自主事業のお知らせ

ホール 4 月３日（水）
春の花音コンサート
～桜サロン～
◆開演／１８時００分（開場／１７時３０分）
◆会場／大倉山記念館 ホール（※ホール内での飲食はご遠慮下さい）
◆参加費／1,000 円
◆定員／80 名
◆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
◆主催／横浜市大倉山記念館
企画協力／サントリーパブリシティサービス株式会社
◆お申込み／3 月 1 日（金）10 時より
大倉山記念館窓口またはお電話でご予約下さい。
TEL:045-544-1881 HP:http://o-kurayama.com/event/
※お支払いは当日となります。
◆Key Flowers／“桜”にちなんだ音楽や装花で皆様をお迎えします。
お帰りの際には桜にちなんだお花を 1 輪プレゼントいたします。

☆休館日のお知らせ☆
2019 年 4 月
休館日は以下の通りです。

4 月８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。

第１０集会室 4 月２６日（金）～
ピアノでリトミックワークショップ（全６回開催）
■日程／４月２６日（金）
、５月１０日（金）
、５月２４日（金）
６月７日（金）、６月２１日（金）、７月５日（金）
■時間／１０時００分～１０時５０分（出入りの時間含む）
■参加費／6,000 円（全６回）
※参加費は初回時にまとめてのお支払いになります。
■対象／1 歳（歩き始め）～2 歳まで
■定員／親子１０組（２０名）
■会場／第１０集会室
■講師／鈴木 真由美（リトミック研究センター指導員・ピアノ講師
ソプラノ）
■主催／大倉山記念館
■お申込み／３月１９日（火）１０時より
大倉山記念館（窓口・電話）にて受付いたします。
電話：045－544－1881
（定員になり次第締め切りになります。）

第 1 集会室 4 月２7 日（土）
プリザーブドフラワー教室
PINK ミルフィーユ
～母の日のメリアローズアレンジ～
■時間／午前の部１０時００分～１１時３０分
午後の部１３時３０分～１５時００分
※開場は開始時間の３０分前となります。
■参加費／2,500 円
■対象／大人
■定員／各回１２名 ※定員になり次第締め切りになります。
■会場／第１集会室
■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／3 月 1 日(金)10 時より大倉山記念館窓口・お電話
（TEL:045－544－1881）にて受付致します。
※お支払いは当日となります。

開館時間

9:00～22:00

【利用申込受付時間

9:00～21:00】

2019.
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イベントスケジュール

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
■ＦＢ（フェイスブック）
E-mail:info@o-kurayama.com
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

＜TOPICS＞
4 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

季節の情報をお届けいたします。

・休館日のお知らせ

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

・自主、共催事業のご案内
発行：２０１9 年 3 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

２０１９年 4 月催し物情報

ホール

4 月５日（金）
ピアニストと役者のサロン
IKO IKO ～春の宴～
■開演／昼の部１５時００分（開場／１４時４０分）
夜の部１９時３０分（開場／１９時１０分）
■入場料／前売り・当日券 一般：3,000 円
中・高・大学生：2,000 円
小学生（昼のみ入場可）
：1,000 円
早割り（3/10 まで）一般：2,500 円
■演目／ピアフの最後の愛（歌芝居）※予定
ドビュッシー:喜びの島
メンデルスゾーン:春の歌
プーランク:ピアフへのオマージュ（ピアノ演奏）他。
■内容／[昼]小学生も大人も心おどる、世界の民話や曲。
[夜]大人の愉しみ哀しみを文学、劇、舞踊と名曲で。
■出演者／門田 佳子（ピアノ）
、多田 慶子(役者)
■主催／IKO IKO（いこいこ）
■お問合せ／Tel:045-852-3348
Mail:musicgroupsou@gmail.com

4 月７日（日）
やまゆり音楽教室 第 1 回発表会
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■曲目／アイネ・クライネ・ナハトムジーク第 2 楽章など
■内容／フルート・ピッコロの音楽教室発表会。
ソロ、講師演奏、出演者による合奏を行います。
■主催／やまゆり音楽教室
■お問合せ／Tel:080-5442-8341
Mail:confeito.flute@gmail.com

4 月 14 日（日）
室内楽の夕べ
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り・当日券：3,000 円
空席がある場合は当日券も販売します。
■曲目／モーツァルト：弦楽四重奏曲 第 16 番 K.428 変ホ長調
シューベルト：即興曲集 第 3 番 Op.142 変ロ長調
フランク：ピアノ五重奏曲 へ短調
■内容／欧州で研鑽を積んだカルテットとギリシャ出身の
ピアニストの共演をお楽しみください。
■出演者／クレーカルテット:千田奈緒子、乙顔絵美（ヴァイオリン）
大田絢（ヴィオラ）
、山田幹子（チェロ）
ピアノ:フィル・リオティス
■主催／クレーカルテット
■お問合せ／Mail:kleequartet@gmail.com
HP:kleequartet.com
Facebook:kleequartet のページ

4 月 27 日（土）
第２回 丘の上の音楽会
～癒しの二胡と弾き語り～
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／前売り・当日券：2,500 円
■曲目／ユーミン・ビートルズなどポップスや唱歌・中国曲や
オリジナル曲 他
■内容／二胡とピアノの弾き語り。心に寄り添う癒しのサウンドを
お届けします
■出演者／Toshi、たなかみどり
■主催／渚の会
■お問合せ／Mail:nagisanokai@gmail.com

集会室

第３集会室
4 月４日（木）から
木曜フランス語講座 春期開講
■開講時間／１３時３０分
■授業日／月２回または３回 午前／午後
■受講料／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
※詳細は下記にお問合せください。
■お問合せ／Tel&Fax:03-3701-1721（川池）
Mail:enaruse21prs@gmail.com(成瀬)

第 10 集会室
4 月６日（土）
李政美 with 竹田裕美子 ライブ Vol.4
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
■出演者／李 政美（Vo,Gt）
、竹田 裕美子（Pf）
■内容／オリジナル曲を中心にジャンルを超えた幅広い
レパートリーで、年間百本以上のライブを展開
する「李政美」の公演。
サポートメンバーに、数多くのアーティストの
バッキングを務める「竹田裕美子」を迎えたライブ。
■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

4 月 3 日（水）～4 月 7 日（日）
書展「出逢」
■展示時間／１０時３０分～１６時３０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／学生、一般が日頃漢字・かな・近代詩など勉強し、家の中で
飾って楽しめる作品に仕上げ展示
■主催／古川青皓
■お問合せ／Tel：045-312-4949

4 月１７日（水）～4 月２２日（月）
稲垣 弘子展
～春の庭～
■展示時間／１１時００分～１８時００分
（初日１１時００分から、最終日１７時００分まで）
■入場料／無料
■内容／春の庭に迷いこんだような不思議な絵画展です。
様々な手法で描かれた作品達をどうぞお楽しみ下さい。
■主催／稲垣弘子
■お問合せ／Tel：090-6009-8967
Fax：045-591-4690
Mail:hiroko_art@yahoo.co.jp

4 月２３日（火）～4 月２９日（月・祝）
七夕の国 ML 作品展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日１４時００分から、最終日１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／今回で 5 回目の七夕の国会員有志の作品展
写真・絵画・フラワーアレンジメント・陶芸等を
お楽しみ下さい
■主催／七夕の国 ML
■お問合せ／Mail:sb7h-nizk@asahi-net.or.jp

