自主事業のお知らせ

第６集会室
今昔建築サロン
①歴史編 9 月 15 日（土）11：00～12：30
案内人：星原大輔氏（公財）大倉精神文化研究所 研究員
②建築編 9 月 22 日（土）11：00～12：30
案内人：青木祐介氏 横浜都市発展記念館 副館長
③自然編 10 月 6 日（土）13：30～15：00
案内人：岸 由二氏 鶴見川流域ネットワーキング代表
慶應義塾大学名誉教授
■集合場所／各回 第 6 集会室
■各回定員／各回 20 名＊定員になり次第受付を終了します。
■参加費／300 円
■主催／大倉山記念館
■共催／（公財）大倉精神文化研究所
■お申込み／8 月 15 日（水）より大倉山記念館（窓口・電話）にて
お申込みください。

ホール
9 月２１日（金）
秋の花音コンサート

■時間／１９時００分開演（１８時３０分開場）
■参加費／1,000 円
■定員／80 名
■お申込み／8 月 8 日（水）より大倉山記念館窓口
またはお電話（045-544-1881）にてご予約下さい。
※定員になり次第締め切りになります。
※お支払いは当日となります。
■出演／Musica di pèsca
■プログラム／秋桜(さだまさし)、The Rose(A.マクブルーム)
優雅な月よ（V.ベッリーニ）、
Fly Me To The Moon(B.ハワード)、
Spain(C.コリア)、菊（V.プッチーニ）
、他
■Key Flowers／菊 ※詳細は HP にてご確認下さい。

第 1 集会室
9 月 29 日（土）
プリザーブドフラワー教室
移りゆく季節を感じて～しっとり秋色のアレンジ～
■時間／1 回目：１０時００分～１１時３０分
2 回目：１３時３０分～１５時００分
■参加費／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１２名
■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／8 月 12 日（日）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。
※お支払いは当日となります。

☆休館日のお知らせ☆
平成３０年 9 月
休館日は以下の通りです。

9 月 1０日（月）
（１２

自主事業のお知らせ

9 月 9 日（日） 大倉山記念館オープンデイ！
■開催時間／9:30～17:00
■内容／大倉山記念館の公開日として、館内をご自由にご見学頂け
ます。併せて各集会室でのプログラムもお楽しみ下さい。
■参加費／無料
■詳細／
◇パネル展示:設立当初の集会室や家具の様子をご紹介します。
◇寄道コンサート:ご利用者さまによる演奏を集会室でお届けします。
① 10：30～ ② 15:30～
他
◇アート作品展：ご利用者さまによる日本画を集会室に展示します。
◇館内ツアー：日頃ご覧になれない搭屋（屋上）も港北ボランティア
ガイドのメンバーがご案内します。
① 9:30～10:15 ② 11:30～12:15 ③ 13:30～14:15
＊要申込、各回 20 名、お電話または窓口でお申込下さい
◇コンシェルジェ：正面入り口にて当館スタッフがお待ちしています。
当日のご案内や施設利用の方法など、お気軽にご相談ください。
＊上記会場・内容の詳細は記念館ＨＰにてご確認ください
■主催／横浜市大倉山記念館
■共催／（公財）大倉精神文化研究所
■申込・お問い合わせ／Tel:045-544-1881（大倉山記念館）

オープンデイ
「納涼寄席」

ホールイベント

■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料（先着８０名）※出入り自由
■出演者／慶應義塾大学落語研究会所属 有志
■演目／落語・コント
■内容／慶應落研の部員６人による落語会です。例年より１年生
多めのフレッシュでパワフルな落語で笑って暑気を吹き
飛ばしましょう！
■主催／慶応義塾大学落語研究会・横浜市大倉山記念館
■お問い合わせ／
Mail:keio_rakugo@live.jp(慶應義塾大学落語研究会)
Tel:045-544-1881（横浜市大倉山記念館）

※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。

開館時間

9:00～22:00

【利用申込受付時間

9:00～21:00】

〒222-0037
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イベントスケジュール

＜TOPICS＞
9 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

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。

・休館日のお知らせ

横浜市港北区大倉山２－１０－１

・自主、共催事業のご案内

TEL 045-544-1881

FAX 045-544-1084

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com
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横浜市大倉山記念館

平成３０年 9 月催し物情報

ホール
9 月 1 日（土）
丘の上の音楽会 ～癒しの二胡と弾き語り～
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：2,500 円
■曲目／ハナミズキ、風の通り道、オリジナル曲 他
■内容／二胡とピアノ弾き語り。心に寄り添う癒しのサウンドをお届けします。
■出演者／Toshi、たなかみどり
■主催／渚の会
■お問合せ／Tel&Fax:055-988-4140 Mail:nagisanokai@gmail.com

9 月 5 日（水）
笛吹きたち
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券:2,000 円 当日券:2,500 円
■曲目／C.ドビュッシー:シリンクス、3 つのビリティスの歌、牧神の午後への前奏曲 他
■内容／「笛」をテーマにしたフルート、ソプラノ、ピアノによる
クラッシックコンサートです。
■出演者／内山貴博、坂本久美、櫻井如那
■主催／櫻井如那
■お問合せ／Tel:045-783-1335 Mail:kotona.sakurai@gmail.com

9 月 7 日（金）
大倉山フライデーコンサート
■開場時間／１３：３０/１９：００
■開演時間／１４：００/１９：３０
■入場料／前売り券:3,780 円
■曲目／・コールポーター メドレー「Night and day」
「Anything goes」など
・いのちの歌 ～NHK 連続テレビ小説「だんだん」より
・言葉にできない ほか
■内容／ホンモノを目のまえで！歌とピアノを心ゆくまでお楽しみください！
■出演者／出演:尾川詩帆 ピアノ:柳川瑞季
■主催／大倉山 music&arts
■お問合せ／Tel:080-5447-3223 Mail:takaakishigenobu @gmail.com

