共催事業のお知らせ
ホール
7 月１５日（日）
ジョイコン初！津軽三味線演奏会
～古典から現代まで 三味線の歴史をわかりやすく～
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／合奏の元祖小山豊の演奏を通し三味線の古典から現代
までの音楽や歴史が解りやすく理解できる津軽三味線の
演奏会です
■出演者／小山豊（津軽三味線）小山会青年部（津軽三味線）
ゲスト出演 齋藤純一（ギター）
■プログラム／・津軽じょんがら節
・津軽三味線 小山流合奏曲
・民謡メドレー ・Karma（作曲 小山豊）*
・名曲のカバー*
他多数
（*）津軽三味線とギターのコラボ
■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
５月２１日(月)より予約開始
■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

☆休館日のお知らせ☆
平成 30 年 7 月
休館日は以下の通りです。

7 月９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。

ギャラリー
7 月 2７日（金）～７月 29 日（日）
「17 歳の表現」白山高校美術科 2 年 学外展示会
■展示時間／１０時００分～１８時００分
（最終日１５時００分迄）
■入場料／無料
■内容／白山高校美術科１期生（２年生）による初めての校外
美術展です。
「１７歳の表現」
“せのびの練習”というテーマの通り
高校２年生の今にしかできない世界を表現します。
■主催／神奈川県立白山高等学校 美術科
■お問合せ／神奈川県立白山高等学校 美術科
Tel:045-933-2802
■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/

2018.
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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

＜TOPICS＞

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。

7 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

〒222-0037
横浜市港北区大倉山２－１０－１
TEL 045-544-1881

・自主、共催事業のご案内

FAX 045-544-1084

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com

発行：２０１８年 6 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 7 月催し物情報

ホール
7 月 2 日（月）
フレンチな午後のライブ
～ジャズピアノとボーカルによる魅惑的なデュオ～
■開演／１４時００分（開場／１３時４５分）
■入場料／チケット；2,000 円（前売り券 1,800 円、会員 1,000 円）
■内容／絶妙なハーモニーで多彩な音を醸し出す日仏混成のユニット。
ジャズピアニスト、フレデリック・ヴィエノと美声のボーカリスト、
MiHO が奏でる心躍るひとときを！
交流会（茶菓付き）15：30～ 第 6 集会室
■出演者／ピアニスト Frédéric Viennot ボーカリスト MiHO
■曲目／シャンソン、オリジナル曲、La Javanaise、La mer、
Je vole（映画「エール！」より）
Suis-moi(映画「リトルプリンス 星の王子様と私」より)他
■主催／横浜日仏友好会
■お問合せ／Tel＆Fax：045-784-3250（杉山）
Mail:keikasahar@ybb.ne.jp(笠原)

7 月５日（木）
〈ピアニストの為の室内楽講座〉
講師と受講生による研究発表会
■開演／１０時５０分（開場／１０時３０分）
■入場料／無料
■内容／5 月 7 日から 2 ヶ月間レッスンを続けてきた曲を演奏します。
お楽しみ頂ければ幸いです。
■出演者／チェロ/松岡陽平、富永佐恵子 ピアノ/受講生
■曲目／シューマン/民謡風の 5 つの小品、ブラームス/チェロソナタ第 2 番
■主催／室内楽講座（大木）
■お問合せ／Tel:0466－33－3292

7 月 6 日（金）
歌とピアノで奏でる 夏の夜のコンサート
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：2,000 円
■内容／前半はドイツ・リート、日本歌曲を中心に。後半はポップスなども
含めたカジュアルな演奏会にしたいと思います。
■出演者／菅井寛太（Br.）相沢美歌(Pf.)相澤ますみ(Pf.)
■曲目／シューベルト「魔王」
「ます」
■主催／菅井 寛太
■お問合せ／Tel:090 -2765-2924

