共催事業のお知らせ

☆休館日のお知らせ☆
5 月 5 日（金・祝）
第３3 回 大倉山こどもフェスティバル
■会場／ホール、各集会室、ロビー、玄関前、ギャラリー
■時間／１０時～１５時３０分
■参加費／１００円～ ※一部無料プログラムあり
■内容／コンサート､工作教室､お茶席、喫茶コーナー等

☆同時開催☆
5 月３日（水・祝）～５月 7 日（日）
こどもギャラリー展
～小学生未満のこどもたちよる絵画展～

平成２9 年 5 月
休館日は以下の通りです。

5 月 8 日(月)
※状況によって変更や追加が発生する場合がございます。
（１２

最新情報はウェブサイトもしくは記念館にお問合せ下さい。

■会場／ギャラリー
■時間／１０時～１６時００分
（３日１２時～、７日～１５時３０分）
■入場料／無料
■内容／こども絵画展、昔遊び、布おもちゃで遊びましょう
■主催／大倉山こどもフェスティバル実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
■協力／あそびの寺子屋、もくもくはうす、㈱日比谷花壇
■お問合せ／080-4430-7060
（大倉山こどもフェスティバル実行委員会）

5 月 21 日（日）
第 27 回大倉山ジョイフルコンサート
「醍醐園佳ソプラノリサイタル」
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／～大輪の花 愛を歌う～イタリアオペラから
日本歌曲まで
■出演者／醍醐園佳（ソプラノ）
、御邊典一（ピアノ）
■プログラム／
ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」より“今の歌声は”
團伊玖磨：紫陽花
モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」より“愛の神”
トスティ：暁は光から 他
■入場料／2,000 円 中学生以下 1,000 円 ＜※要予約＞
空席がある時は当日券も販売します
■主催／大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
■お問い合わせ／Tel:080-8424-5108
HP:http://www.ohkurayama-joycon.com
■ＦＢ（フェイスブック）

2017.

イベントスケジュール
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。

季節の情報をお届けいたします。

〒222-0037
横浜市港北区大倉山２－１０－１

https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/

TEL 045-544-1881

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
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平成２9 年 5 月催し物情報

ホール

5 月 1 日（月）
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／細胞に浸透し流れを良くして全てを緩め解放されて
いく不思議な空間をお楽しみ下さい。
■主催／光の音 Hime
■お問合せ／Tel:045-542-2160
Mail:crystalsoundoflight@yahoo.co.jp

5 月 2 日（火）
PAPERMOON SPECIAL LIVE at 大倉山記念館
■開演／１４時００分（開場／１３時００分）
■出演者／PAPERMOON（Vn＆Vo）
■曲目／ツィゴイネルワイゼン、白鳥の湖、愛さんさん、
アニー・ローリーなど
■入場料／前売り券・当日券 5,500 円
PAPERMOON 会員 5,000 円
■内容／目で聴く音楽・極上の大人のためのエンターテインメント。
馴染み深い曲を斬新アレンジ。
■主催／PAPERMOON 事務局
■お問合せ／Tel：090-2265-8870
Mail：papermoon.neo.classic@gmail.com

5 月 4 日（木・祝）
憲法トーク Vol.10 in 大倉山記念館
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■出演者／ミスター梅介（法律漫談家）
、
伊東真（伊東塾・塾長、弁護士）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／法律漫談家・ミスター梅介と伊東塾塾長・伊東真による
日本国憲法についての公演の第 10 弾。
憲法を深く知りたい方、必見。
■主催／小野田 忠茂（芸人三昧）
■お問合せ／Tel&Fax:045-568-5947 Mail:enbu@kf.netyou.jp

5 月 6 日（土）
コンサート☓おしばい 「ベートーヴェン物語」
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券：3,000 円 当日券：3,300 円
■出演者／三村 真理（ピアノ）
、岡田 由記子（役者）
■曲目／ピアノソナタより「月光」
「悲愴」
「テンペスト」
「熱情」
■内容／「ああ、耳がきこえない、
、
、！」自らの運命に苦しみ、
そしてそれを克服しようと立ち上がる、ベートーヴェン
のドラマティックな生涯の物語。
心を打つピアノ曲の演奏と、お子様にも分かりやすい
お芝居でお届けします。
■主催／一般社団法人みむみむの森 芸術文化振興グループ
■お問合せ／Tel:070-5570-7294 Fax:042-470-1036
URL:http://mimumimu.org

