自主事業のお知らせ

ホール 4 月 6 日（金）
春の花音コンサート
◆開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
◆会場／大倉山記念館 ホール（※ホール内での飲食はご遠慮下さい）
◆参加費／1,000 円
◆定員／80 名
◆出演／flute ensemble eff（フルート アンサンブル エフ）
◆プログラム／春～日本の歌唱メドレー～、さくら、
アイネクライネナハトムジーク、ユーレイズミーアップ、
赤いスイートピー
◆主催／横浜市大倉山記念館
企画協力／サントリーパブリシティサービス株式会社
◆お申込み／大倉山記念館窓口またはお電話でご予約下さい。
TEL:045-544-1881 HP:http://o-kurayama.com/event/
※お支払いは当日となります。
◆Key Flowers:
“さくら”にちなんだ音楽や装花で皆様をお迎えします。
お帰りの際には季節柄のプレゼントをご用意しております。

☆休館日のお知らせ☆
平成 30 年 4 月
休館日は以下の通りです。

4 月 9 日（月）
※状況によって変更や追加が発生する場合がございます。
（１２
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。

第 6 集会室 4 月２8 日（土）
タゴールソング ワークショップ（全６回開催）
■日程／４月２８日（土）
、５月１２日（土）
、５月２６日（土）、
６月９日（土）、６月２３日（土）、７月７日（土）
※７月１４日（土）に自由参加の発表会・演奏会を予定しています。
■時間／１０時００分～１１時３０分
■参加費／6,000 円（全６回）
■対象／一般、大学生
■定員／１８名（１コース全６回）
■会場／第 6 集会室（4/28、6/23 は第５集会室になります）
■講師／奥田由香（東京外国語大学、外務省などでベンガル語、
タゴールソング指導）
■主催／大倉山記念館・（公財）大倉精神文化研究所
■お申込み／3 月 7 日（水）10 時より
大倉山記念館（窓口・電話）にて受付
電話：045－544－1881
（定員になり次第締め切りになります。）

第 1 集会室 4 月２９日（日・祝）
Coffret des fleurs(コフレ・ド・フルール)
～母の日のギフト BOX アレンジ～
■時間／午前の部１０時００分～１１時３０分
午後の部１３時３０分～１５時００分
※開場は開始時間の３０分前となります。
■参加費／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１２名 ※定員になり次第締め切りになります。
■会場／第１集会室
■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／3 月 14 日(水)10 時より大倉山記念館窓口・お電話
（TEL:045－544－1881）にて受付致します。
※お支払いは当日となります。

2018.
開館時間

9:00～22:00

【利用申込受付時間

9:00～21:00】

4

イベントスケジュール

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
■ＦＢ（フェイスブック）
E-mail:info@o-kurayama.com
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＞
4 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：２０１8 年 3 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３０年 4 月催し物情報

ホール
4 月 3 日（火）
SSS－Sacred Sound Space－愛の波紋を拡げよう
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券：ヨガマット席 5,000 円、いす席 3,000 円
当日券：いす席のみ 3,500 円
■曲目／Amazing Grace etc.
■内容／簡単なボディーワークを取り入れた体験型ライブ！！
神聖な音を散りばめた空間でお待ちしております。
■出演者／W Haruna(Haruna crystal＆Haruna Maji)、guest 中村美朱々
■主催／to h(トゥーアッシュ)
■お問合せ／Mail:haruna.maji@i.softbank.jp

4 月 7 日（土）
C's Ensemble 演奏会 2018 春
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■曲目／メンデルスゾーン弦楽八重奏曲、
モーツァルト弦楽四重奏曲 19 番「不協和音」
、他
■内容／春の風に乗せて、個性豊かな８人が１６才のメンデルスゾーンに
挑みます。お気軽にお越しください。
■主催／C's Ensemble
■お問合せ／Mail:soraotosha@gmail.com

4 月 11 日（水）
公開講座聴道シュタイナーの 12 感覚より
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／前売り・当日券：2,000 円
■曲目／シュタイナーの１２感覚講座
■内容／アウディオペーデ竹田先生の貴重な公開講座
■出演者／竹田 喜代子
■主催／後藤 純子
■お問合せ／Tel:090-2849-9378 Mail:purehoneyfarm@yahoo.co.jp

4 月 11 日（水）
春の静寂からうまれる音薬（おとぐすり）
■開演／１８時３０分（開場／１８時００分）
■入場料／前売り・当日券：3,000 円
■内容／優しく心に響く自然の音色、世界各地の民族楽器や不思議な創作
楽器を自在に奏で虹色に。
■出演者／宗田悠とアウディオペーデアンサンブル（勝田恭子、他）
■主催／後藤 純子
■お問合せ／Tel:090-2849-9378 Mail:purehoneyfarm@yahoo.co.jp

