3 月 13 日（火）～３月 19 日（月）
21 世紀も輝こう展
■時間／１０時００分～１７時００分
（初日は１３時３０分から、最終日は１５時３０分迄）
■内容／港北年金者組合の年 1 回の文化展。高齢者の力作ぞろい。
絵画、写真、書、手芸、絵手紙、ちぎり絵など。
■入場料／無料
■主催／全日本年金者組合港北支部
■お問い合わせ／tel:090-8892-4375 Fax:045-543-0966
Mail:toshinaga@d07.itscom.net
自主事業のお知らせ

３月 1１日(日)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
■開演／１回目：１５時００分（開場／１４時３０分）
２回目：１７時００分（開場／１６時３０分）
■出演者／ギター：岩見 淳三 サックス：右近 茂
ピアノ：本多 富士旺 ドラムス：山本 勇
ベース：小野 照彦
■曲目／Broadway,Star Dust,Manha de Carnaval 他
■主催／横浜市大倉山記念館
■企画協力／オフィスＫＯＭ
■お問合せ／Tel：045-544-1881（窓口・電話にて受付）

☆お申込み方法☆
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・当日券共に）
※前売り券が完売した場合は、当日券なし

共催事業のお知らせ

3 月 8 日（木） のんびるフェスタ
■時間／１０時００分～１５時００分
■内容／“のんびるフェスタ”とは子育て支援イベントです。
地域で子育てをするママさんに日頃はなかなかできないことを
楽しんで頂く 1 日で、館内で様々な催しが行われます。
■予約／1 月 20 日 10 時～ 受付開始
「ハッピーマザーミュージックコンサート」
「ワークショック」
「リフレクソロジー」「占い・診断」
「体験教室」が予約できます。
予約された方には「ワンコイン保育」の予約も可能です。
詳細は下記【お問い合わせ】まで
■お問い合わせ／
Web: https://nonbiru2018.jimbo.com/
Tel:045-470-5564(NPO 法人セカンドリーグ神奈川)
■主催／のんびるフェスタ＠大倉山記念館
共催／大倉山記念館
後援／港北区役所 協力／港北区地域子育視点拠点どろっぷ

☆休館日のお知らせ☆
3 月 12 日（月）

３月１8 日（日）
第 32 回 大倉山ジョイフルコンサート
「デュオコンサート」
■開演／１４時００分（受付開始／１３時３０分）
■内容／フルートとハープが運ぶ春
■出演者／竹山 愛（フルート）
、景山 梨乃（ハープ）
■曲目／ドップラー：ハンガリー田園幻想曲
ドビュッシー：小舟にて
ツァーベル：グノーの歌劇「ファウスト」の主題による
幻想曲 Op.12 他
■入場料／2,000 円（中学生以下 1,000 円）※要予約
■予約・お問い合わせ／大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
Tel: 080-8424-5108
HP: http://www.ohkurayama-joycon.com
■共催／横浜市大倉山記念館