5 月 14 日（日）
アンサンブル・フローラ
Spring concert in Okurayama
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料
（御招待コンサートなので電話、メールにて事前予約が必要です。
）
■出演者／浅川由香（ピアノ）
、小野誠子（フルート）
、
菅田恵理（ヴァイオリン）
■曲目／J.S.バッハ：G 線上のアリア,
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲 RV310
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲ホ短調
■内容／バロックからロマン派までを 3 人で演奏致します。
メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を全曲演奏
致しますので、どうぞお聴きにいらして下さい。
■主催／菅田 恵理
■お問合せ／Tel:090-1807-8655
Mail:erisugeta@hotmail.com

5 月 27 日（土）
楠美津香 ひとりシェイクスピア Vol.34
in 大倉山記念館 超訳「ヴェニスの商人」昼夜公演
■開演／（昼公演）１４時００分（開場／１３時３０分）
（夜公演）１９時００分（開場／１８時３０分）
■出演者／楠美津香（沙翁役者）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／講談と演劇を組み合わせた独自のスタイルによる
一人芝居で、世界で一番わかりやすい格闘技系
シェイクスピアと呼ばれるパワーと狂気が溢れる舞台。
■主催／小野田 忠茂（芸人三昧）
■お問合せ／Tel&Fax:045-568-5947
Mail:enbu@kf.netyou.jp

5 月 2８日（日）
柳家松太郎 独演会 Vol.3 in 大倉山記念館
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■出演者／柳家松太郎（切り絵師）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／切り絵師「柳家松太郎」の独演会の第三弾。
切り絵のリクエストにお応えします。
■主催／小野田 忠茂（芸人三昧）
■お問合せ／Tel&Fax:045-568-5947
Mail:enbu@kf.netyou.jp
ギャラリー

5 月 9 日（火）～5 月 15（月）
横浜（大倉山スケッチ会）
・高知（倫の会）
第 19 回合同水彩画展

■展示時間／１０時００分～１７時００分
(初日１３時００分～、最終日１５時００分迄)
■入場料／無料
■内容／「大倉山記念館」の教室で月 2 回、野外スケッチや宿泊
スケッチに出かけて描いています。高知・倫の会の仲間
合同で１９回目を迎えました。どうぞご覧ください。
■主催／三上真由美
■お問合せ／Tel:090-2147-9243
Mail:mayumi_3ka3@docomo.ne.jp

5 月 31 日（水）～6 月 4 日（日）
押し花「サロン花の輪」20 周年作品展
■展示時間／１０時００分～１６時３０分
■入場料／無料
■内容／月に 2 回押し花の好きな仲間が集い、作品作りに励んでいます。
20 年の作品を見て下さい。
■お問い合せ／嘉屋恭子
Tel:045-541-8183 Fax:045-541-8183
Mail:rarekaya@ge.netyou.jp

主催事業のお知らせ

５月３１日（水）、６月７日（水）、1４日（水）、
２１日（水）、２８日（水）、7 月５日（水）
【全 6 回】
大倉山記念館 声と歌を楽しむワークショップ
■会場／ホール（初回、最終回のみ）、第５集会室
■定員／１コース（全６回） 18 名
■時間／１０時００分～１１時３０分
■参加費／前金制 6000 円（6 回分の参加費です）教材を含む
■講師／河野陽子（声楽家・ソプラノ・二期会会員）
●自身の演奏活動に加え、2004 年より「自身の声に
向き合い楽しみながら歌う」をモットーに各地で
幅広い年齢層の方へむけて、グループ、個人向けの
声楽指導を行っている。
■対象／大人の方
■内容／プロのソプラノ歌手による、一番身近な楽器、「声」を
楽しむ、声と歌の講座です。呼吸の仕方、声の出し方の
秘訣から習うので、初めての方も安心、健康法や
気分転換としてもおすすめです。
毎回１曲以上歌い、最後はホールでミニ発表会を
予定しています。
■主催／大倉山記念館
■お申込み／４月１２日（水）１０時より
大倉山記念館お電話（045-544-1881）・受付窓口
にて随時受付いたします（先着順）

