告知

第 30 回 大倉山観梅会

ギャラリー

2 月 28 日（水）～３月 4 日（日）
第 13 回 港北美術展
～美術の輪を広げ港北文化の華ひらく～
■時間／１０時００分～１７時００分（最終日は 15：00 迄）
■入場料／無料
■内容／絵画や書、写真、工芸などの作品展示と、竹細工や
バルーンアートなど、様々な体験講座が行われます。
■主催／港北区役所地域振興課生涯学習支援係
■お問い合わせ／Tel：045-540-2239
Mail:ko-bunka@city.yokohama.jp

ホール

春の恒例行事となりました大倉山観梅会を今年度も開催いたします。
■内容：野点、大倉山梅酒「梅の薫」の新酒の試飲・販売、地元
商店街による出店、園芸品販売、三曲演奏、舞踊などステージ
※実施内容は、主催者の判断により変更または中止になる
場合があります。
■日時：平成 30 年２月 17 日（土）・２月 18 日（日）
両日とも 10 時～16 時
■場所：大倉山公園梅林
（大倉山公園面積 6.9 万平方メートル、同梅林 1 万平方メートル）
■お問合せ：大倉山観梅会実行委員会事務局
（港北区役所地域振興課内） Tel:045-540-2235

1 月 10 日より前売り券販売！

大倉山公園梅林の梅は
《３２種類約２００本》
「寒紅梅（かんこうばい）」・「八重野梅
（やえやばい）」
・
「筑紫紅（つくしこう）」
・
「田子の浦（たごのうら）」・「月宮殿（げ
っきゅうでん）」
・
「紅千鳥（べにちどり）」
・
「冬至梅（とうじばい）」・「八重旭（や
えあさひ）」・「唐梅（とうばい）」・「見
驚（けんきょう）」・「書屋の蝶（しょお
くのちょう）」
・
「茶筅梅（ちゃせんばい）」
・
「楠玉（くすだま）」・「白玉梅（しらた
まばい）」・「月影（つきかげ）」・「緑
萼梅（りょくがくばい）」など。

第 11 回 大倉山 Spring Jazz Fest
～岩見淳三 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

☆休館日のお知らせ☆
平成 30 年 2 月
休館日は以下の通りです。

2 月 19 日（月）
（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。

開館時間

2018.
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

FAX 045-544-1084

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com
■ＦＢ（フェイスブック）

イベントスケジュール

＜TOPICS＞
2 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

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

・休館日のお知らせ

季節の情報をお届けいたします。

・自主、共催事業のご案内

9：00～22：00

【利用申込受付時間

9：00～21：00】
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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 30 年 2 月催し物情報

ホール

2 月 8 日（木）
公開練習
■開演／１８時３０分（開場／１８時００分）
■入場料／無料
■出演者／女声合唱団 ひらめき
■曲目／世界のうたの旅～愛しき君へ～、a little Jazz Mass 他
■内容／18 年 10 月に開催される演奏会に向けて、どんな練習を
行っているか、皆様におひろめします。
一緒に歌いたくなる練習風景です。
■主催／皆藤 尚子
■お問い合わせ／Tel:090-8459-9440

2 月 20 日（火）
E１コンサート
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料
■出演者／洗足学園音楽大学演奏会実習上田ゼミ生２５名
■曲目／フルート、サックス、ピアノのソロ曲
■内容／洗足学園音楽大学学生によるフルート、サックス、ピアノ
ソロコンサート
■主催／洗足学園音楽大学演奏会実習上田ゼミ
■お問い合わせ／Tel:03-5375-4344
Mail:ky-ueda@senzoku.ac.jp

2 月 24 日（土）
SHUNSUKE IZUTANI ４th PIANO CONCERT
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／無料
■出演者／泉谷駿介、三上奈歩
■曲目／英雄ポロネーズ、幻想即興曲、愛の夢
■内容／クラシックからポップスと幅広いジャンルで演奏します。
是非、いらして下さい！！
■主催／泉谷駿介
■お問い合わせ／

