自主事業のお知らせ

８月 1 日（水）～８月 19 日（日）
～夏の大倉山記念館さんぽオープンギャラリー～
■場所／ギャラリー
■展示時間／１０時００分～１７時００分
■入場料／無料
■内容／大倉山記念館・大倉精神文化研究所の今昔
創立者大倉邦彦の姿、家具の魅力、ロケ地としての
記念館、大倉山街の発展、大倉山の四季、座禅体験
コーナー、映像で紹介する記念館、など
*都合により、変更することがございます。予めご了承ください。

☆休館日のお知らせ☆
平成３０年 8 月
休館日は以下の通りです。

8 月 1３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。

☆開催期間中子ども向けの催し☆
○未来の記念館を描こう！
■場所／ギャラリー（画用紙の配布は 8/1 より１階事務所にて）
■時間／１０時００分～１７時００分
■内容／大倉山記念館の建物が描かれた画用紙に、
「未来」をテーマに自由に絵を描こう！
作品は会期中ギャラリーにて展示致します。
■参加費／無料
■対象／こども
※作品の返却をご希望の方は、8/21（火）～8/31（金）
までに 1 階事務所受付までお越し下さい。

○こども館内探検～白亜の宮殿の謎を解き明かせ～
■受付／１階事務所
■時間／１０時００分～１６時００分
■内容／館内、ギャラリー、搭屋を巡って記念館のなぞ解きに
迫ります。見事全問正解したら【こども博士認定証】
をプレゼント！夏休みの自由研究にもぴったりです。
■参加費／無料
■対象／小学生
※各お問い合わせは大倉山記念館（Tel:045-544-1881）まで。

８月２５日（土）
踊りの人形劇
■時間／11 時 00 分～（開場 10 時 30 分）
14 時 30 分～（開場 14 時 00 分）
■会場／ホール
■定員／各回 80 名（事前予約制）
■入場料／無料
■出演／人形劇団くまさん
■演目／森の花嫁
■内容／80 年の歴史を持つレトロなホールに、手遣い人形た
ちがやってきます。演目の「森の花嫁」はフィンラン
ドの昔話で、どんな年代の方にも届く、心や勇気をテ
ーマにしたお話です。横浜で 30 年以上活動する人形劇
団「くまさん」による人形劇をお楽しみください。
■申込／6 月 27 日（水）10 時より大倉山記念館窓口、及び
お電話（045-544-1881）にて受付致します。
■主催／大倉山記念館
■共催／横浜アーツフェスティバル実行委員会
■後援／フィンランド大使館

開館時間

9:00～22:00

【利用申込受付時間

9:00～21:00】

2018.

8

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

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

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
季節の情報をお届けいたします。
https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/
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横浜市大倉山記念館

平成３０年 8 月催し物情報

ホール

8 月 3 日（金）
大倉山サマーコンサート
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
１８時００分（開場／１７時３０分）
■入場料／大人：3,780 円 こども（18 歳以下）
：780 円
■曲目／13：00 の回
・乾杯の歌（オペラ～椿姫～より）
・誰も寝てはならぬ（オペラ～トゥーランドット～より）
・亡き王女のためのパヴァー ヌ ・Amazing Grace
・ディズニー音楽特集
18：00 の回
・乾杯の歌（オペラ～椿姫～より）
・誰も寝てはならぬ（オペラ～トゥーランドット～より）
・亡き王女のためのパヴァーヌ ・Amazing Grace
・雨に唄えば ・ムーンリバー ・リベルタンゴ ・銀河鉄道 999
・ディズニーラブ・ソング特集
■内容／ホンモノを目のまえで！定員 80 名の会場で歌とサックスと
ピアノを心ゆくまでお楽しみください。
■出演者／Vo:瀧本真己 Sax:都築惇 Pf/Arr:柳川瑞季
■主催／大倉山 music&arts
■お問合せ／Tel:080-5447-3223 Mail:takaakishigenobu@gmail.com

8 月 4 日（土）
大倉山住環境最強説立証ライブ
■開演／１９時２０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り券:2,500 円 当日券:3,000 円
■曲目／Over the Rainbow、ルパン三世のテーマ etc．
．
．
■内容／口笛、ピアノ、コントラバス、クラシックギター等様々な楽器
で織り成す新感覚のライブ
■出演者／EarSigher、長岡望、一ノ瀬大悟デュオ、KeYTapS
■主催／EarSigher
■お問合せ／Tel:080-3133-4823
Mail:earsigher@gmail.com

■曲目／古典～Jazz＆オリジナル
■内容／古典～Jazz まで自由に弾きこなす「鍵盤の詩人」Jacob Koller
が日本の「箏」と出会い、紡ぐ新しい世界。
「邦楽界の新星」
金子展寛の一音に込める想いがホールを満たす。文明開化の地
「横濱」で、今再び「和」と「洋」が邂逅する！
■出演者／Jacob Koller（pf.）
、金子展寛(箏)
■主催／Sera Creations
■お問合せ／Tel:080-3400-6822
Mail:info@sera-creations.com

