共催事業のお知らせ

11 月 1 日（水）～11 月５日（日）
第 3３回

大倉山秋の芸術祭 201７

―記念館と利用者・地域とのふれあいを深めて―
大倉山秋の風物詩「大倉山秋の芸術祭」を今年も盛大に開催します。
美術展もあるし音楽会もある楽しいイベントです。
そしてどなたも参加できます。
ライブ・講演・講座・美術展と盛りだくさんの内容を準備中です。
■会場／ホール、ギャラリー、集会室、ロビー
■開催時間／
美術展 ：１０時～１７時

※最終日は１６時まで

ライブ ：９時３０分～２１時
■入場料/有料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･無料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑあり｡
(詳細ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは記念館・HP にて)
■主催/大倉山秋の芸術祭実行委員会
■共催/横浜市大倉山記念館

自主事業のお知らせ

第 1 集会室
1１月２５日（土）
フラワーアレンジメント教室 クリスマスの森
～エバーグリーンのリースアレンジ～
■時間／午前の部 １０時００分～１２時００分
午後の部 １３時３０分～１５時３０分
※開場はそれぞれ開始時間の 30 分前となります。
■参加費／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１５名
■講師／重田 章子（ヒビヤフラワーアカデミー講師）
■主催／大倉山記念館
■お申込み／10 月 1 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。

■後援/港北区役所･大倉山商店街振興組合・大倉山地区連合会･
大曽根自治連合会･樽町連合町内会・(公財)大倉精神文化研究所
■助成/神奈川県
■お問合せ/Tel:090-6524-7060 (事務局)

ホール
11 月１9 日（日）
第 30 回大倉山ジョイフルコンサート
藤原晶世リサイタル
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／～紅葉の大倉山で聴く～ヴァイオリンリサイタル
■出演者／藤原晶世（ヴァイオリン）
、開原由紀乃（ピアノ）
■プログラム／ブラームス：ヴァイオリンソナタ第 2 番、
ドヴォルザーク：スラブ舞曲第 10 番 他
■入場料／2,000 円 中学生以下 1,000 円＜※要予約＞
9/18（月）より受付開始
■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

※状況によって変更や追加が発生する場合がございます。
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。

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。

平成２9 年 11 月
休館日は以下の通りです。

11 月 13 日（月）
（１２

11

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
■ＦＢ（フェイスブック）

☆休館日のお知らせ☆

2017.

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

＜TOPICS＞
11 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

季節の情報をお届けいたします。

・休館日のお知らせ

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

・自主、共催事業のご案内
発行：２０１7 年 10 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 11 月催し物情報

ホール

11 月 9 日（木）
千夜一夜 歌のしらべ
■開演／（昼）１６時００分（開場／１５時３０分）
（夜）１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／当日券のみ：3,000 円
■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。
■出演者／おおばせいこ
■主催／DIVA MUSIC ENTERTAINMENT
■お問合せ／Tel:03-5947-2060
Mail:info@seikoohba.com

11 月 10 日（金）
キリン娘コンサート Vol.2
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：2,000 円
■曲目／オペラ「カルメン」
・
「ボエーム」
・
「コジ・ファン・トゥッテ」より
■内容／せいたかのっぽの三人娘がフランスの愛の歌から、
密輸団のジプシーまで歌います。
皆様のご来場を首を長くしてお待ちしております。
■出演者／阿部宇多子（Sop）
、西尾雅恵（Sop）
、七尾章世（Mez）
、岡坂弘毅（Ten）
■主催／西尾雅恵
■お問合せ／Tel:090-2549-1758

11 月 12 日（日）
、11 月 25 日（土）
黒沢美香追悼企画『美香さん ありがとう』
「一人に一曲」
■開演時間／11/12（日）１４時００分(開場／１３時３０分)
11/25（土）１８時００分(開場／１７時３０分)
■入場料／前売り券：2,500 円、当日券：3,000 円
■演目／「一人に一曲」
■内容／一曲ずつ無作為に入っているカセットテープを使い、
一人ずつ出てきた一曲を踊りきる
■出演者／秋山珠羽沙、関さなえ、Nissy、福留麻里、村田いづ実、
山賀ざくろ、黒沢美香＆ダンサーズ、他
（※出演者は日替わりです）
■主催／黒沢美香＆ダンサーズ
http://mdancers2017.wp.xdomain.jp/
■お問合せ／Tel：080-4171-7278 Mail:mika3ariga10@gmail.com

