共催事業のお知らせ

☆休館日のお知らせ☆
5 月 5 日（土・祝）
第３４回 大倉山こどもフェスティバル

平成３０年 5 月
休館日は以下の通りです。

■会場／ホール、各集会室、ロビー、玄関前、ギャラリー
■時間／１０時～１５時３０分
■参加費／１００円 ※一部無料プログラムあり
■内容／コンサート､木工教室､お茶席、喫茶コーナー等

☆同時開催☆
5 月 2 日（水）～５月 6 日（日）
『こどもギャラリー展』

5 月１４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。

■会場／ギャラリー
■時間／１０時～１６時００分
（２日１２時～、６日～１５時３０分）
■入場料／無料
■内容／こども絵画展（小学生未満のこどもたちの絵展示）
昔あそび（けん玉、お手玉、紙ぱっちん）
生花の寄植展示、着せ替え人形、
トールペイントの展示、ぞうりの展示
■主催／大倉山こどもフェスティバル実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
■後援／港北区役所
■協力／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会、港北区地域子育
支援拠点どろっぷ、こまめ、ひととゆめのネット
ワーク、もくもくはうす、
（株）日比谷花壇、横浜港北ロータリークラブ
■お問合せ／090-5803-2146
（大倉山こどもフェスティバル実行委員会）

2018.
開館時間

5 月 2０日（日）
大倉山ジョイフルコンサート
五周年記念特別演奏会
■開演／１３時００分（開場１２時３０分）
１６時３０分（開場１６時００分）
■内容／大倉山カルテットが贈る入魂のチャイコフスキー
大倉山に集う俊英 弦楽四重奏の調べ
■出演者／大倉山カルテット
對馬哲男 Vn 倉冨亮太 Vn 鈴木大樹 Va 佐古健一 Vc
■プログラム／1,2 部とも同じ内容
モーツァルト：弦楽四重奏曲第 15 番二短調 K.421
ウェーベルン：弦楽四重奏のための緩徐楽章
チャイコフスキー：弦楽四重奏曲第１番二長調 Op.11
■入場料／2,000 円 中学生以下 1,000 円 ＜※要予約＞
空席がある時は当日券も販売します
■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:https://www.ohkurayama-joycon.com

9:00～22:00

【利用申込受付時間

9:00～21:00】

5

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
E-mail:info@o-kurayama.com
■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

＜TOPICS＞
5 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 4 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 5 月催し物情報

ホール

5 月 2 日（水）
静かな森とオペラのある生活
■開演／１回目：１４時００分（開場／１３時３０分）
２回目：１９時００分（開場／１８時３０分）
■出演者／本多 都、黒田 祐貴、ピアノ：大貫 瑞季
■曲目／オペラ「セビリアの理髪師」より
“私は街の何でも屋”
“今の歌声は”
“それじゃあ私のことね”ほか
■入場料／前売り券：3,780 円 当日券：4,500 円
■内容／価格はカジュアル、中身は上質、間近で鑑賞、本格的オペラ体験！
■主催／crazy opera house
■お問合せ／Tel:080-5447-3223
Mail:takaakishigenobu@gmail.com

5 月 1３日（日）
ヴァイオリン発表会
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／無料
■出演者／角津 江美 他
■曲目／アイネクライネナハトムジーク 等
■内容／子供から大人まで参加します。ヴァイオリン、チェロ、ピアノ
によるソロとアンサンブルの発表会です。
■主催／角津 江美 アンサンブル横浜
■お問合せ／Tel：090-1051-8717 Mail:tsuno0110@yahoo.co.jp

5 月 18 日（金）
クリスタルボウルと倍音トーニングの音紡ぎ♪
～風・火・水・土の風景～

■開演／１３時００分（開場／１２時４５分）
■入場料／当日券：500 円
■出演者／旭 享子 外 12 名、桜咲りえ 外 12 名
■曲目／クリスタルボウル・倍音トーニングの演奏
■開演／１９時３０分（開場／１９時１５分）
■内容／クリスタルボウルと倍音トーニングの音の響きで、音による
■出演者／臼田 亜美、黒川 青葉、鈴木 彩夏、高橋 真衣子、
いやしと安らぎ深いリラックスを是非感じてみてください。
荷田 直美、増永 紗夜、若林 美希
■曲目／モーツァルトの歌劇より『コシ・ファン・トゥッテ』
『フィガロの結婚』 ■主催／旭 享子
■お問合せ／Mail:takako.asahi515@gmail.com
■入場料／無料
■内容／モーツァルトのオペラを、女声のみのハイライトでお届けします。
■主催／Petit Ferris
5 月 25 日（金）
■お問合せ／Mail:petit.ferris@gmail.com