7 月１２日（木）
〈ピアニストの為の室内楽講座〉
講師と受講生による研究発表会
■開演／１０時５０分（開場／１０時３０分）
■入場料／無料
■内容／5 月 7 日から 2 ヶ月間レッスンを続けてきた曲を演奏します。
お楽しみ頂ければ幸いです。
■出演者／チェロ/松浦健太郎、富永佐恵子 ピアノ/受講生
■曲目／バッハ/チェロソナタ第 1 番、ブラームス/チェロソナタ第 2 番
■主催／室内楽講座（大木）
■お問合せ／Tel:0466－33－3292

７月２７日（金）
「月と踊り子」～大倉山夜会もう一つの物語～
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：3,500 円
学生券：2,500 円（大学生以下）当日券も同額 全席自由
■曲目／月と踊り子（バーバラ村田、中ヒデヒト共同制作）他
■内容／音楽とパントマイムで魅せる「月と踊り子」
■出演者／中ヒデヒト（クラリネット、作曲）壺阪健登（ピアノ）
バーバラ村田（パントマイム）
■主催／Fine Muse Club（ファインミューズクラブ）
■お問合せ／Tel＆Fax:045-861-6155 Mail: info@finemuse.com

7 月 2８日（土）
楠美津香 ひとりシェイクスピア Vol.37
in 大倉山記念館 超訳「タイタス・アンドロ二カス」
■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／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。
■出演者／楠美津香（沙翁役者）
■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 5 集会室
7 月４日（水）
A STORY OF JAZZ in 横浜 ～Jaco Pastorius～
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／予約：2,000 円 当日：2,500 円
■曲目／Donna Lee,3 Views of a Secret など
■内容／ジャズフルーティスト Miya と詩人・寶玉義彦が、世界遺産クラスの
ジャズをトークと演奏でご紹介します。
■出演者／Miya(Flute),寶玉義彦（詩人・ナビゲーター）
■主催／チームカノン
■お問い合わせ／Tel:03-6427-9156 Mail:team.can-on@miya-music.com

第１０集会室
7 月１４日（土）
浪花の歌う巨人・パギやん ライブ＆トーク 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／デビュー以来、メジャーシーンで扱われない題材・テーマに
こだわって表現活動を続けている「パギやん」のライブ＆トーク。
■出演者／パギやん（歌劇派芸人）
■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

ギャラリー

7 月１２日（木）～7 月１６日（祝月）
第６回ハワイアンキルト作品展
■展示時間／１１時００分～１８時００分（最終日１５時００分まで）
■入場料／無料
■内容／伝統的なスタイルのベッドカバーから、47 都道府県の花をモチーフ
とした壁掛け、小物など約 100 点展示します。
■主催／ジョン＆ポアカラ二公認 ハーラウ クイキ オ オワイヒー 鈴木
■お問合せ／Tel:090-7943-1621 Mail:alohaquilt443@gmail.com

自主事業のお知らせ
ホール
７月１４日（土）
タゴールの歌と舞 ～ベンガル語の響きとインドの旋律～
■時間／１４時００分（終了予定／１５時３０分）
■会場／ホール
■参加費／無料
■出演／奥田由香（タゴールソング）
、シュクリシュナ石井（タゴールダンス）
、
久本政則（タブラ）
、タゴールソングワークショップ参加者
■内容／◇心の交流 タゴールと邦彦
◇タゴールソング解説
◇ワークショップ参加者による課題曲の発表
◇演奏家による演奏と踊り
■予約／6 月 6 日（水）10 時より大倉山記念館（窓口・お電話）
045－544-1881※定員になり次第締め切りになります。
■主催／（公財）大倉精神文化研究所・横浜市大倉山記念館
■後援／日本バングラデシュ協会

第１集会室
7 月２1 日（土）
クリスタルサマー ～ハーバルアレンジメント～
■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１５名（お申込み状況により変動あり)
■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／6 月 1 日（木）10 時より大倉山記念館窓口、
お電話（045-544-1881）にて受付致します。
※定員になり次第締め切りになります。
詳細は記念館ＨＰをご確認下さい。

