自主事業のお知らせ

ホール
１０月２１日（日）
港北区民交響楽団「室内楽コンサート Vol.1３」
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■場所／ホール
■入場料／無料（先着順）
■定員／80 名
■内容／港北区民交響楽団による室内楽コンサートです。
デュオから八重奏曲まで、弦楽、木管、金管それぞれの
アンサンブルなどバラエティにとんだ内容をお楽しみ
ください。
■プログラム／ハイドン:弦楽四重奏曲第 79 番
ベートーベン：管楽八重奏曲、スターダストなど
■主催／大倉山記念館、港北区民交響楽団
■お問合せ／ 大倉山記念館
Tel:045-544-1881

☆休館日のお知らせ☆
平成年３０年 10 月
休館日は以下の通りです。

10 月 15 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
10 月６日（土）
今昔建築サロン 自然編
■時間／１３時３０分～１５時００分
■場所／第６集会室
■参加費／300 円 ※お支払いは当日となります。
■内容／周りの自然環境から大倉山記念館を俯瞰して、その特徴
をひもとく、今年初めて開催する講座です。
大倉山記念館から出発し、記念館周辺の自然スポットを
巡ります。
■定員／20 名 ※定員になり次第受付を終了します。
■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
■主催／大倉山記念館
■共催／公益財団法人大倉精神文化研究所
■お申込み／大倉山記念館（窓口・電話）にてお申込みください。
Tel:045-544-1881

第 1 集会室
10 月 27 日（土）
プリザーブドフラワー教室
深まる秋をうつして～秋色コラージュ～
■時間／１０時００分～１１時３０分
■参加費／3,500 円
■対象／大人
■定員／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／9 月 15 日（土）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。

開館時間

9:00～22:00

【利用申込受付時間

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。
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イベントスケジュール

〒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

＜TOPICS＞
10 月 一般催事情報

■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/

記念館からのお知らせ
・休館日のお知らせ
・自主、共催事業のご案内
発行：２０１8 年 9 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 10 月催し物情報

ホール

10 月２7 日（土）
大山徹ピアノリサイタル

10 月 6 日（土）
■開演／１９時００分（開場／１８時４０分）
■入場料／前売り券・当日券：1,500 円
リトル マンハッタン ジャズ コンサート
～ジャズコーラス 3 教室による NY を旅するコンサート ■曲目／ショパン作曲 バラード第 4 番作品 52
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／無料（要予約。当日空きがあれば入場可。
）
■曲目／マンマ・ミア、A 列車で行こう、Oh Happy Day ほか
■内容／ミュージカル曲あり、ジャズスタンダード曲あり。
有名な曲の数々に、NY 旅行気分!!
■出演者／潮田ジャズコーラス、初音ヒルジャズコーラス、
方南ジャズコーラス、成田素世
■主催／成田素世（教室主催、ジャズピアニスト）
■お問合せ／Tel：090-5312-0192 Mail:motoyonarita@gmail.com

スケルツォ第 4 番作品 54 等
■内容／ヨーロッパ各国・東南アジアを飛びまわるオランダ在住の
ピアニスト大山徹のリサイタル。
■出演者／大山徹
■主催／やよい会(大山)
■お問合せ／Tel&Fax:045-822-1175
Mail:toruoyamapiano@hotmail.com

10 月 7 日（日）
Flute Duo アフタヌーンコンサート

■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 学生：2,000 円
■曲目／クーラウ/トリオ Op.119 ショパン/バラード第 1 番 Op.23 他
■内容／秋空の大倉山記念館～ピアノと 2 本のフルートによる日曜
午後のロマンティックコンサート
■出演者／安本惠子 窪田直子 藤田祥子
■主催／安本惠子
■お問合せ／Mail:trio.astorum@gmail.com

