☆休館日のお知らせ☆
平成２9 年 10 月
休館日は以下の通りです。

ギャラリー

10 月 10 日（火）～10 月 15 日（日）
絵画展（新美会・マーブル会合同展）
■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／区内新田地区センターにて絵を楽しんでいる新美会とマーブル会
の合同展です。６号～１００号の油絵約７０点を展示します。
■主催／竹ノ下栄勝
■お問合せ／Tel&Fax:045-591-6250
Mail:e_take836_0223@yahoo.co.jp

10 月 16 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。

10 月 25 日（水）～10 月 30 日（月）
京都アートサロン 日本画・絵画教室展覧会
■展示時間／１１時００分～１８時００分
（初日／１１時００分～、最終日／１７時００分迄）
■入場料／無料
■内容／楽しく自由な感性で描いた日本画・絵画作品を展示します。
■主催／中井智子
■お問合せ／Mail:iwaenogu@gmail.com

自主事業のお知らせ

第 6 集会室
10 月 31 日（火）
プリザーブドフラワー教室
中級レベル ～お花の絵画～
■時間／1 回目１０時００分～１１時３０分
2 回目１３時３０分～１５時００分
■参加費／3,500 円
■対象／大人
■定員／各回１５名
■講師／大津聖子 【 ㈱日比谷花壇 】
■主催／大倉山記念館
■お申込み／9 月 15 日（金）10 時より大倉山記念館窓口、
お電話（045-544-1881）にて受付致します。
※定員になり次第締め切りになります。
※お支払いは当日となります。

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。

2017.
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イベントスケジュール

〒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

＜TOPICS＞
10 月 一般催事情報

■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
季節の情報をお届けいたします。
https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/

記念館からのお知らせ
・休館日のお知らせ
・自主、共催事業のご案内
発行：２０１7 年 9 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 10 月催し物情報

ホール

10 月 4 日（水）
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／３０秒でα波がθ波になると言われる癒しの音で
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

10 月 6 日（金）
カレル・チャペック作「郵便屋さんの話」朗読会
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料
■曲目／モラビア民謡（テノール）
、ユーモレスク（ピアノ）
■内容／手紙に込められたやさしい思いを届けようと宛名人を探す
郵便屋さんの汗と涙の話
■出演者／出井則太郎（テノール）
、出井愛（ピアノ）
、虻川典久（朗読）
■主催／虻川典久
■お問合せ／Tel＆Fax:045-823-9341

10 月 6 日（金）
朗読と歌の音楽会
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り券：大人 2,500 円、小中高生 500 円
当日券：大人 3,000 円、小中高生 500 円
☆未就学児の参加は、30 分程度のお話を静かに聴ける子どもであれば、入場可能で大人一人につき、一人無料。
☆床に座って聞けるマット席を大人と乳児計 20 名分程度をご用意（ 予約時 要連絡 ）
☆当日券は前売り券の販売状況によっては販売予定。

■演目／宮澤賢治「虔十公園林」朗読／「星めぐり」の歌などの演奏。
■内容／美しいギターの音色と共に宮澤賢治の「虔十公園林」を朗読。
優しい歌のコンサート。
■出演者／石渡悠起子(うた・朗読)、二宮楽（ギター）
、
オカザキエミ（コンサーティーナ）
、maaayo（うた）
■主催／石渡悠起子
■お問合せ／Tel：080-5977-2525 Mail:yukiko@yukiandcuties.com
http://storyandmusic.peatix.com (チケット販売サイト)

10 月 8 日（日）
簗取洋子 ソプラノリサイタル ～愛と喜びを歌にのせて～
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／前売り・当日券 3,000 円 ※ 親子 4,000 円
■曲目／山田耕筰：からたちの花
ロッシーニ作曲オペラ「セビリアの理髪師」より
「私は町のなんでも屋」
、
「今の歌声は」他
■内容／日本オペラ界を代表する牧野正人氏をお迎えし、
アリアや日本歌曲をお届け致します。
■出演者／ソプラノ：簗取洋子 賛助出演バリトン：牧野正人
ピアノ：頼田恵
■主催／Music SEED♪（宮辺）
■お問合せ／Tel：090-6134-2714 Fax:045-313-1421
Mail:mamaichisakura@yahoo.co.jp

