告知

第 3１回 大倉山観梅会

ギャラリー

2 月 2７日（水）～３月３日（日）
第 14 回 港北美術展
■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／絵画、書、写真、工芸の作品展示と体験講座
（竹細工、組紐ストラップ作り、バルーンアート、土日のみ）
■主催／港北芸術祭実行委員会
■お問い合わせ／港北区役所地域振興課 文化担当
Tel：045-540-2239
Fax:045-540-2245
Mail:ko-bunka@city.yokohama.jp

ホール

春の恒例行事となりました大倉山観梅会を今年度も開催いたします。
■内容：野点、大倉山梅酒「梅の薫」の新酒の試飲・販売、地元
商店街による出店、園芸品販売、三曲演奏、舞踊などステージ
※実施内容は、主催者の判断により変更または中止になる
場合があります。
■日時：平成３１年２月１６日（土）・２月 1７日（日）
両日とも１０時～１６時
■場所：大倉山公園梅林
（大倉山公園面積 6.9 万平方メートル、同梅林 1 万平方メートル）
■お問合せ：大倉山観梅会実行委員会事務局
（港北区役所地域振興課内） Tel:045-540-2235
大倉山公園梅林の梅は
《３２種類約２００本》
「寒紅梅（かんこうばい）」・「八重野梅
（やえやばい）」
・
「筑紫紅（つくしこう）」
・
「田子の浦（たごのうら）」・「月宮殿（げ
っきゅうでん）」
・
「紅千鳥（べにちどり）」
・
「冬至梅（とうじばい）」・「八重旭（や
えあさひ）」・「唐梅（とうばい）」・「見
驚（けんきょう）」・「書屋の蝶（しょお
くのちょう）」
・
「茶筅梅（ちゃせんばい）」
・
「楠玉（くすだま）」・「白玉梅（しらた
まばい）」・「月影（つきかげ）」・「緑

1 月 9 日（水）午前 10 時より前売り券販売！

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／窓口・電話にて受付 Tel:045-544-1881

☆休館日のお知らせ☆
平成 3１年 2 月
休館日は以下の通りです。

2 月 1８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。

開館時間

9：00～22：00

【利用申込受付時間

9：00～21：00】

萼梅（りょくがくばい）」など。

2019.
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）

2

イベントスケジュール
＜TOPICS＞
2 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

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

・休館日のお知らせ

季節の情報をお届けいたします。

・自主、共催事業のご案内
発行：２０１９年 1 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 2 月催し物情報

ホール

2 月２日（土）
SHUNSUKE IZUTANI
～5th PIANO CONCERT～
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／無料
■出演者／泉谷 駿介
■曲目／ショパン：ソナタ第３番、舟歌 他
■内容／クラシック以外にも様々なジャンルを演奏します。
是非いらして下さい。
■主催／泉谷 駿介
■お問い合わせ／当日会場にてのみ受付致します。

2 月 11 日（月・祝）
Gourmand Ensemble
–食いしん坊から愛を込めて■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
■出演者／高橋てるみ（箏）
、桃原健一（Ob.）
、
石黒豪(Vc.)、片岡直美(Pf.)
■曲目／愛のあいさつ、亡き王女のためのパヴァーヌ 他
■内容／食いしん坊の音楽家が４人集まって、アンサンブルを中心に、
愛を音楽にのせてお届けします。
■主催／ムジークレーベン
■お問い合わせ／高橋 Tel＆Fax:0467-25-2690
Mail:terumi_futaba@yahoo.co.jp

2 月 13 日（水）
第３回 ヴィアンドゥ・コンサート
■開演／１８時００分（開場／１７時３０分）
■入場料／無料
■出演者／慶應大学を中心とする音楽好きの大学生有志
■曲目／ピアノソロ・ヴァイオリンソロ・室内楽 他
■主催／日向 結花
■お問い合わせ／Tel:080-2387-2798
Mail:hyu415ga@gmail.com

2 月 23 日（土）
胴元＆柳家松太郎 二人会 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:2,500 円 当日券:3,000 円
■出演者／小野田 忠茂（芸人三昧・胴元）
、柳家 松太郎（切り絵師）
■内容／胴元による芸人三昧の歴史についてのトークライブと、
柳家松太郎による啖呵売と切り絵（紙切り）
■主催／小野田 忠茂（芸人三昧）
■お問い合わせ／Tel＆Fax:045-568-5947
Mail:enbu@kf.netyou.jp