8 月 18 日（土）
パリ国立高等音楽院に学ぶ２人の音楽会
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／大人：1,500 円 中学生:500 円
■曲目／レスタティーボとスケルツォ（クライスラー）
序奏とダンス（トマジ）その他
■内容／ヴァイオリンとサクソフォンの音楽の夕べ
■出演者／髙瀬薫子 袴田美帆
■主催／高瀬芳子
■お問合せ／Tel＆Fax:044-777-0373 Mail:baby_bamse@docomo.ne.jp

8 月 27 日（月）
季節の花コンサート Vol.2 ひぐらし
■開演／１５時３０分（開場／１５時１０分）
■入場料／前売り券・当日券:500 円
■曲目／浜辺の歌／プッチーニ「蝶々夫人」より Un bel di、他
■内容／コンサートシリーズの第 2 弾です。今回は声楽家を
お迎えして、さらに楽しいコンサートになる予感です！
ぜひお越し下さい。
■出演者／今村礼奈、大内美佳
■主催／今村礼奈
■お問合せ／Tel:080-6442-1713 Mail:barwa.musicoffice@gmail.com

8 月 31 日（金）
庄司由美メゾソプラノ・リサイタル
～感謝をこめて～フランスからの便り

■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り券・当日券:3,500 円 学生:2,500 円
■曲目／バロック作品（ヘンデル）
フランス作品（プーランク歌曲／オペラアリア）
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■内容／フランス・パリで活動中のメゾソプラノ歌手が日本初の
■出演者／川柳つくし、川柳川柳
ソロリサイタルを開催。
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■出演者／庄司由美（メゾソプラノ）
、吉田朝子（ピアノ）
■内容／川柳川柳の弟子で自作の新作を得意としている「川柳つくし」 ■主催／アトリエ シャン・パリ 15
と落語界の酒豪番付の横綱「川柳川柳」による落語会。
■お問合せ／Tel:080-1878-6044 Mail:chant.paris.15@gmail.com
■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

8 月 12 日（日）
敗戦落語会 Vol.９ in 大倉山記念館

集会室

8 月 18 日（土）
大倉山記念館～和洋の邂逅～
Jacob Koller with 金子展寛
■開演／１４時３０分（開場／１４時００分）
■入場料／2,500 円

第 5 集会室
8 月 24 日（金）
A STORY OFJAZZ in 横浜 ～Mary Lou Williams～

■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／Black Christ of the Andes,Zodiac Suite など
■内容／ジャスフルーティスト・Miya と詩人・寳玉義彦が、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),寳玉義彦（詩人・ナビゲーター）
■主催／チームカノン
■お問合せ／Tel:03-6427-9156 Mail:team.can-on@miya-music.com
ギャラリー

8 月 22 日（水）～8 月 27 日（月）
日・墨子どもの創造展
－日本とメキシコの子どもたちの交流作品展
■展示時間／９時３０分～１８時００分（最終日／１６時３０分まで）
■入場料／無料
■内容／昨年、メキシコ（グアダラハラ）に「児童大壁画」が完成し、
もっと交流を深めたく展覧会を開催します。グアダラハラの
子ども達の新作、
「ワークショップ」や「子どもアトリエ」等、
創造あふれる作品が展示されています。
■主催／国際児童親善友好協会（ICFA）
■お問合せ／Tel:045－413-2339
Mail:icfa.yokohama@gmail.com

8 月 28 日（火）～9 月 3 日（月）
横浜山岳協会スケッチ画展
■展示時間／１０時００分～１８時００分
（初日１３時００分から、最終日／１７時００分まで）
■入場料／無料
■内容／山好きな人たちが描いた山の風景画をお楽しみ下さい。
■主催／和田誠一
■お問合せ／Tel:090-8894-0846
Fax:045-803-1947
Mail:swsw@olive.ocn.ne.jp

9日９日（日）
「記念館オープンデイ」出演者★募集★のお知らせ
９月９日（日）は、大倉山記念館のオープンデイとし、全集会室を
ご自由にご覧いただけます。
(ホール・ギャラリーでは別途催しがございます）
その際に、音出しが可能な集会室にて、30分程度のミニコンサート
の枠を設けさせていただき、日頃ご愛顧いただいているご利用者の
皆様より、出演の募集をさせていただきます。２回目以降のご参加
も歓迎です。皆様の活動の発表の機会としてご出演をご希望の方
は、お気軽にお問い合わせください。
■募集期間／8月15日（水）まで
■募集枠／全5枠(第４,５,６,７,１０集会室)
＊お問い合わせの先着順とさせていただきます。
■応募条件／大倉山記念館のご利用者さま
（プロ・アマチュアは問いません）
■主催／横浜市大倉山記念館
■お問合せ／045-544-1881（横山）