3 月 2４日（土）、2５日（日）
第 11 回 大倉山ドキュメンタリー映画祭
■会場／メインスクリーン（ホール）、B スクリーン（第 10 集会室）
■入場料／各回入れ替え制
◎一般：1,600 円
◎高校生・シニア・障がい者：1,000 円 ※身分証をご持参下さい。
◎映画祭サポーター用フリーパス：10,000 円（限定 20 枚）
※映画祭を応援してくださるサポーターのフリーパスです。
3 月 24 日（土）、25 日（日）のすべての上映をご覧頂けます。
◎サポーター券（1 日券）：5,000 円
3 月 24 日（土）もしくは 25 日（日）の全ての上映をご覧頂けます。
■内容／映画の作り手、映画好きの市民、地域の福祉作業所などが
集まり、ボランティアで開催している映画祭です。
■プログラム／9 プログラム、2 トークショー
（詳細、最新情報は公式ブログにて）
大倉山ドキュメンタリー映画祭公式ブログ
http://o-kurayama.jugem.jp
■申し込み・お問い合わせ／予約優先制です。会場の定員数（80 席）に
限りがあるため、ご予約がないと入場いただけない場合がございます。
事前のご予約・お問い合わせをお願い申し上げます。
電話・FAX・E-mail にてお申込下さい。
≪2 月 1 日（木）より受付開始≫
◆Tel:080-3542-8759(実行委員会)、090-2257-4895（薩田[さった]）
◆E-mail:ookurayamaeiga@yahoo.co.jp
◆Fax:045-434-9270
※Fax・E-mail でのお申込みの場合は必ず以下をお伝え下さい。
①お名前 ②お電話番号 ③観賞したい作品 ④観賞人数
後ほど実行委員会より確認の連絡をさしあげます。
■主催／大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
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 FAX 045-544-1084
Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com
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3 月 2 日（金）
A STORY OF JAZZ GREAT SUMMIT 201８
in 横浜
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り 4,000 円
■出演者／Miya(flute),スガダイロー（piano）,寶玉義彦(ナビゲーター)
■曲目／Evidence、直立猿人、Sunshine of Your Love など
■内容／Miya がゲストにスガダイローを迎えて送る珠玉のジャズコンサート。
■主催／チームカノン
■お問合せ／Tel:03-6427-9156 Mail:team.can-on@miya-music.com

3 月 5 日（月）
ヴォルフガング・フリーベ／泉本 信子
ライアーデュオの夕べ 2018
■開演／１８時３０分（開場／１８時１０分）
■入場料／前売り券 3,500 円、当日券 3,500 円
学生 2,500 円（中学生以上）
、当日券は要問合せ
■出演者／ヴォルフガング・フリーベ／泉本 信子
■内容／ソプラノライアーとアルトライアーによる二重奏。委嘱作品
藤井喬梓さん作曲の「4 つの俳句のための音楽」の初演。
■曲目／M.ラヴェル：亡き王女のためのパヴァ―ヌ
L.ロイプケ「2 台のライアーのための音楽」他
■主催／杉本照代
■お問合せ／Tel＆Fax：045-717-7153
Mail:hibikuyo41010@ybb.ne.jp

3 月１0 日（土）
峰岸 桂子 アルパコンサート
■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／峰岸 桂子（アルパ）
、イリチ・モンテシーノス（ケーナ、他）
田中 まさよし（パーカッション）
■内容／アルパをメインにケーナやサンポーニャ、パーカッションなどと
ラテンフォルクローレ中心のコンサート。
■曲目／シェリート・リンド／太陽の乙女／トゥクマンの月 他
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■お問合せ／Tel:090-2525-4143 Mail:arpacolina@gmail.com

3 月 13 日（火）
コンサート 奏春譜 2018

■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
第３集会室
■入場料／前売り・当日券 3,500 円
学生券は前売り・当日券ともに 2,500 円です
3 月 5 日（月）
■出演者／吉岡 次郎（フルート）
、藤森 亮一（チェロ）
、横山 美里（ピアノ） チーズ検定・チーズプラトー体験
■曲目／ゴーベール／ロマンチックな小品、マルティヌー／三重奏曲 他
■受付開始時間／１１時１０分 講習時間／１１時２０分～１３時５５分
■内容／フルート、チェロ、ピアノによるトリオのコンサート
検定試験時間／１４時２０分～１５時００分
■主催／Fine Muse Club(ファイン・ミューズ・クラブ) 担当：高橋
チーズプラトー体験／１５時１０分～１７時００分
■お問い合わせ／Tel:090-9008-2146 Fax:045-861-6155
■検定料／10,000 円 チーズプラトー体験料／1,500 円
Mail:finemuseclub@gmail.com
■講師／岡田 希未
■内容／チーズに興味のある方なら誰でもチャレンジできます。チーズプラトー
3 月 19 日（月）
（盛り付け）体験のみのご参加も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
春のおとずれ ライアーを奏でる会
■主催／le moment gracieux 主宰 岡田希未
■開演／１２時３０分（開場／１２時１０分）
■お問合せ／Mail:chouchou.au.fromage@gmail.com
■入場料／無料（要予約）
HP:http://r.goope.jp/lemomentgracieux
■出演者／リラ・コスモス門下生
チーズ検定公式 HP／www.cheesekentei.com
■曲目／グロリア、星に願いを、ダニーボーイ 他
※チーズ検定は www.cheesekentei.com より 2/1 までにお申し込みください。
■内容／シュタイナー教育の音楽療法から生まれた竪琴ライアー。
チーズプラトー体験は２日前までに chouchou.au.fromage@gmail.com へ
心に響く音色をお届けします。
ご連絡下さい。
■主催／ライアーの会 平川
■お問合せ／kokoko5050@gmail.com