4 月 14 日（土）
エキセントリック・アンサンブル・ソサエティ
第１１回定期演奏会
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／無料
■曲目／オックスフォード伯爵のマーチ、IN NOMINE 他
■内容／神奈川県を中心に活動している金管アンサンブル団体。
Philip Jones Brass Ensemble でお馴染みの 10 重奏をメインとした
演奏会です。
■出演者／エキセントリック・アンサンブル・ソサエティ
■主催／エキセントリック・アンサンブル・ソサエティ
■お問合せ／Mail:EES11th@ugo2.dip.jp

4 月 18 日（水）
季節の花コンサート Vol.1
■開演／１５時３０分（開場／１５時００分）
■入場料／前売り・当日券：500 円
■曲目／バッハ/イタリアンコンチェルト、ブラームス/ワルツ 他
■内容／「ワンコインで音楽と出会おう♪」気軽にクラシックを楽しんで
いただけるようなコンサートシリーズを目指して、第一回を開きます。
ぜひお越し下さい。
■出演者／今村 礼奈
■主催／BARWA 音楽事務所
■お問合せ／Tel:080-6442-1713 Mail:barwa.musicoffice@gmail.com

4 月 22 日（日）
Incontro 第三回公演
「ルネサンスの音とあそぶ～歌と楽器の談“唱”音楽会～」
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券：3,000 円 当日券：3,500 円
学生券：1,000 円 未就学児：無料
■曲目／グリーンスリーブス、こおろぎ、動物たちの対位法
■内容／声楽とリュート、ハープ、バロックギター、リコーダー等に
よる古楽の音楽劇です。
■出演者／音楽団体 incontro
■主催／incontro
■お問合せ／Tel:090-6043-9976 Mail:incontro@arts-info.com

4 月 28 日（土）
藤田恵子＆東海林のり子トークライブ Vol.6
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：1,500 円 当日券：2,000 円
■内容／トークライブ三昧 特別謝恩企画 第一弾。
現場・現実を大事にしてきた芸能リポーター「藤田恵子」と
事件リポーター「東海林のり子」によるトークライブの第六弾。
■出演者／藤田恵子（芸能リポーター）
、東海林のり子（事件リポーター）
■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

4 月 30 日（月・祝）
憲法トーク Vol.11 in 大倉山記念館
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／前売り券：1,500 円 当日券：2,000 円
その他：夜公演の松居和トークライブとの昼夜券あり、2,000 円。
■内容／トークライブ三昧 特別謝恩企画 第ニ弾。
法律漫談家・ミスター梅介と伊藤塾塾長・伊藤真による日本国憲法につ
いての公演の第１１弾。憲法を深く知りたい方、必見。
■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

4 月 30 日（月・祝）
松居和 トークライブ Vol.3 in 大倉山記念館
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券：1,500 円 当日券：2,000 円
その他：昼公演の憲法トークとの昼夜券あり 2,000 円。
■内容／トークライブ三昧 特別謝恩企画 第三弾。
「欧米社会のパワーゲームによる家庭崩壊を知ってしまった者の責任」
として、子育ての意味を伝えるため、全国講演、各種執筆活動を行って
いる松居和のトークライブ。
■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

集会室
第３集会室 4 月５日（木）
木曜フランス語講座 春期開講
■開講時間／１０時００分～
■授業日／月２回または３回 午前／午後
■受講料／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
※詳細は下記にお問合せください。
■お問合せ／Tel&Fax:03-3701-1721（川池）
Mail:enaruse21prs@gmail.com(成瀬)

ギャラリー

4 月 4 日（水）～4 月 8 日（日）
ヨーロッパニードルワーク刺繍展
■展示時間／１０時００分～１７時００分（最終日１５時００分迄）
■入場料／無料
■内容／刺繍作品あらゆるもの。テーブルクロス、額、バッグ、
カーディガンの刺繍など。
■主催／江口 千暎子
■お問合せ／Tel＆Fax：046-232-6100

4 月 24 日（火）～4 月 30 日（月）
陶芸と絵画展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日１３時００分から、最終日１６時００分迄）
■入場料／無料
■内容／大曽根小陶芸クラブの第１１回目の作品展です。今回は子供達の
作品も出ます。絵画とのコラボレーションも 4 回目になりました。
■主催／大曽根小陶芸クラブ（倉持 威）
■お問合せ／Tel：090-7000-5725 Mail:takeshi-k@kyf.biglobe.ne.jp