■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：3,000 円
■曲目／A.モリコーネ:ニューシネマパラダイスメドレー、
C.P.E.バッハ/トリオソナタ
■内容／フルート 2 本とピアノによるアンサンブルを
お楽しみください。
■出演者／田村若菜、清水麻衣、鈴木奈津子
■主催／清水麻衣
■お問合せ／Mail:mai_flute2017@yahoo.co.jp

10 月 14 日（日）
ラテンを愉・し・む 2018
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券：2,800 円 学生：1,500 円
■曲目／星の涙/南京豆売り/泣きながら/パランパンパン 他
■内容／ラテンフォルクローレの楽器を色々使い、それぞれの楽器の
個性が生きるアレンジでラテンの名曲を。
■出演者／峰岸桂子（アルパ）
、
ルイス・サルトール（チャランゴ、ボーカル 他）他
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■お問合せ／Tel：090-2525-4143
Mail:arpacolina@gmail.com

10 月 27 日（土）
パギやん 声体文藝館 in 大倉山記念館
新作「水滴」
■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」が、目取真俊
さんの小説「水滴」を声と体を使って、語ります。
■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

10 月 28 日（日）
Flute Piano Trio Concert

10 月 29 日（月）
伊藤悠貴・竹ノ内博明 チェロとピアノの夕べ
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券：4,000 円 当日券：4,500 円
■曲目／アイアランド チェロ・ソナタ、フランク チェロ・ソナタ 他
■内容／世界的に活躍するチェリスト伊藤悠貴とピアニスト竹ノ内
博明ならではのプログラムでお届けします。
■出演者／伊藤悠貴（チェロ）竹ノ内博明（ピアノ）
■主催／日欧芸術交流会 MAAL
■お問合せ／Mail:maal2017office@gmail.com

10 月 30 日（火）
夢の笛・弦の響き 78PB 音楽の集い
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■曲目／ジュピター 荒城の月 カノン 平家物語 等
■内容／笛、バイオリン、琵琶等、5 年前に 100 日間を同航し音楽を
楽しんだ仲間が、今年は横浜で集います。
■出演者／荒井俊子 山崎千代春 日野春美 他
■主催／覚幸香代子
■お問合せ／Tel:090-9345-3646
Fax:045-531-0231
ギャラリー

10 月２日（火）～10 月８日（月・祝）

新美会絵画展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１３時００分から、最終日／１５時００分まで）
■入場料／無料
■内容／港北区新田地区センターで絵を楽しんでいる仲間の定期
発表会で、6 号から 100 号の水彩画・油絵約 70 点を展示
します。
■主催／竹ノ下栄勝
■お問合せ／Tel&Fax:045-591-6250 Mail:bggn836@yahoo.co.jp

10 月 10 日（水）～10 月 14 日（日）
ファブリックステンシル作品展示会
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１０時００分から、最終日／１５時００分まで）
■入場料／無料
■内容／“描いて着て楽しい„をテーマに、洋服をはじめ身近な物に
表現しました。教室皆さんの作品をギャラリーいっぱい
展示してます。
■主催／磯部和子・赤城冨美子
■お問合せ／Tel&Fax:045-545-6167（赤城）
Mail:akagi0829@outlook.jp（赤城）

10 月 17 日（水）～10 月 22 日（月）
京都アートサロン 日本画＆絵画教室作品展
■展示時間／１１時００分～１８時００分
（初日／１１時００分から、最終日／１７時００分まで）
■入場料／無料
■内容／日本画＆絵画教室の作品展です。美しい色づかいで描かれた
個性豊かな世界をお楽しみ下さい。
■主催／中井智子
■お問合せ／Mail:iwaenogu@gmail.com

10 月２４日（水）～10 月２９日（月）
いがらし達男展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１０時００分から、最終日／１５時００分まで）
■入場料／無料
■内容／40 歳から始めて 30 年。初の個展です。油絵を中心に約 40 点
展示します。どうぞ見に来て下さい。
■主催／五十嵐達男
■お問合せ／Tel:080-8117-2969 Fax:045-541-5768

