000 円（限定 20 枚）
※映画祭を応援してくださるサポーターのフリーパスです。
3 月 25 日（土）、26 日（日）のすべての上映をご覧頂けます。
◎サポーター券（1 日券）5,000 円
3 月 25 日（土）もしくは 26 日（日）の全ての上映をご覧頂けます。
■内容／映画の作り手、映画好きの市民、地域の福祉作業所などが
集まり、ボランティアで開催している映画祭です。
■プログラム／8 プログラム、トークショー
（詳細、最新情報は公式ブログにて）
大倉山ドキュメンタリー映画祭公式ブログ
http://o-kurayama.jugem.jp
（裏面へ続く）
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＜TOPICS＞
開館時間 9:00～22:00
【利用申込受付時間 9:00～21:00】
東急東横線大倉山駅下車 徒歩７分
※一般ご来場者の駐車場はございません。
ご来場の際は公共の交通機関をご利用ください。
〒222-0037
横浜市港北区大倉山２－１０－１
TEL 045-544-1881 FAX 045-544-1084
Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com

3 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ
・休館日のお知らせ
・自主、共催のご案内
発行：２０１7 年 2 月

指定管理者

日比谷花壇・西田装美共同事業体

横浜市大倉山記念館 平成２９年３月催し物情報
ホール

3 月１日（水）
小倉百人一首 100 首達成 「和歌うた感謝祭」
■開演／１７時００分（開場１６時３０分）
■入場料／無料
■出演者／早苗ネネ（じゅん＆ネネ）
、ホッピー神山（ピアノ）
■内容／歌手、早苗ネネ（じゅん＆ネネ）のネネが、
現代音楽として作曲した小倉百人一首を歌う。
■曲目／和歌うた（小倉百人一首）
■主催／早苗ネネ和歌うた実行委員会
■お問合せ／Tel:080-2345-0615

3 月 2 日（木）
Emiri 1st concert
■開演／１９時００分（開場１８時３０分）
■入場料／前売り（一般 2,500 円 学生 2,000 円）
当日券（一般 3,000 円 学生 2,500 円）
■出演者／炭崎友絵（オーボエ）
、村上あづみ（クラリネット）
、
丸山佳織（ファゴット）
■内容／オーボエ、クラリネット、ファゴットの温かみのある
音色を聴いてみてはいかがですか？
■曲目／ロッシーニ作曲「セビリアの理髪師」より序曲、
オーリック作曲 トリオ他
■主催／木管三重奏団エミリ
■お問合せ／Mail: emiri.trio@gmail.com

3 月３日（金）
クリスタルボウル演奏会
■開演／１１時００分（開場１０時４５分）
■入場料／当日券 500 円
■内容／忙しい日常からひととき離れ、ゆっくりと
リラックスタイムをお楽しみ下さい。
■主催／光の音 Hime
■お問合せ／tel:045-542-2160
Mail:crystalsoundoflight@yahoo.co.jp

3 月 3 日（金）
An die Musik ～海風からの贈り物～
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券 2,000 円、当日券 2,000 円
学生（高校生以下 1,000 円）
■出演者／朝倉 春菜・横山 浩平・二宮 万莉
■内容／ウィーン帰国後の若手歌手 2 人が織りなす、
歌曲やオペラの世界の名曲の数々！！
■曲目／浜辺の歌、オペラ「フィガロの結婚」より、
オペレッタ「メリー・ウィドウ」より
■主催／アンサンブル・シャンテ
■お問合せ／Mail:y.andiemusik.port@gmail.com

3 月 4 日（土）
RPG presents 10 DAYS to WHITE DAY
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／無料
■出演者／MARCHIN,赤空,北村悠,CONSECRATE,村上幸平（予定）
■曲目／ロック、ポップスなど
■内容／バレンタインのお返しに悩める 5 組のイケメンアーティスト
が贈る、歌の祭典！！
■主催／北村悠
■お問い合わせ／Tel:080-5383-5902 Mail:yuu.guitar.7@gmail.com

3 月 17 日（金）
千夜一夜 ～第 28 話～
■開演／①１６時００分（開場／１５時３０分）
②１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／当日券のみ 3,000 円
■出演者／おおばせいこ
■曲目／歌と語りを融合したプログラムです（オリジナル曲）
■内容／歌と朗読が融合したドラマティックな音楽ライブです。
■主催／DIVA MUSIC ENTERTAINMENT
■お問合せ／Tel:03-5947-2060 Mail:info@seikoohba.com