第 1 集会室

3 月 20 日（火）
春の歌～中世ヨーロッパの花園から～ソロ・コンサート
■開演／２０時００分（開場／１９時３０分）
■入場料／前売り・当日券 2,000 円 学生券 1,500 円
■出演者／ルドン絢子（歌、クラヴィシテリウム）
■曲目／13 世紀モンペリエ写本のモテット／13 世紀様式で書かれた新作／他
■内容／春のはじまりを描いた中世ヨーロッパの音楽を歌と竪鍵琴で
お届けします。１３世紀ポリフォニーの世界を是非お楽しみ下さい。
■主催／メディエバル・ミュージック・センター（担当：ルドン）
■お問合せ／medievalmusicjapan@gmail.com

■時間／１０時００分～１６時３０分
■入場料／無料
■内容／日本の伝承工芸謄写版（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

3 月 22 日（木）
フルート、オーボエ、ピアノトリオコンサート

■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ください）
■ご予約／各回２日前までに chouchou.au.fromage@gmail.com へご連絡下さい。
■講師／岡田 希未
■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
■お問い合わせ／Mail:chouchou.au.fromage@gmail.com
HP: http://r.goope.jp/lemomentgracieux

■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り（一般 3,000 円、学生 2,000 円）
■出演者／道下 千愛、井上 雅大、小林 千夏
■曲目／クヴァンツ トリオソナタ、くるみ割り人形
■内容／トリオで奏でる音楽をお楽しみ下さい。
■主催／フルート、オーボエ、ピアノトリオ
■お問合せ／Tel:080-9455-2228 Mail:konzert_fl@yahoo.co.jp

集会室

第 2 集会室
■開演／１８時００分（開場／１７時３０分）
■入場料／前売り・当日券 500 円
3 月３日（土）
■出演者／洗足学園音楽大学延原正生ゼミ
親子で雛祭りの花育ワークショップ
■曲目／モーツァルト作曲オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370 他
■受付開始／９時４５分 開始／１０時００分 終了／１１時３０分
■内容／さまざまな楽器で時代を超えてクラシック音楽を愉しむコンサートです。
■講習費／無料 （※花材費として 1,500 円ご用意ください）
■主催／洗足学園音楽大学 延原ゼミ
■参加対象／幼稚園～小学校低学年
■お問い合わせ／Tel:090-1482-3646
■内容／親子でひな祭りのアレンジメントを制作します。
Mail:nobu_zemi@mymelody.com
ひな祭り絵本の読み聞かせもあります。
楽しいひと時をお過ごし下さい。
■主催／アトリエ Riche 廣瀬智子
3 月 14 日（水）
■お問合せ／Tel:090-1438-6190 Mail:riche.corporation@gmail.com
※ 花はさみ、持ち帰り用の袋をご用意ください。
大倉山夜会～第ニ夜～

―瑞々しくロマンチックな夜―

3 月 5 日（月）～7 日（水）
、９日（金）
、10（土）
四季の和紙版画展

3 月 7 日（水）第３集会室 ３月２８日（水）第 2 集会室
薬膳茶＆チーズを楽しむ講座

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～
■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、さまざまな体験講座が行われます。
■日程／平成３０年 ２月２８日（水）～３月４日（日）
■時間／１０時００分～１７時００分(最終日は１５時迄)
■入場料／無料（体験講座は一部有料）
■会場／第 1、第 4、第 6 集会室、ギャラリー
■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 Fax:045-540-2245
Mail:ko-bunka@city.yokohama.jp