10 月 14 日（土）
ラテンを奏でる
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■曲目／素焼きの瓶、ある恋の物語、コーヒールンバ 他
■内容／アルパ（ラテンハープ）をメインに色々な南アメリカ
の楽器と歌で楽しいコンサート。
■出演者／峰岸桂子（アルパ）
、
ルイス・サルトール（チャランゴ／ボーカル 他）
イリチ・モンテシーノス（ケーナ／サンポーニャ）
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■お問合せ／Tel：090-2525-4143 Mail:arpacolina@gmail.com

10 月 14 日（土）
“ノムさんの米寿を祝おう”会
■開演／１８時３０分（開場／１８時００分）
■入場料／前売り券：3,000 円（歌を歌われるお客様）
2,000 円（鑑賞のみのお客様）
■曲目／演歌、ポップス、自作の曲他（カラオケダムを使用します）
■内容／誰が見てもその堂々たる体格と声量の力強さ、それにも増して
優しい面ざしの魅力ある 88 才です。是非ご来場下さい。
■出演者／野村利信他、30 名
■主催／栗原加奈
■お問合せ／Tel:090-7202-3711
Mail:kuri.dance.dance.dance.88@docomo.ne.jp

10 月 20 日（金）
ラ・マーノ五重奏団 演奏会
■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：3,500 円
■曲目／W.A.モーツァルト／クラリネット五重奏曲イ長調 K.581 他
■内容／メンバー一同、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。
HP: http://la-mano5.com/
■出演者／川沼顕（Va.）
、守田マヤ（Vn.）
、舘石奈未子（Vn.）
、
宮坂俊一郎（Vc.）
、橋田はるな（Cl.）
■主催／ラ・マーノ五重奏団
■お問合せ／Tel：050-5849-0991 Fax:020-4668-5472
Mail:info@la-mano5.com

10 月 29 日（日）
「朗読舎 瑠璃の語り」 朗読会 Vol.2
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：500 円
■演目／源氏物語より「桐壷」
、よだかの星、藤十郎の恋 他
■内容／大倉山記念館にて、深まりゆく秋の１日、美しい
日本文学の世界へ旅してみませんか。
■出演者／網田きよこ、大本正枝、小谷ゆみの、佐藤朱美、鈴木雅
安田満代、雪乃
■主催／朗読舎 瑠璃の語り
■お問合せ／Mail:ongataza1217@yahoo.co.jp

集会室

第 10 集会室
10 月 7 日（土）
高信太郎 トークライブ Vol.4 with 頭 in 大倉山記念館
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／漫画家で演芸評論家でもある「高信太郎」のトークライブ
の第四弾。前座として、胴元（小野田）が「高信太郎を語る」
を行い、頭（奥山）が、高信太郎にインタビューします。
■出演者／小野田忠茂、高信太郎（漫画家、演芸評論家）
、奥山今朝英
■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

第 5 集会室
10 月 21 日（土）
出張シャンソニエ大倉山記念館生演奏会
「異人館サアカス～カバレットの秋～」
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：2,500 円
※席数に限りがありますので出来る限り事前予約をお願いします。
■曲目／シャンソン、ロシア・東欧民謡、タンゴ、
ドイツキャバレーソング等
■内容／シャンソン歌手・蜂鳥あみ太と笠原麻矢（アコーディオン）
のキャバレーソング生音演奏
■出演者／蜂鳥あみ太＝４号（シャンソン歌手）
笠原麻矢（アコーディオン）
■主催／蜂鳥あみ太＝４号（はちどりあみたよんごう）
■お問合せ・予約／ 公式 HP：http://amita004.web.fc2.com/
Mail:susugu.hachidori4@gmail.com

第 10 集会室
10 月 29 日（日）
松居和 トークライブ Vol.2 in 大倉山記念館
「子育てのゆくえ」
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／「欧米社会のパワーゲームによる家庭崩壊を知ってしまった者
の責任」として、子育ての意味を伝えるため、全国講演、各種
執筆活動を行っている松居和のトーク
■出演者／松居和（音楽家・作家）
■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

