大倉山記念館クリスマスイベント情報

１２月 9 日（土）
大倉山こども映画上映会
■会場／ホール
■定 員／先着５０名（※予約制、ホールでの飲食は出来ません）
■入場料／無料
■上映開始時間／１３時３０分～（１３時００分開場）
※座席前列は小さなお子様用に床にマットを敷いております。
■内容／≪SING／シング≫ 13 時 30 分～（108 分）
大切な劇場を立て直すために、コアラのバスタームーンが
思いついたのは…たくさんの動物たちに向けた
“歌のオーディション”！誰もがきっと歌いだしたくなり、
元気になれるミュージックエンターテインメント！６０曲を
超えるヒットソングや名曲の数々とともに綴ったアニメ。
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／11 月 8 日（水）10 時より大倉山記念館窓口、お電話
（045-544-1881）にて受付いたします

☆年末年始の休館日のお知らせ☆
平成２9 年 12 月～平成 30 年１月
休館日以下の通りです。
平成２９年 １２月１1 日（月）
、２９日（金）
、
３０日（土）３１（日）※２８（水）は１７時にて閉館。
平成３０年 １月１日（月）
、２日（火）
、３日（水）
※４日（水）は１７時にて閉館。
（１２
１６日（月）※第２月曜は祝日のため第３月曜日定休日
※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。

12 月 10 日（日）
第３3 回 小さな丘のメリークリスマス
◎パシフィックモダンのクラシックコンサート（ホール）
◇入場料 100 円（先着８０名）
◇開演／11 時 00 分（開場／10 時 45 分）
◇開演／13 時 00 分（開場／12 時 45 分）
◇出演者／ピアノトリオ：
山下美音理（Vn）、山下いずる（Vc）、ゲスト秋山有子（P）
◎ブルーグラスコンサート（ホール）
◇入場料 2,000 円（ウェルカムドリンク付）
◇開演／18 時 30 分 （開場／18 時 00 分）
◇出演者／NEW APPLE SEED
尾崎ブラザーズ
※要事前申込／090-9979-0059（来嶋）
◎催し物【参加費 100 円】
☆クリスマスリース作り（第４集会室）
☆おもしろ科学教室（第１集会室） ☆スイーツデコ（第 10 集会室）
☆プラバン作り（第 10 集会室） ☆木工教室（記念館前庭）
◎体験コーナー【参加費 無料】
●ハンドベル体験（第 3 集会室）●バルーン（第７集会室）
●布おもちゃで遊びましょ（第６集会室）
<喫茶>ロビー各１００円
コーヒー、紅茶、お菓子 ほか
『クリスマスがいっぱい展』ギャラリー 入場無料
１２月 6 日（水）～12 月 10 日（日）
■時間／10：00～15：30 （６日 12：00 から）
手作り・作品展示と体験コーナー
パッチワーク、ウィーピング（手織り絵）、クリスマスの寄せ植え
着替え人形、ぞうりづくり 他
■主催／小さな丘のメリークリスマス実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
■協力／どろっぷ、もくもくはうす、ひととゆめのネットワーク
日比谷花壇
■お問合せ／TEL：090-5803-2146＊18:00～20:00
（小さな丘のメリークリスマス実行委員会事務局）

2017.

12

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。

〒222-0037
横浜市港北区大倉山２－１０－１
TEL 045-544-1881

＜TOPICS＞
12 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、共催事業のご案内

FAX 045-544-1084
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平成２9 年 12 月催し物情報

ホール

12 月 15 日（金）
むじか☆ぴあーちぇ４th Concert
女たちのクリスマスコンサート～ぴあーちぇからの贈りもの～

第３集会室
12 月 16 日（土）
親子のフラワーアレンジメント

■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券 一般 1,000 円、小学生以下 500 円
■出演者／木下友里（Sop）
、増田亜紀（Sop）
、新井麻未（Mez）
、濱田志穂（Pf）
■内容／クラシックからポピュラーまで幅広いクリスマスソングを
声楽ソロとアンサンブルでお贈りします。
■曲目／「メサイア」より、オー・ホーリー・ナイト、ホワイトクリスマス 他
■主催／むじか☆ぴあーちぇ
■お問合せ／Tel：090-5782-1753 Mail:musica.piace0320@gmail.com

