告知
オープンデイ～おしえて！まちの先生～
＊オープンデイとは＊
ホールや集会室など、館内を自由にご見学できる
催しものとなります。ぜひご来館下さい♪
■日程／平成３０年２月１１日（日）
■講座・実演／９時３０分～１７時００分
■場所／大倉山記念館集会室・ホール
■参加費／100 円～1,000 円（一部無料）
■講座内容／さまざまな分野の特技や専門知識を活かして
区内でご活躍されているまちの先生によるワ
ークショップ、講習会、ステージ披露や体験、
館内ツアーなどがございます。一部講習会は
ご予約制となりますので、詳細は記念館ＨＰ
にてご確認下さい。

☆休館日のお知らせ☆
平成 30 年 1 月
休館日は以下の通りです。
1 日（月・祝）
、2 日（火）
、3 日（水）
※4 日（木）は 17 時にて閉館。
15 日（月）
※第２月曜は祝日の為、第３月曜日休館
（１２
※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。

☆ご予約制の講習会のお申込み方法☆
申込開始日：平成 30 年１月 4 日（木）午前１０時より
※ただし 15 日（月）の休館日は除く
大倉山記念館の窓口・電話（045-544-1881）にて
先着順で受付致します。

第 11 回 大倉山 Spring Jazz Fest
～魅惑のジャズクインテット～
■日程／平成３０年 ３月１１日 （日）
■開演／１回目 15：00～（開場 14：30）
２回目 17：00～（開場 16：30）
■定員／各回８０名 ※内容は各回とも同じです
■料金／大人：前売り券 2,000 円 当日券 2,500 円
高校生以下：1,000 円（前売り券、当日券共に）
※前売り券が完売した場合は、当日券なし
■会場／横浜市大倉山記念館ホール
■出演／岩見淳三クインテット
■曲目／Broadway,StarDust,Manha de Carnaval 他
■主催／横浜市大倉山記念館
■企画協力／オフィス KOM
■お申込／窓口・電話にて受付 Tel:045-544-1881

平成 30 年１月１0 日（水）
10 時より
チケット発売！！

2018.

1

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＞
1 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

FAX 045-544-1084

・自主、共催、のご案内

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com
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横浜市大倉山記念館

平成 30 年 1 月催し物情報

ホール

集会室
主催事業のお知らせ

1 月 7 日（日）
平成三十年新春特別公演
楠美津香 独演会 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／女性ひとりコントのパイオニア的存在で、
「ひとりコントの
女王」の異名を持つ「楠美津香」の独演会。
ひとりシェイクスピア流落語二席「厩火事」
「文違い」や
新作コント「軽井沢婦人２０１８」などを上演予定。
■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

1 月７日（日）
ピアノで歌う 百人一首コンサート
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料/2,000 円 ※要事前予約、お支払いは当日となります。
■演目／百人一首
■内容／日本人の心の故郷、百人一首をピアノで弾き語りしながら
現代風に歌っております。
■出演者／中根 美枝（ピアノ・歌・語り）
■主催／中根 美枝
■お問合せ／Tel:080-6584-4141
Mail:rihakon@teabreak.jp

1 月 14 日（日）
向山恵奈＆小林勉ジョイントコンサート
～皆様への感謝をこめて～
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■出演者／
向山恵奈（ソプラノ）
、小林勉（バリトン）
、小林かなこ（ピアノ）
■入場料／前売り・当日券 2,500 円
■内容／ソプラノとバリトンによる日本や世界の名曲を
どうぞお楽しみ下さい！
■曲目／日本歌曲、オペラ『フィガロの結婚』より、他
■お問合せ／Mail:ticketmail.concert@gmail.com

1 月 19 日（金）
飯田千夏門下生 声楽発表会
■開演／１９時００分（開場／１８時４５分）
■入場料／無料
■出演者／青木瑠子・髙松由希・白井杏季 他
■曲目／イタリア・ドイツ・日本歌曲・オペラアリア 他
■主催／飯田千夏
■お問い合わせ／Tel&Fax:045-560-0608

第 3 集会室
1 月 11 日（木）～
木曜フランス語講座 冬期開講
■時間／１３時３０分～
■授業日／月２回または３回 午前／午後
■料金／入会金なし、見学（１回）無料
■内容／上級・中級：ネイティブ講師
初級：日本人講師により初歩から
■主催／横浜日仏友好会
■お問い合わせ／Tel& Fax：03-3701-1721（川池）
Mail:enaruse21prs@gmail.com(成瀬)
ギャラリー

1 月 10 日（水）～1 月 22 日（月）
JYU 展 横浜百景
■開催時間／１０時００分～１７時００分
（最終日は１６時００分迄）
■入場料／無料
■内容／今、失われゆく横浜の景色を百作描く
壮大なプロジェクト。家庭用ペンキスプレーで
描きとどめる、横浜の今。
■お問い合せ／伊早坂 遥（いはやさか はるか）
Tel:090-9149-8811
Mail:s.denknow@gmail.com

共催事業のお知らせ

1 月 21 日（日）
第 31 回大倉山ジョイフルコンサート
伊藤悠貴 チェロ・リサイタル
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／日本を代表する若手チェリスト、ジョイコンに登場！
■出演者／伊藤悠貴（チェロ）
、ロー磨秀（ピアノ）
■プログラム／
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ 第 2 番 ト短調 作品 5-2
フランク：チェロ・ソナタ イ長調
■入場料／2,000 円（一般、高校生）
1,000 円（中学生以下）
（要予約）
※空席があるときのみ当日券有
■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

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
■申込／当日直接会場へお越しください。
■主催／大倉山記念館
■問い合わせ／Tel:045-544-1881

1 月 28 日（日）
第 7 回大倉山記念館
「高校生ギャラリー＆ミュージックフェスタ」
■会場／ギャラリー、ホール
■開催日／
1 月 25 日（木）～1 月 28 日（日）
：ギャラリーにて
1 月 28 日（日）
：ホールにて
■開催時間
高校生ギャラリー：ギャラリーにて
10：00～16：30（最終日は 16：00 まで）
ミュージックフェスタ：ホールにて
10：00～15：00
■内容／
横浜北部地区の神奈川県立高校、養護学校の文化クラブから
出品される高校生の作品展（書道・華道・写真・美術・
造形など様々な作品を展示）と音楽関係の部活動生徒による
ミュージックフェスタを開催いたします。
■主催／横浜市大倉山記念館
■後援／神奈川県高等学校文化連盟
■協力／神奈川県立高等学校校長会議
■お問い合わせ／Tel:045-544-1881（大倉山記念館）

■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/