2 月２４日（日）
春の訪れ アルパの調べ

■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売り券・当日券 :2,500 円※前売で完売の時はなし
■出演者／峰岸桂子（アルパ）イリチ・モンテシーノス（ケーナ等）
カチョ・カルドーソ（ギター）
■曲目／ある恋の物語/トゥクマンの月/コーヒールンバ 他
■内容／アルパとケーナ、サンポーニャとギターによる
ラテンフォルクローレのコンサート
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■お問い合わせ／Tel:090-2525-4143
Mail:arpacolina@gmail.com

2 月２5 日（月）
E1 コンサート
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料
■出演者／洗足学園音楽大学演奏会実習上田ゼミ生２５名
■曲目／フルート・ファゴット・サックス・ピアノによる
ソロコンサート
■内容／洗足学園音楽大学上田ゼミ生フルート・ファゴット・
サックス・ピアノのソロコンサート
■主催／洗足学園音楽大学演奏会実習上田ゼミ
■お問い合わせ／Tel:03-5375-4344
Mail:ky-ueda@senzoku.ac.jp

集会室

第 1 集会室
平成 31 年 2 月 16 日（土）～17 日（日）
19 日（火）～24 日（日）
四季の和紙版画展
■時間／１０時００分～１６時３０分
■入場料／無料
■内容／日本の伝承工芸、謄写版（ガリ版）印刷の手法を継承する
和紙版画の普及と後継者の育成をはかる。
（降雪・豪雨の日は休みます）
■主催／巻幡正幸（ヤマンバ企画）
■お問い合わせ／Tel：045-470-8080
ギャラリー

2 月１5 日（金）～２月 1７日（日）
アトリエひまわり子供と大人の作品展
■時間／１０時００分～１７時００分（最終日は１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／アトリエの子供が制作した工作や絵画を展示します。
■主催／アトリエひまわり 亀田憲子
■お問い合わせ／Tel:090-5777-2948
Fax:045-561-5646

自主事業のお知らせ
平成 3１年 ２月１０日（日）

オープンデイ～まちの先生 PR 展～
オープンデイは、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。年に 2 回の機会です、ぜひご来館下さい♪

●まちの先生 PR 展【当日自由参加】
■時間／９時３０分～１７時００分
■場所／ホール、第 1・3・4・5・6・7・10 集会室
■参加費／無料～1,000 円
■内容／港北区まちの先生による、ワークショップやミニ講座を
17 プログラムお届けします。
・書画の裏打ち・詩吟・ミニすのこづくり・太極拳・暮らしを楽しむ
家づくり講座・裏千家茶道・パステルシャインアート・皮革のストラップ
づくり・自分史づくり・詩吟と映像・ウクレレ演奏・親子で楽しむ畑での
作物づくり講座・お花の玉手箱・ステンシルでハートを描こう
・ハーバリュームづくり・げんき絵手紙・短歌
※時間・場所・料金の詳細は記念館ＨＰまたはチラシにてご確認下さい。

●館内ツアー【予約制】
■時間／1 回目：9:30～ 2 回目：10:45～ 3 回目：13:00～ 各 45 分
■集合場所／第 4 集会室
■参加費／無料
■内容／港北ボランティアガイドによる、館内の見所をご案内する
大人気のツアーです
■定員／各回 20 名
■お申込み／1 月 4 日（金）午前 10 時より
大倉山記念館の窓口または電話で受付

●まちの先生パネル展示
■3 階回廊で港北区まちの先生の活動をパネルでご紹介します

2 月１日（金）～２月３日（日）
お習字教室「浜子屋」展
■時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１０時００分から、最終日／１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／4 歳から 92 歳まで家族みんなで取り組んだ心温まる
書道展です。書道家志峰の作品もあります。
■主催／Happy stone お習字教室「浜子屋」
■お問い合わせ／Mail:happystone2023@gmail.com

●大倉精神文化研究所特別展示
■当日は付属図書館が開館しており、第 2 閲覧室では映像上映と所蔵品の
特別展示をしています

●ロビーカフェ
■毎回好評の「いろえんぴつ」によるパンとコーヒーの販売をロビーで
行います。
■主催／横浜市大倉山記念館・港北区区民活動支援センター
■予約・お問合せ／Tel:045-544-1881(大倉山記念館）

