自主・共催事業のお知らせ

☆年末年始の休館日のお知らせ☆
１２月 8 日（土）
大倉山こども映画上映会
■会場／ホール
■定員／先着５０名（※予約制、ホールでの飲食は出来ません）
■対象／親子（一家族、最大５名迄でお願いします）
■入場料／無料
■上映開始時間／１３時３０分～（１３時００分開場）（86 分）
※座席前列は小さなお子様用に床にマットを敷いております。
■内容／≪ムーミン谷とウインターワンダーランド≫
冬のムーミン谷を舞台にひょんなことから冬眠せずに
初めてのクリスマスを迎えることになったムーミン
一家が繰り広げる大騒動の行方を描く。
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／11 月 6 日（火）10 時より大倉山記念館窓口、お電話
（045-544-1881）にて受付いたします。

平成３０年 12 月～平成 3１年１月
休館日以下の通りです。
平成３０年 １２月１０日（月）
、２９日（土）
、
３０日（日）３１（月）※２８（金）は１７時にて閉館。
平成３１年 １月１日（火）
、２日（水）
、３日（木）
（１２
※４日（金）は１７時にて閉館。
２１日（月）※第２月曜は祝日のため第３月曜日休館日
※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。

12 月 9 日（日） 10:00～15:30
第３4 回 小さな丘のメリークリスマス
◎催し物【参加費 100 円】
●親子で楽しむクリスマスコンサート（ホール）
◇開演／1 回目 11 時 00 分
2 回目 13 時 00 分（各先着８０名）
◇出演者／オーボエ&ピアノ：MINAMI（オーボエ）
、MIKI（ピアノ）
●おもしろ科学教室（第１集会室）
●クリスマス飾りを作りましょ（第４集会室）
●フェルトで作るケーキ（第 5 集会室）
●ムクムクポップコーン（記念館中庭）
●チャンバラ合戦（記念館前庭）
◎体験コーナー【参加費 無料】
●ハンドベル体験（第 3 集会室）
●絵本の読み聞かせ横浜祭 2018（第 6 集会室）10:30～、13:10～
●バルーンを作ろう（第７集会室）
●布おもちゃで遊ぼう（第１０集会室）
●木工教室（記念館前庭）
◎ブルーグラスコンサート（ホール） ★大人向け★
◇入場料 2,000 円（ウェルカムドリンク付）
◇開演／18 時 30 分 （開場／18 時 00 分）
◇定員：80 名
◇出演者／NEW APPLE SEED
尾崎ブラザーズ
※要事前申込／090-9979-0059
★喫茶コーナー（ロビー）コーヒー、紅茶、お菓子

ほか

『クリスマスがいっぱい展』ギャラリー 入場無料
１２月 5 日（水）～12 月 9 日（日）
■時間／10：00～15：30 （5 日 12：00 から）
手作り・作品展示と体験コーナー：クリスマス飾り、パッチワーク等
体験コーナー（9 日のみ）：クリスマスグッズ作り、着替え人形ほか
■主催／小さな丘のメリークリスマス実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
■後援／港北区役所
■協力／フロムネイチャー&エコロヴィレッジ、NPO 法人ゼロワン,どろっぷ,
絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会,布おもちゃこまめの会,もくもくはうす,
ひととゆめのネットワーク,日比谷花壇

■お問合せ／TEL：090-5803-2146
（小さな丘のメリークリスマス実行委員会事務局）

2018.

12

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

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

＜TOPICS＞
12 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
・自主、共催事業のご案内

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com
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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 12 月催し物情報

ホール
ホール

12 月 5 日（水）
ⅰ KA（アイカ）
■開演／１９時００分（開場／１８時００分）
■入場料／前売り券・当日券：3,000 円
■出演者／ERIKO uegaki・Shinji Wakasa
■内容／ピアノソロとアンビエント／エレクトロニックミュージック、
映像
■曲目／オリジナル
■主催／Shinji Wakasa
■お問合せ／Tel：080-6514-4721 Mail:info@hitsujisound.com

12 月２４日（月・祝）
クリスマスコンサート
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：1,500 円
■出演者／増本公美子、山口今日子、天野みどり、堤由里恵
■内容／クリスマスの曲を歌と連弾で、また名作「青い鳥」をピアノ
と朗読でお届けします。
■曲目／曲「祈り」
「クリスマスメドレー」
「交響詩・銀河鉄道 999」
演目「青い鳥」
■主催／ゲートプランニング
■お問合せ／Tel:090-8977-5710 Fax:045-542-7447
Mail:tsutsumi@gate-planning.com

集会室
集会室

第 10 集会室
12 月８日（土）
クリスマス de おやこコンサート
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料（満席の場合は当日券なし）
■出演者／芥川耀平
■内容／歌のおにいさん芥川耀平です！楽しく歌いましょう！
ご予約はメールにて承ります！
■曲目／みんなが知っている子どもの歌 多数
■主催／芥川耀平
■お問合せ／Mail:tanoshikuutaou.kids@gmail.com

第 10 集会室
12 月 16 日（日）
楠美津香 ひとりシェイクスピア VOL.39
in 大倉山記念館 超訳「間違いの喜劇」
■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

ギャラリー
ー
ギャラリ
ギャラリー
ー
ーーー

予告

12 月 19 日（水）～12 月 24 日（月・祝）
all about the wool ⅩⅢ
the harvest―収穫祭―

平成 3１年 １月６日（日）
慶應義塾大学落語研究会 新春落語会

■展示時間／１１時００分～１７時００分
（初日／１１時００分から、最終日／１５時００分まで）
■入場料／無料
■内容／羊毛とその作品を主に染め・紡ぎ・織り・編み・フェルトの
展示
ワークショップ毎日開催しております
■主催／NPO 法人 みんなの工房
■お問合せ／Mail:minnanokoubou@gmail.com

■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料
■出演者／慶應義塾大学落語研究会所属 有志
■内容／慶應落研の精鋭による盛りだくさんの
落語口演です。新年にふさわしい、
楽しい舞台となっています！
■演目／落語・大喜利・コント・漫才
■お問合せ／Mail:keiorakugo@live.jp
■主催／大倉山記念館

自主・共催事業のお知らせ

第 4 集会室
12 月 4 日（火）
神田隆先生のクリスマスレッスン
■内容／クリスマスに登場する植物や行事の数々のお話＆
森の小人づくり
■時間／１０時００分～１２時３０分
■参加費／3,000 円
■対象／大人
■定員／２０名（定員になり次第締め切り）
■講師／神田隆
■主催／小さな丘のメリークリスマス実行委員会
■共催／大倉山記念館
■お申込み／11 月 1 日（木）より小さな丘のメリークリスマス
実行委員会（090-5803-2146）にて受付

第 1 集会室
12 月 2２日（土）
フラワーアレンジメント教室
初春の慶び ～ 雅やかなお正月飾りアレンジ ～
■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（定員になり次第締め切り）
■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／11 月 13 日（火）午前 10 時より大倉山記念館
受付・お電話（045-544-1881）にて受付

☆★☆ 大倉山記念館イルミネーション企画 ☆★☆
2018 年．１２月初旬～2019 年．1 月中旬（予定）
＜１７時～２１時＞
■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。
詳しくは

https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/

