共催事業のお知らせ

☆休館日のお知らせ☆

3 月 2３日（土）、2４日（日）
第 1２回 大倉山ドキュメンタリー映画祭
■会場／メインスクリーン（ホール）、B スクリーン（第 10 集会室）
■入場料／各回入替制
◎一般：1,600 円※2 作品目以降は 1,000 円
◎高校生以下・シニア・障がい者：1,000 円 ※身分証をご持参下さい。
◎映画祭サポーター用フリーパス（2 日券）：10,000 円（限定 20 枚）
※映画祭を応援してくださるサポーターのフリーパスです。
3 月 23 日（土）、24 日（日）のすべての上映をご覧頂けます。
◎サポーター券（1 日券）：5,000 円
3 月 23 日（土）もしくは 24 日（日）の全ての上映をご覧頂けます。
■内容／映画の作り手、映画好きの市民、地域の福祉作業所などが
集まり、ボランティアで開催している映画祭です。
■プログラム／10 プログラム、2 トークショー
（詳細、最新情報は公式ブログにて）
大倉山ドキュメンタリー映画祭公式ブログ
http://o-kurayama.jugem.jp
■申し込み・お問い合わせ／予約優先制です。
会場の定員数（80 席）に限りがあるため、ご予約がないと入場
いただけない場合がございます。
事前のご予約・お問い合わせをお願い申し上げます。
電話・FAX・E-mail にてお申込下さい。
≪2 月 1 日（金）より受付開始≫
◆Tel:080-3542-8759(実行委員会)、090-2257-4895（薩田[さった]）
◆E-mail:ookurayamaeiga@yahoo.co.jp
◆Fax:045-434-9270
※Fax・E-mail でのお申込みの場合は必ず以下をお伝え下さい。
①お名前 ②お電話番号 ③鑑賞したい作品 ④鑑賞人数
後ほど実行委員会より確認の連絡をさしあげます。
■主催／大倉山ドキュメンタリー映画祭実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館

平成 31 年３月
休館日は以下の通りです。

3 月 1１日（月）
（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。
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イベントスケジュール

予告
４月３日（水）
春の花音コンサート～桜サロン～
■時間：開演 18 時 00 分（開場 17 時 30 分）
■会場:大倉山記念館ホール
■参加費：1,000 円
■定員：80 名
■申し込み：3 月 1 日（金）10 時 00 分より大倉山記念館窓口または
お電話にてご予約ください。
Tel:045－544-1881
■出演：渡邊ゆうび（ピアノ）・荒木絵美（サックス）
■プログラム：さくら、Myway、チャルダッシュ、さくらさくら
幻想即興曲、春のささやき 他
■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。

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
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ホール

3 月 9 日（土）
Sing a song！参加者体験型イベント
ルネサンス バロックを歌おう！！
～インコントロとともに～
■開演／１４時３０分（開場／１４時００分）
※発表会は開演／１７時３０分～１９時００分（開場／１７時００分）
■入場料／前売り券:3,000 円、ユースチケット（20 歳まで）1,000 円
当日券: 3,000 円、ユースチケット（20 歳まで）1,000 円
（発表会のみは無料）
■内容／ルネサンス、バロック時代の曲を当時のスタイルで
体験できます。
■主催／音楽団体 incontro（阿部）
■お問合せ／Tel:090-6043-9976 Mail:incontro@arts-info.com
集会室

第６集会室
3 月１０日（日）
第１回 絵本読み聞かせ♡梅祭り２０１９
＜テーマ：春♡夜明け☆夜桜・花の宴（はなのえん）
※春&梅（花）&新時代&祝い関連中心に選書
■開演／１３時５０分～１５時３０分予定（開場／１３時４０分）
■入場料／無料（予約不要、出入り自由）
■出演者／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
■内容／子供から大人まで楽しめるプログラム♪
歌・演奏（予定）絵本読み聞かせ♡慈愛空間♪
■主催／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
■お問合せ／ Mail:ehon_yokohama20xx@yahoo.co.jp