11 月 15 日（水）
～歌って～のびのびシニアストレッチ
「にこにこ・コミュニケーション会」
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／無料
■曲目／明日があるさ、ソーラン節、港町 13 番地、アメージンググレイス他
■内容／～歌って！笑って！輝いて！～皆様とともに大いに
歌とパフォーマンスで楽しみましょう！！
■出演者／「～歌って～のびのびシニアストレッチ」教室の皆様
■主催／のびのびシニアストレッチ（西山）
■お問合せ／Tel&FAX:045-432-3096
Mail:laviesaine.ac.140605@gmail.com

11 月 17 日（金）
Autumun JAZZ Night 岩見淳三
Special Unit with YAYOI
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券：3,800 円 当日券：なし
■曲目／あなたと夜と音楽と、スマイル、枯葉、酒とバラの日々
■内容／原信夫と＃＆ｂ等、ジャズ界を代表するギタリスト。
歌とハーモニカを混じえて、スタンダードの名曲を。
■出演者／岩見淳三（Gt）YAYOI（Vo）
、マツモニカ（Hrm）
、
ジャンボ（B）
、栗山（Per）
■主催／OFFICE 岩見（350 クラブ）
■お問合せ／Tel＆Fax:045-642-4304 Mail:iwami@np.ejnet.ne.jp

11 月 18 日（土）
黒沢美香追悼企画『美香さん ありがとう』
「lonely woman」
■開演時間／１８時００分(開場／１７時３０分)
■入場料／前売り券：2,500 円、当日券：3,000 円
■演目／「lonely woman」
■内容／過去２１回上演、伝説の演目。
ルール：ダンサーは立ったその場を動いてはならない。
■主催／黒沢美香＆ダンサーズ
http://mdanecrs2017.wp.xdomain.jp/
■お問合せ／Tel：080-4171-7278 Mail:mika3ariga10@gmail.com

11 月２１日（火）
大人のピアノ横浜ピアノ発表会
■開演／１４時００分（開場／１３時４５分）
■入場料／無料
■曲目／クラシックピアノ曲
■内容／日頃のピアノ練習の成果を聞いて下さい。
はじめてピアノを習う人・仲間を求める方も。
■出演者／大人のピアノ横浜メンバー
■主催／末高明美
■お問合せ／Tel:090-9309-4354 Mail:asuetaka@nifty.com

11 月 26 日（日）
フルート＆ギター演奏会
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■内容／どなたでもお気軽にお越しください。
■主催／フィレンツェの花（中村）
■お問合せ／Tel：045-561-4660

集会室

第２集会室
11 月 8 日（水）
、11 月 22 日（水）
、11 月 29 日（水）
薬膳茶＆チーズプラトーレッスン

■受付開始時間／９時５０分（11/8,22）
、１３時５０分（11/29）
■レッスン開始時間／１０時００分（11/8,22）
、１４時００分（11/29）
■レッスン料／お一人様 3,000 円（当日現金にてお支払い下さい）
■内容／チーズをカットし、自分なりに盛り付けて試食・試飲をしながら
楽しくレッスンしましょう♪
■主催／le moment gracieux 主宰 岡田 希未
■お問合せ／公式 HP：http://r.goope.jp/lemomentgracieux
Mail :chouchou.au.fromage@gmail.com

ギャラリー

11 月 7 日（火）～11 月 12 日（日）
第 9 回 大倉山スケッチ会水彩画展
■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／会員２４名による風景画を中心にした水彩画です。
７０点超の作品を展示します。お気軽に足をお運び下さい。
■主催／三上真由美
■お問合せ／Tel：090-2147-9243

11 月 16 日（木）～11 月 1９日（日）
第２回 楽しい暮らし研究所展
～5 人の女性建築家による住宅実例展～
■展示時間／(木・金)１２時３０分～１８時３０分
(土・日)１０時３０分～１８時３０分
（初日／１２時３０分～、最終日／１８時３０分迄）
■入場料／無料
■内容／『楽しい暮らし』をテーマにした住宅実例の展示です。
土日１４：００～楽しい住まいのセミナーも開催致します。
■主催／楽しい暮らし研究所
■お問合せ／http://tanoshii-kurashi.com
(ホームページ内“CONTACT”のお問い合わせフォームからご連絡下さい)

11 月 23 日（火）～11 月 26 日（日）
BOPS（Band of Photo Shooters）写真展
「時～うつろい～」
■展示時間／１０時００分～１９時００分
（初日／１３時００分～、最終日／１７時００分迄）
■入場料／無料
■内容／「時～うつろい～」をテーマに、１２名それぞれの解釈で
写真に表現します。ぜひ、作品を観にきて下さい。
■主催／福士 和男
■お問合せ／Tel：090-8846-2187 Fax:045-547-3881
Mail:nasunasu@grace.ocn.ne.jp