3 月 29 日（水）
Miya presents
A STORY OF JAZZ GREAT SUMMIT 2017
in 横浜
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り 3,500 円 当日 4,000 円（学生 2,000 円）
■出演者／Miya(flute),渋谷毅（piano）,吉野弘志(bass)
■曲目／「Love for sale」
「Phapsody in Blue」
「Cute」他
■内容／ジャズフルーティスト・Miya が巨匠二人を迎えて送る珠玉のスタンダー
ドライブ。
■主催／チームカノン
■お問合せ／Tel:03-6427-9156 Mail:team.can-on@miya-music.com

集会室
第 7 集会室

3 月 4 日（土）
C.P.A. チーズ検定
■講習・試験開始／１１時２５分（受付開始時間／１１時１５分）
■受験料／10,000 円（要事前申し込み：締め切りは２月２日（木）
）
■講師／岡田希未
■内容／第 1 部「講習会」第２部「筆記試験」
（マークシート式）
■PR／チーズに興味がある方なら、年齢や職業は問わず、どなたでも
チャレンジできる検定です。基礎知識を深め、チーズライフを
より充実させてはいかがでしょう。
■主催／チーズ検定事務局
■お問い合わせ／Tel:03-3518-0102 Fax:03-3518-0103
Mail:www.cheesekentei.com/info@cheesekentei.com

第 1 集会室

3 月 6、７、11、12 日
四季の和紙版画展
■時間／１０時００分～１７時００分（最終日は１６：３０分迄）
■入場料／無料
■内容／日本の伝承工芸謄写版（ガリ版）印刷の手法を継承する和紙版画の普及
と後継者の育成をはかる。
（降雪、豪雨の日は休み）
■主催／巻幡正幸（ヤマンバ企画）
■お問い合わせ／Tel：045-470-8080

第 6 集会室

3 月 23 日（木）
こどもとおとなのアート教室 １日体験会
■時間／① １３時３０分～１４時３０分
② １５時００分～１６時００分
■参加費／1,000 円
■内容／絵が初めての親子・子ども大歓迎！アートセラピストによる楽
しく自由なアート教室
■主催／Atelier shine 横浜わくわくアート教室
■お問い合わせ／Tel：080-2090-8961 Fax:045-641-2765
Mail:colo-art@mbr.nifty.com(木内)
oiseau@qc4.so-net.ne.jp(松澤)

第 5 集会室
3 月 26 日（日）
イラストが生み出す世界
■開演／１１時００分（開場１０時３０分）
■入場料／前売り券 5,500 円
当日券 6,000 円 （余裕があれば先着順で）
■出演者／
前半：イラストレーター・グラフィックデザイナー 広瀬正己
後半：ファシリテーター・NLP トレーナーアソシエイト 金光律子
■演目／一本の鉛筆と紙から生まれた世界とは？
鉛筆で何かを描いてみよう！＆その先に広がる世界
■内容／イラストの可能性をアッと驚くプロセスで紹介＆体験。
脳の仕組み等、面白い解説も！
■主催／流れ道（世話人代表：金光律子 かなみつりつこ）
■お問合せ／Mail:yuruly@i.softbank.jp
ギャラリー

３月１日（水）～３月５日（日）
第 12 回 港北美術展～ふれあいの笑顔で集う港北の春～
■内容：絵画や書、写真、工芸などの作品展示と、竹細工や
バルーンアートなど、さまざまな体験講座が行われます。
■日程／平成２９年 ３月１日（水）～３月５日（日）
■展示／１０時００分～１７時００分(最終日は１５時迄)
■料金／無料（体験講座は一部有料）
■会場／第 1～第 6 集会室、ギャラリー
■主催／港北区役所地域振興課生涯学習支援係
■お問い合わせ／tel:045-540-2239 Fax:045-540-2245
Mail:ko-bunka@city.yokohama.jp

3 月 21 日（火）～3 月 27 日（月）
表装作品展
■時間／午前１０時～午後６時
（初日は午後１時から、最終日は午後３時まで）
■入場料／無料
■内容／自分の作品（書道・墨絵・刺繍・拓本など）が
掛け軸（表装）になる楽しみと喜びを是非あなたも
■主催／日吉表装同好会
■お問合せ／tel:045-531-8384(森 秀雄) Mail:info@shodou-hana.com