■時間／１０時００分～１１時３０分
■参加費／無料（花材費 1,500 円のみ）
■対象／幼稚園年中組～小学校 1 年生と保護者の方
■内容／お花でクリスマスパーティー用のアレンジを作りましょう。
■主催／フルール・オン・レーヴ（萩原李香）
■お問い合わせ／Tel:090-3733-1722 Mail:fleurs-en-reve@live.jp

12 月 16 日（土）
クラシックギター きれいな音を楽しもう会
■開演／１３時００分（開場／１２時５０分）
■入場料／無料
■出演者／アマチュア愛好家多数
■内容／クラシックギターのきれいな音をお楽しみください。
■曲目／クラシックや映画音楽など
■主催／長岡勝
■お問合せ／Tel:045-904-4331

12 月 16 日（土）
みんなで歌おうクリスマスソング in 大倉山 Vol.2
■開演／１９時００分（開場／１８時４５分）
■入場料／無料
■出演者／奈良岡潤子（賛美フラ）他
■内容／クリスマスの歌をみんなで歌いましょう。
スペシャルゲストとして賛美フラの奈良岡潤子さんを
迎えます。詳しくはホームページをご覧下さい。
■曲目／クリスマスソング
■主催／大倉山キリスト福音教会
■お問合せ／Tel＆Fax:045-546-3284
HP:ohkurayama-ch.promole.net(教会ホームページ)

12 月 28 日（木）
Violin&Piano Duo Concert
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り・当日券 1,000 円
■出演者／望月さくら 森澤麻里江
■内容／現役音大生がプロコフィエフのソナタを中心に
クラシック音楽の魅力をお届けします。
■曲目／プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第２番 他
■主催／POCO A POCO
■お問合せ／Mail:pf.vn.sandm@gmail.com

予告

集会室

平成 30 年 １月８日（月・祝）
慶應義塾大学落語研究会 新春落語会
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料
■出演者／慶應義塾大学落語研究会所属 有志
■内容／慶應落研の精鋭による盛りだくさんの
落語口演です。新年にふさわしい、
楽しい舞台となっています！
■演目／落語・大喜利・コント・漫才
■お問合せ／Mail:keiorakugo@live.jp
■主催／大倉山記念館

第 1 集会室
12 月 23 日（土・祝）
フラワーアレンジメント教室
新春の華やぎ ～和モダンな壁掛けアレンジ～
■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／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１５名（定員になり次第締め切り）
■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／11 月 1 日（水）午前 10 時より大倉山記念館
受付・お電話（045-544-1881）にて受付
ギャラリー

11 月 29 日（水）～12 月 4 日（月）
all about the wool Ⅻ
■展示時間／１１時００分～１７時００分
（初日／１１時００分～、最終日／１６時００分迄）
■入場料／無料
■内容／羊毛を使って ―紡ぐ・織る・編む・フェルトする― の
作品を展示
■主催／NPO 法人 みんなの工房
■お問合せ／Mail:minnanokoubou@gmail.com

12 月 13 日（水）～12 月 17 日（日）
没後六十周年記念特別展
墨外 截金（きりかね）仏画と墨画
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１０時００分～、最終日／１７時００分迄）
■入場料／無料
■内容／截金仏画と墨画の展示
■主催／前田耕作
■お問合わせ／Tel:03-3420-7264

☆★☆ 大倉山記念館イルミネーション企画 ☆★☆
2017．１２／１0～2018．１／22（予定）
＜１７時～２１時＞
■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。
詳しくは

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

