告知
オープンデイ～まちの先生 PR 展～
＊オープンデイとは＊
ホールや集会室など、館内を自由にご見学できる 1 日です。
この機会にぜひご来館下さい♪
■日程／平成３１年２月１０日（日）
■時間／９時３０分～１７時００分
■場所／大倉山記念館集会室・ホール
■参加費／無料～1,000 円
■内容／「手工芸」
「工作」
「美術」
「日本芸道」
「体操」
「音楽」
「文芸」
「自然」と、多ジャンルの港北区
まちの先生が、館内で展示やデモンストレーション、ミニ
講座などを行います。どなたでもご参加ください。恒例の
館内ツアーのみご予約制です。プログラムの詳細は大倉山
記念館のホームページでご案内します。

☆休館日のお知らせ☆
平成 31 年 1 月
休館日は以下の通りです。
1 日（火）
、2 日（水）
、3 日（木）
※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
（１２
※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。

☆館内ツアーご予約方法☆
申込開始日：平成 3１年１月４日（金）午前１０時より
大倉山記念館の窓口・電話（045-544-1881）にて
先着順で受付致します。

第 12 回 大倉山 Spring Jazz Fest
ニューヨークから来日！グラミー賞受賞
大野俊三 カルテット
■日程／平成３１年 ３月１０日 （日）
■開演／１回目 15：00～（開場 14：30）
２回目 17：00～（開場 16：30）
■定員／各回８０名 ※内容は各回とも同じです
■料金／大人：前売り券 2,000 円 当日券 2,500 円
高校生以下：1,000 円（前売り券、当日券共に）
※前売り券が完売した場合は、当日券なし
■会場／横浜市大倉山記念館ホール
■出演／大野俊三カルテット
■曲目／Over the Rainbow、All in One、Dreamers 他
■主催／横浜市大倉山記念館
■企画協力／オフィス KOM
■お申込／横浜市大倉山記念館（窓口・電話にて受付）
Tel:045-544-1881

平成 31 年１月 9 日（水）
10 時より
チケット発売！！

2019.

1

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

＜TOPICS＞
1 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

FAX 045-544-1084

・自主、共催事業のご案内

Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com

発行：２０１８年 12 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 3１年 1 月催し物情報

ホール

1 月８日（火）
愛と幸せを呼ぶヒーリングアート展示会
オープニングセレモニー
■開演／１４時３０分（開場／１４時００分）
■入場料／投げ銭方式で
■曲目／バッハ ガヴォット 他
■内容／透明感のある音のいやしの世界で幸せを感じて下さい。
■出演者／髙瀬ゆうさく（ギター演奏）他
■主催／小野博子
■お問合せ／ Tel:080-8845-6851 Fax:045-392-6382

1 月１２日（土）
平成三十一年新春特別公演
浪花の歌う巨人・パギやん ライブ&トーク
in 大倉山記念館
■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
■内容／平成三十一年新春特別公演として、
「パギやん」
のライブ&トーク。特別ゲストとして、日本一の
曲師「沢村豊子」の三味線で、パギやんが、浪曲
「石松代参」を唸ります。
■出演者／パギやん（歌劇派芸人）
、沢村豊子（曲師）
■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

1 月１７日（木）
Flute Toyomi Kobayashi
SOLO First Hall Concert
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／前売り券：3,500 円 当日券：4,000 円
■曲目／小林豊美のオリジナル曲とオリジナル奏法を中心に
演奏します。
■内容／アグレッシヴに新境地に挑む小林豊美のソロ、初の
ホール公演！おすすめ。
■出演者／小林 豊美（フルート、バスフルート、etc）
■主催／TOYONOTE
■お問合せ／ Mail:toyonote@gmail.com

集会室

第 3 集会室
1 月 1０日（木）～
木曜フランス語講座 冬期開講
■時間／１３時３０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
* 詳細は下記にお問い合わせください。
■お問い合わせ／Tel& Fax：03-3701-1721（川池）
Mail:enaruse21prs@gmail.com(成瀬)

ギャラリー

1 月８日（火）～1 月１４日（月・祝）
愛と幸せを呼ぶヒーリングアート展示会
■展示時間／１１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／パステル絵画のもつ色彩のやわらかさ、やさしさや
ファンタジーな世界を楽しんで下さい。
■主催／小野博子
■お問い合せ／Tel:080-8845-6851 Fax:045-392-6382
共催事業のお知らせ

1 月 2０日（日）
第 3７回大倉山ジョイフルコンサート
田原綾子ヴィオラ リサイタル
～深まる冬ヴィオラの響きと出会う～
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／田原綾子によるヴィオラリサイタルです。
桐朋卒業後、現在パリ・エコール・ノルマル音楽院にて
ブルーノ氏に師事し様々なコンクールで第１位を獲得した
田原綾子が今回、自らもヴィオラ奏者だったヒンデミット
やクラークが作曲した曲を通して皆様に「ヴィオラ」という
楽器の馥郁とした豊かさと美しさをお届けします。
■出演者／田原 綾子（ヴィオラ）
、原嶋 唯（ピアノ）
■プログラム／ヒンデミット：無伴奏ヴィオラソナタ Op.25-1
ブルッフ：ロマンス
クラーク：ヴィオラソナタ
■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
■主催／大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
11 月 19 日（月）より予約開始
■お問い合わせ／Tel:080-8424-5108
HP:https://www.ohkurayama-joycon.com

自主事業のお知らせ

１月 6 日(日）
慶應義塾大学落語研究会 新春落語会
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料
■出演者／慶應落研部員７名
■内容／毎年おなじみの慶應落研の新春落語会！
わたしたちといっしょにレッツ初笑い！！
■演目／落語・大喜利・コント
■申込／当日直接会場へお越しください。
■主催／大倉山記念館
■問い合わせ／Tel:045-544-1881

1 月 27 日（日）
第 8 回大倉山記念館
「高校生ギャラリー＆ミュージックフェスタ」
■会場／ギャラリー、ホール
■開催日／
1 月 24 日（木）～1 月 27 日（日）
：ギャラリーにて
1 月 27 日（日）
：ホールにて
■開催時間
高校生ギャラリー：ギャラリーにて
10：00～16：30（最終日は 16：00 まで）
ミュージックフェスタ：ホールにて
10：00～14：00（予定）
■内容／
横浜北部地区の神奈川県立高校、養護学校の文化クラブから
出品される高校生の作品展（書道・華道・写真・美術・
造形など様々な作品を展示）と音楽関係の部活動生徒による
ミュージックフェスタを開催いたします。
■主催／横浜市大倉山記念館
■後援／神奈川県高等学校文化連盟
■協力／神奈川県立高等学校校長会議
■お問い合わせ／Tel:045-544-1881（大倉山記念館）
■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/

