共催事業のお知らせ

11 月 1 日（木）～11 月５日（月）
第 3４回

大倉山秋の芸術祭 2018

～記念館と利用者、地域とのふれあいを深めて～
大倉山秋の風物詩「大倉山秋の芸術祭」を今年も盛大に開催します。
ライブ・講演・講座・美術展と盛りだくさんの内容でお待ちしています。
どなたでも、参加できます。
■会場／ホール、ギャラリー、集会室、ロビー
■開催時間／
美術展 ：１０時～１７時

☆休館日のお知らせ☆
平成３０年 11 月
休館日は以下の通りです。

11 月 1２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。

※最終日は１６時まで

ライブ ：９時３０分～２１時
■入場料/有料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･無料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑあり｡
(詳細ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは記念館・HP にて順次掲載)
■主催/大倉山秋の芸術祭実行委員会
■共催/横浜市大倉山記念館
■後援/港北区役所･大倉山商店街振興組合・大倉山地区連合会･
大曽根自治連合会･樽町連合町内会・(公財)大倉精神文化研究所
■助成/神奈川県・港北区地域のチカラ応援事業
■お問合せ/Tel:090-6524-7060 (事務局)

ホール
11 月１8 日（日）
第 36 回大倉山ジョイフルコンサート
Lumie Saxophone Quartet Concert
～大倉山の秋に聴く
サクソフォン四重奏とフランス音楽～
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／東京藝術大学同窓生の女性 4 名で編成された若手サクソフォン
四重奏団によるフランス音楽の演奏会です。このグループは“光”
という意味を持つ“Lumière”に基づき、いつも輝き照らす存在で
ありたいという志を持ち活動しています。
繊細な表現と力強いサウンドを兼ね備え、高い技術力でジャンル
を問わず様々なレパートリーを演奏します。
■出演者／Lumie Saxphone Quartet
住谷 美帆（Sop Sax）戸村 愛美（Alt Sax）
中嶋 紗也（Ten Sax）竹田 歌穂（Br Sax）
■プログラム／サクソフォン四重奏 Op.102（F.シュミット）
民謡風ロンドの主題による序奏と変奏（G.ピエルネ）
「小組曲」より（C.ドビュッシー） 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
9/17（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:https://www.ohkurayama-joycon.com

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。

〒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
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 11 月催し物情報

ホール

11 月８日（木）
第５回神奈川歴史講演会
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／500 円（予約制）
■演目／戊辰戦争下の相模
■内容／明治維新 150 年を記念し、戊辰戦争下の相模の状況を箱根戦争
と海軍を中心に講演。
■出演者／神谷大介（東海大学非常勤講師）
■主催／神奈川歴遊クラブ
■お問合せ／Tel:080-9875-8971
Mail:hodani@gj9.so-net.ne.jp

11 月 10 日（土）
第 50 回「おとの波」記念コンサート
時空を飛ばして音楽がやってくる。
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■曲目／18 世紀から 20 世紀までのピアノ・声楽・管楽器のための作品
■内容／時代を越えて残った音楽には美しさがある。
アンサンブル，独奏，独唱盛り沢山！
■出演者／おとの波 会員
■主催／野崎博子
■お問合せ／Tel&FAX:045-932-5252

11 月１６日（金）
百合と孔雀
ソプラノ・メゾソプラノリサイタル
■開演時間／１９時００分(開場／１８時３０分)
■入場料／前売り券・当日券 3,500 円、ペアチケット 6,000 円、
学生 2,500 円、中学生以下 1,500 円、
障がい者手帳割引 2,500 円
■演目／ビゼー:「カルメン」より“ハバネラ”
プッチーニ:「ラ・ボエーム」より“私の名はミミ”
ロッシーニ:「チェネレントラ」より
“悲しみと涙のうちに生まれ”
レオンカヴァッロ:「道化師」より“鳥の歌”
モーツァルト:「コジ・ファン・トゥッテ」より二重唱
“ねえ見て、妹よ”ほか
■内容／気軽に、本格的なオペラを！イタリアと日本で活躍中の二人
による夢のデュオリサイタル
■出演者／マユラ玲奈（Sop）
、丹呉由利子（Mez）
、伊坪淑子（Pf）
■主催／百合と孔雀リサイタル企画
■お問合せ／Mail:gliglio.pavone@hotmail.com

11 月 23 日（金・祝）
Ycube Gospel Choir 1st Concert
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料
■曲目／ハレルヤ、サイレントナイト 他
■内容／横浜で活動中のゴスペルクワイヤ。クリスマス曲も交え
楽しいステージをお届けします。
■出演者／高橋祐子 他
■主催／Ycube(佐藤)
■お問合せ／ Mail:sugarguritogura @yahoo.co.jp

11 月 2４日（土）
『Quartet in B』 アンサンブル アコルト VOL.6
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■曲目／ベートーヴェン、ブリテン、バックス
■内容／頭文字 B ではじまる作曲家の四重奏曲を集めました。
古典からロマン派後期まで。オーボエも参加。
■出演者／Quartet Keynz，Quartet a-moll
■主催／アンサンブル アコルト
■お問合せ／Tel:070-6566-9613
Mail:ensembleakkord @gmail.com
ギャラリー

11 月 6 日（火）～11 月 11 日（日）
第 10 回 大倉山スケッチ会 水彩画展
■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／室内、屋外スケッチを含め、
「楽しく描く」をモットーに
励んでいます。一生懸命描きました。
■主催／大倉山スケッチ会
■お問合せ／Tel：090-2147-9243

11 月２１日（水）～11 月２５日（日）
パッチワークキルト展－沢田淳子と仲間たちー
■展示時間／１０時３０分～１７時００分
（初日／１０時３０分から、最終日／１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／「スタジオ・ラパン」の仲間達が制作したグループキルトを
中心に、表情豊かな楽しい作品を展示します。
■主催／「スタジオ・ラパン」沢田淳子
■お問合せ／Tel&FAX:045-402-4288 Mail:junko.Lapin@gmail.com

自主事業のお知らせ

第 5 集会室
11 月 1 日（木）
秋芸 Special お花のワークショップ
～秋の収穫のフラワーバスケット～
■時間／１２時３０分～１５時００分
（上記時間内にお越し下さい。最終受付１４時３０分）
■内容／プリザーブドフラワーを使って、自分だけの秋の作品を
作りましょう。
■参加費／1,000 円
■講師／石井 千花（日比谷花壇シニアデザイナー）
■主催／大倉山記念館
■お申込み／当日自由参加（材料がなくなり次第終了）
■お問い合わせ／Tel:045-544-1881 大倉山記念館窓口

第 1 集会室
1１月２4 日（土）
フラワーアレンジメント教室
～クリスマスアレンジ～
■時間／午前の部 １０時００分～１２時００分
午後の部 １３時３０分～１５時３０分
※開場はそれぞれ開始時間の 30 分前となります。
■参加費／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１５名
■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／10 月 16 日（火）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。