第 1 集会室
平成 31 年 3 月４日（月）～６日（水）
、10 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

■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

3 月７日（木） のんびるフェスタ＠大倉山記念館
3 月２０日（水）～３月２５日（月）
第３４回 寿展
■時間／１０時００分～１８時００分（最終日／１６時３０分まで）
■入場料／無料
■内容／34 回を迎える東海大美研 OB と知人による絵画、CG、焼物、
写真等の展示会です。作品の人気投票も実施。
■主催／寿会
■お問い合わせ／Tel：045-434-5263

3 月２８日（木）～３月３１日（日）
第８回 玄游書展
■時間／１０時００分～１８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／読んで楽しめる「諺」を題材とした作品と、個性を
生かした自由課題作品とを展示。お気軽にご覧下さい。
■主催／書法研究「玄游」
（事務局）
■お問い合わせ／Tel& Fax:045-402-0796

自主事業のお知らせ

３月 1０日(日)
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
■開演／１回目：１５時００分（開場／１４時３０分）
２回目：１７時００分（開場／１６時３０分）
■出演者／トランペット、作曲、編曲：大野 俊三
ピアノ：熊谷 ヤスマサ ドラムス：山田 玲
ベース：若井 俊也
■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
■お問合せ／Tel：045-544-1881（窓口・電話にて受付）

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）

共催事業のお知らせ

☆お申込み方法☆
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・当日券共に）
※前売り券が完売した場合は、当日券なし

■時間／１０時００分～１５時００分
■内容／“のんびるフェスタ”では地域で子育てをするみなさまに、
日頃はなかなかできないことをお楽しみいただけるよう、
さまざまなプログラムをご用意しています。
■事前予約／1 月 20 日 10 時～受付開始（3 月 6 日 17 時まで）
「コンサート」
「ワークショック」
「リフレクソロジー」
「体験教室」
「保育」
「お弁当」が HP から予約できます。
予約された方には「ワンコイン保育」の予約も可能です。
詳細は下記【お問い合わせ】まで
■お問い合わせ／Tel:045-470-5564(NPO 法人セカンドリーグ神奈川)
Mail:nonbiru.kohoku@gmail.com
(のんびるフェスタ＠大倉山記念館実行委員会)
イベント詳細・事前予約:https://nonbiru2019.jimdofree.com
■主催／のんびるフェスタ＠大倉山記念館実行委員会
■共催／大倉山記念館/NPO 法人セカンドリーグ神奈川
NPO 法人ハッピーマザーミュージック
NPO 法人街カフェミエル/一般社団法人日本色育推進会
I♥Net nori★nori★kitchen/わくわくマルシェ
■後援／港北区役所

３月１7 日（日）
第 38 回大倉山ジョイフルコンサート
ピアノ四重奏の世界
～アンサンブルで味わうドイツ音楽の響き～
■開演／１４時００分（受付開始／１３時３０分）
■内容／原嶋 唯によるピアノ四重奏の世界
ピアノ四重奏曲では、三重奏曲や五重奏曲と比較すると、
ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの各楽器が親和的
に曲を奏でます。
今回の各奏者は其々の楽器の分野で大いに活躍されている
若手です。
アンサンブルによるドイツ音楽の響きをお楽しみください。
■出演者／原嶋 唯（ピアノ）毛利 文香（ヴァイオリン）
田原 綾子（ヴィオラ）伊東 裕（チェロ）
■曲目／モーツァルト：ピアノ四重奏曲第 1 番ト短調 K.478
シューマン：ピアノ四重奏曲変ホ長調 Op.47
ブラームス： ピアノ四重奏曲ハ短調 Op.60
■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
1 月 21 日（月）より予約開始
■予約・お問い合わせ／Tel: 080-8424-5108
HP: https://www.ohkurayama-joycon.com