2 月 25 日（日）
楠美津香 ひとりシェイクスピア
Vol.３５ in 大倉山記念館
超訳「ウィンザーの陽気な女房たち」
■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
■出演者／楠 美津香（沙翁役者）
■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、世界で一番分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）
■お問い合わせ／Tel＆Fax:045-568-5947
Mail:enbu@kf.netyou.jp

集会室

オープンデイのお知らせ
第２集会室
2 月 7 日（水）
、14 日（水）
、21 日（水）
、28 日（水）
薬膳茶＆チーズを楽しむ講座
■受付開始時間／９時５０分
■レッスン開始時間／１０時００分
■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薬膳茶とともに試食・試飲を
しながら楽しくレッスンしましょう♪チーズのお土産付です！
■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

第 1 集会室
2 月 12 日（月）～16 日（金）
、18 日（日）
、
20 日（火）～25 日（日）
四季の和紙版画展
■時間／１０時００分～１６時３０分
■入場料／無料
■内容／日本の伝統工芸、謄写版（ガリ版）印刷の手法を継承する
和紙版画の普及と後継者の育成をはかる。
※降雪・豪雨の日は休みます。
■主催／巻幡正幸（ヤマンバ企画）
■お問い合わせ／Tel：045-470-8080
ギャラリー

2 月１日（木）～２月４日（日）
お針文化の伝承展 お雛様とちりめん細工
■時間／１１時００分～１６時００分
■入場料／無料
■内容／お雛様にちなみ子供の成長を願い、昔の人々の知恵や技の
すばらしい伝承の、ちりめん細工のさげものと女性の
手仕事展です。
■主催／林 淑子
■お問い合わせ／Tel：090-9593-9694
Mail:t.h-ohari-nuno@docomo.ne.jp

2 月１4 日（水）～２月 18 日（日）
第 33 回 寿展
■時間／１０時００分～１８時００分（最終日は１６時３０分迄）
■入場料／無料
■内容／３３回を迎える東海大美研 OB と知人による絵画、CG,焼き物等
の展示会。色々な作品の人気投票もあります。
■主催／寿会
■お問い合わせ／Tel:045-434-5263

平成 30 年 ２月１1 日（日・祝）

～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♪

講習会・ワークショップ・塔屋＆館内ツアー
■時間／９時３０分～１６時３０分
■場所／大倉山記念館集会室
■参加費／無料～1,000 円
■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
されているボランティアによる講座となります。
館内をご案内する大人気のツアーも開催します。
【一例】
バスボム作り、茶道体験、自分史作り、ポストカード作り、ミニタグ作り、
帯結び、詩吟 等
※時間・場所・料金の詳細は記念館ＨＰまたはチラシにてご確認下さい。

☆お申込み方法☆
料金は講座によって異なります。
詳細はチラシ・ウェブサイトをご参照ください。
申込開始日：平成 30 年１月 4 日（木）午前１０時より
※ただし 1 月 15 日（月）の休館日は除く
大倉山記念館の窓口・電話にて先着順で受付致します。

ステージ披露と体験
■実演／ホール：11：00～、15：00～
第 10 集会室：10：00～、14：00～
■場所／大倉山記念館ホ－ル、第 10 集会室
■入場料／無料
■講座内容／まちの先生による発表・実演があります。
[陳式太極拳、日本舞踊（※要予約）
、ピアノ演奏、フラダンスなど]
★まちの先生講座紹介パネル展もあります。
★ロビーではサークルラウンジ開催。
ウクレレ演奏（10:30～13:00）を無料でお聞きいただける他、パンや
コーヒーの販売（10:30～16:00、売り切れ次第終了）がございます。
■主催／横浜市大倉山記念館
共催／港北区区民活動支援センター
■予約・お問合せ／Tel:045-544-1881(大倉山記念館）