5 月 3 日（木・祝）
Opera Buffet –モーツァルトによるオペラ・ブッフェ-

5 月 4 日（金・祝）
楠美津香 ひとりシェイクスピア Vol.36
in 大倉山記念館 超訳「ロミオとジュリエット」
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■出演者／楠 美津香（沙翁役者）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■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、
世界で一番わかりやすい格闘技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）
■お問合せ／Tel&Fax:045-568-5947 Mail:enbu@kf.netyou.jp

5 月 12 日（土）
Green Vibration 作品展 2018
―アナザーアクション―
■開演／１８時４０分（開場／１８時３０分）
■入場料／無料
■出演者／Green Vibration 作品展 2018 参加者
■内容／ミュージック／パフォーマンス／トークショー／他
■主催／稲見 行雄（Green Vibration）
■お問合せ／Tel＆Fax:045-481-0311
Mail:gv91@orange.plala.or.jp

Rencontré à Paris
～2 本のクラリネットとピアノによるコンサート～

■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：2,500 円
■出演者／松崎 智代、木村 麻衣子、倉地 恵子
■曲目／クロンマー：２本のクラリネットのための協奏曲 Op.35
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季 他
■内容／クラリネット 2 本とピアノによるあたたかなハーモニーを
お楽しみ下さい。
■主催／松崎 智代
■お問合せ／Tel:090-1763-5517
Mail:mari1858@triton.ocn.ne.jp

5 月 2９日（火）
竹取物語
■開演／１４時３０分（開場／１４時００分）
■入場料／前売り・当日券：2,000 円
■出演者／音楽部
■曲目／月の幻、かぐや姫の婿選び、光る足跡、など
■内容／竹取物語の朗読劇。音楽療法から生まれたライアー他、
癒しの音色とともにお届けします。
■主催／音楽部（中田）
■お問合せ／Tel＆Fax:045-594-8636
Mail:coo0716@gmail.com

集会室

5 月 12 日（土）第４集会室 （母の日アレンジ）
5 月 19 日（土）第３集会室
～お花と一緒に心を育てる～「花育」

■開始／１０時００分（終了／１１時００分）
■入場料／体験・受講料無料
※花材費として 1,500 円のみ
■内容／「体験」お子様の心と感性を育てる教室です。
5 月 12 日（土）は母の日のアレンジを致します。
■主催／フルール・オン・レーヴ 萩原 李香
■お問合せ／Tel:090-3733-1722
Mail:fleurs-en-reve@live.jp

5 月 26 日（土）第 4 集会室
「宙（そら）と波に語らう」雲龍さんの笛と三味琴の時間
■開演／１４時００分（開場／１３時４０分）
■入場料／前売り券：4,320 円 当日券：4,500 円
■出演者／雲龍（笛）
、福島千種（三味琴）
■曲目／笛と三味琴による即興演奏
■内容／日本生まれのハンドメイド楽器、三昧琴（ざんまいきん）と
笛の響きあいによる様々な波をおとどけします。
■主催／スペース U
■お問合せ／Tel:090-8319-4561
Mail:event@space-u.net

ギャラリー

5 月 9 日（水）～5 月 1３日（日）
Green Vibration 作品展 2018
■展示時間／１１時００分～２０時００分
(初日１１時００分～、最終日１７時００分迄)
■入場料／無料
■内容／この作品展は、１人１人の心のメッセージです。
心に種をまきましょう。
■主催／稲見 行雄（Green Vibration）
■お問合せ／Tel＆Fax:045-481-0311
Mail:gv91@orange.plala.or.jp

5 月 16 日（水）～5 月 20 日（日）
第 10 回 匠惟展 SHOI
■展示時間／１１時００分～１８時００分 （最終日１７時００分迄)
■入場料／無料
■内容／さまざまな画材や画風、技法を楽しんで頂ける展覧会です。
第１０回記念の今年はお面づくりにも挑戦します。
■主催／匠惟会 担当（稲継）
■お問合せ／Tel：045-540-6634
Mail:ina-2g@oasis.ocn.ne.jp

5 月 23 日（水）～５月２７日（日）
絵本「はさみ」
「のり」
「くれよん」三部作
完成記念特別原画展
■展示時間／１３時００分～１９時００分
（初日１３時００分～、最終日１７時００分迄）
■入場料／1,000 円（高校生以上）
※中学生以下は無料
■内容／幼児（０歳～２歳）向けの絵本「はさみ」
「のり」
「くれよん」の
三部作完成を記念して、原画の特別展示。
■お問い合せ／小野田 忠茂（芸人三昧）
Tel＆Fax:045-568-5947
Mail:enbu@kf.netyou.jp