9 月 15 日（土）
他力本願×G 企画「うたうしり」
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券:2,000 円 当日券:2,500 円
■曲目／ダンス公演
■内容／数人による振付・演出で構成された歌あり踊りありのリナ・リッチ ソロダンス
■出演者／リナ・リッチ
■主催／他力本願×Ｇ（リナ・リッチ）
■お問合せ／Tel:080-6534-9117 Mail:linajeubeh@gmail.com

9 月 22 日（土）
大倉山で気軽にクラシック！
秋の室内楽コンサート ～l'air d'automne～
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券:2,000 円 当日券:2,500 円 高校生以下:1,000 円 当日券:1,500 円
■曲目／エルガー:愛のあいさつ/バッハ:無伴奏チェロ組曲第 1 番/ブラームス:三重奏曲 他
■内容／フランス留学経験のある演奏家によるトリオ演奏会。
秋の夜長に室内楽はいかがですか？
■出演者／西村薫（クラリネット）島根朋史（チェロ）桶絢湖（ピアノ）
■主催／「大倉山で気軽にクラシック！」実行委員会
■お問合せ／Mail:bgata.contact@gmail.com

9 月２３日（日）
芸人三昧・胴元 トークライブ in 大倉山記念館
「ヒストリー オブ 芸人三昧」

■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／秘蔵写真や貴重音源を活用して、芸人三昧の歴史を語ります。
■出演者／小野田 忠茂（芸人三昧・胴元）
■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

9 月２８日（金）
玉川奈々福 独演会 Vol.17 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：2,500 円 当日券：3,000 円
■内容／浪曲師「玉川奈々福」の独演会の第十七弾。
曲師は、勿論、日本一の沢村豊子。
ゲストに切り絵師「柳家松太郎」を迎えての公演。
■出演者／玉川奈々福（浪曲師、曲師）
、沢村豊子（曲師）
、柳家松太郎（切り絵師）
■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

9 月２９日（土）
楠美津香 ひとりシェイクスピア Vol.38
in 大倉山記念館 超訳「から騒ぎ」
■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

9 月３０日（日）
チャランゴ・マスター in 大倉山
■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
■曲目／チャランゴ・ファンタジー/ラバンバ／アンデスの祭り 他
■内容／チャランゴの名手ルイス・サルトールに実力派ミュージシャンの
サポートによるラテンフォルクローレコンサート
■出演者／ルイス・サルトール（チャランゴ、ボーカル）
寺澤むつみ（ギター他）岡田浩安（ケーナサンポーニャ）
■主催／チャランゴマスター
■お問合せ／Tel: 090-2525-4143 Mail:arpacolina@gmail.com

集会室
第 3 集会室
9 月 6 日（木）～
木曜フランス語講座 秋期開講
■時間／１０時００分
■授業日／月 2 回または 3 回 午前／午後
■料金／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
■お問合せ／Tel&Fax:03-3701-1721(川池) Mail:enaruse21prs@gmail.com(成瀬)

第５集会室
9 月１５日（土）
「秋 晴れた日の午後 窓辺の風を浴びながら
扉の向こうを眺めるトーメイなお時間」
■開演／１５時００分（開場／１５時００分）
■入場料／投げ銭
■曲目／ダンス公演
■内容／しずかな時間を眺めるリナ・リッチのソロダンス

■出演者／リナ・リッチ
■主催／リナ・リッチ
■お問合せ／Tel:080-6534-9117 Mail:linajeubeh@gmail.com

第６集会室
9 月２９日（土）
第１回 絵本読み聞かせ♡秋の女神祭 2018
〈テーマ：秋♡お気に召すまま☆命短し恋せよ乙女〉
※秋＆恋愛＆森（自然）＆音楽関連等中心に選書
■時間／午前の部 開演１０：２０（開場１０：１０）
午後の部 開演１３：２０（開場１３：１０）
■入場料／無料（予約不要・出入り自由）
■内容／子供から大人まで楽しめるプログラム♪
絵本読み聞かせ温かく優しい言葉、慈愛空間♪
■出演者／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
■主催／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
■お問合せ／Mail:aki_megami2018@yahoo.co.jp

ギャラリー

9 月１４日（金）～９月１７日（月・祝）
BOPS（Band of Photo Shooters）写真展「かさなり」
■展示時間／１０時００分～１９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／「かさなり」をテーマに、６名それぞれの解釈で、物や人、時間や想いの「かさなり」
を写真に表現します。
■主催／福士和男
■お問合せ／Tel:090-8846-2187
Fax:045-547-3881 Mail:nasunasu@grace.ocn.ne.jp

共催事業のお知らせ

ホール
9 月１6 日（日）
第 35 回大倉山ジョイフルコンサート
山田磨依ピアノ・リサイタル
珠玉の音楽宝石箱 ～フランス＆イギリス～
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／イギリスの作曲家、ディーリアス、ブリッジ、ウェバー
フランスの作曲家、ドビュッシー、タイユフェール、ダマーズ、
フォーレなどイギリスとフランスの珠玉の音楽のピアノリサイタル
■出演者／山田磨依
■プログラム／ディーリアス:3 つの前奏曲 ブリッジ:おとぎ話組曲
ドビュッシー:月の光・喜びの島 ダマーズ:ソナチネ・夜明け
フォーレ:即興曲 第 6 番 作品 86bis 他
■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。
7/16（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
■予約・お問い合わせ／Tel:080-8424-5108 HP:http://www.ohkurayama-joycon.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
季節の情報をお届けいたします。
https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/

