共催事業のお知らせ

☆休館日のお知らせ☆

5 月２日（木）～５月 6 日（月）
『こどもギャラリー展』
■会場／ギャラリー
■時間／１０時００分～１６時００分
（２日１２時００分～、６日～１５時３０分）
■入場料／無料
■内容／こども絵画展（小学生未満のこどもたちの絵展示）
昔ながらの遊び（けん玉、お手玉、スマートボール
ほか）
ゆかたに着替えてハイポーズ（５日のみ）
着せかえ人形、折り紙あそび、生花の寄植え展示
■主催／大倉山こどもフェスティバル実行委員会
■共催／横浜市大倉山記念館
■後援／港北区役所
■協力／港北区地域子育支援拠点どろっぷ、布おもちゃ
こまめの会、ひととゆめのねっとわーく、
もくもくはうす、絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会、
（株）日比谷花壇
■お問合せ／090-5803-2146
（大倉山こどもフェスティバル実行委員会）

5 月１９日（日）
第 39 回大倉山ジョイフルコンサート
荒木奏美 オーボエリサイタル
～オーボエの魅力との新たなる出会い
バロックから現代，哀愁から諧謔～
■開演／１４時００分（開場１３時３０分）
■内容／荒木奏美 オーボエリサイタル
今回は東京藝術大学に在学時（２０１５年）より
東京交響楽団の首席オーボエ奏者を務める、荒木奏美
さんを迎えてのコンサートです。
オーボエの響きや音の魅力をご堪能ください。
■出演者／荒木奏美（オーボエ）宇根美沙惠（ピアノ）
■曲目／テレマン:ソナタ 変ホ長調
シューマン:３つのロマンス Op.94
カリヴォダ:ディヴェルティメント Op.58
ドラティ:「5 つの小品」よりⅠ.アリとセミ Ⅴ.手品
ハース:オーボエとピアノのための組曲 Op.17
■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
3 月 18 日（月）午前 9 時より予約開始
■お問い合わせ／Tel:080-8424-5108
HP:https://www.ohkurayama-joycon.com

2019 年 5 月
休館日は以下の通りです。

5 月１３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。
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

2019.
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
■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

5

イベントスケジュール
＜TOPICS＞
5 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 4 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 5 月催し物情報

ホール

5 月 2 日（木・祝）
ヴァイオリン発表会
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／無料
■出演者／角津江美 他
■曲目／Bach ドッペルコンチェルトより
Mozart ディベルティメントより など
■内容／子供から大人までソロやアンサンブルで参加します。
一生懸命、演奏します！
■主催／角津江美
■お問合せ／Tel:090-1051-8717
Mail:tsuno0110@yahoo.co.jp

5 月 3 日（金・祝）
イリスライブ in 大倉山（横濱）
～雨上がる。のちの《虹》を見る日。
■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
ペアチケット:5,000 円
■出演者／ニシカワヒサコ（ボーカル）
、柿原千春（ピアノ）
、
今谷航太郎（ギター）
、田村ちふみ（シンギングボウル）
、
Sammy（アルケミークリスタルボウル）
■曲目／満月、APPLE GENE、雨がよかった 他
■内容／魂に響く歌声と心癒すギターとピアノ。
人生が愛しく感じられる優しい音楽を届けます。
■主催／山脇 節紀
■お問合せ／Tel:080-7026-0456
Fax:045-542-8884
Mail:hidamarinouchi@gmail.com

2019 年 5 月 11 日（土）
《Green Vibration 作品展 2019
―アナザーアクション―》
■開演／１８時４０分（開場／１８時３０分）
■入場料／無料
■出演者／Green Vibration 作品展 2019 参加者
■内容／多彩なミュージック&パフォーマンスを、
お楽しみください。
■主催/Green Vibration 作品展
■お問合わせ/Tel&Fax：045-481-0311（稲見）
Mail：gv91@orange.plala.or.jp

5 月 1８日（土）
大倉山で気軽にクラシック！vol.2
春の室内楽コンサート
～La Brise de Printemps～
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券:2,000 円 当日券:2,500 円
高校生以下 1,000 円（当日券 1,500 円）

■出演者／西村 薫（クラリネット）
島根 朋史（チェロ/ヴィオラ・ダ・ガンバ）
桶 絢湖（ピアノ）
■曲目／ベートーヴェン:三重奏曲「街の歌」
ヴィドール:序奏とロンド
サント＝コロンブ:前奏曲とシャコンヌ 他
■内容／フランス帰りの 3 人による第 2 回公演。
クラシック音楽で春を楽しみませんか？
■主催／「大倉山で気軽にクラシック！」実行委員会
■お問合せ／Mail:bgata.contact@gmail.com(西村)

5 月 21 日（火）
ピアノリサイタル ロマン派の夕べ
■開演／１８時３０分（開場／１８時１０分）
■入場料／2,000 円
■出演者／増子ひろみ
■曲目／別れの曲、革命のエチュード、幻想即興曲
他ブラームス、シューベルト、日本の歌 その他
■内容／ショパンの名曲を中心とする親しみやすい
クラッシックコンサートとなっております。
■主催／増子ひろみ
■お問合せ／Tel:080-1230-7672
Mail:m.d.h.chopin@tbz.t-com.ne.jp

5 月 25 日（土）
「名曲を吹く」ジャズコンサート
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売り券:3,000 円 当日券:3,500 円
■出演者／島裕介（トランペット）丈青（ピアノ）
■曲目／My Favorite Things(CM「そうだ京都いこう」
島裕介参加曲)、他、ジャズ・映画音楽
■内容／有名 CM 音楽や全国世界で活躍のトランぺッターの
好評 CD 作品「名曲を吹く」4 部作から
■主催／ミュージックオフィスシマ
■お問合せ／Tel:090-9318-0535
Mail:officeshima0212@gmail.com

5 月 28 日（火）～６月３日（月）
第 12 回 至水会展
■展示時間／１０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／水彩画
東京・横浜を中心に描いた水彩画約 80 点を展示します。
■主催／至水会 森本忠男
■お問合せ／Tel:090-8559-9309
Tel＆Fax:03-3719-7153
Mail:morichu@m00.itscom.net

自主事業のお知らせ

第 1 集会室 5 月２5 日（土）
プリザーブドフラワー教室
ブーケ・ド・マリエ
～新緑の木漏れ日の中で～
■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／4 月 15 日(月)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。

共催事業のお知らせ
ギャラリー

2019 年 5 月 8 日（水）～5 月 12 日（日）
《Green Vibration 作品展 2019》
■展示時間／１１時００分～２０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／この作品展は、１人１人の心のメッセージです。
心に種をまきましょう。
■主催/Green Vibration 作品展
■お問合わせ/Tel&Fax：045-481-0311（稲見）
Mail：gv91@orange.plala.or.jp

5 月 5 日（日・祝）
第３５回 大倉山こどもフェスティバル
■会場／ホール、各集会室、ロビー、玄関前、ギャラリー
■時間／１０時００分～１５時３０分
■参加費／１００円 ※一部無料プログラムあり
■内容／コンサート､お花のプチバスケット、おもしろ科学教室
スーパーボールすくい、こどもフラダンス、木工教室､
バルーン、
「絵本読み聞かせ横浜祭り 2019 こどもの日♪
演舞会」布おもちゃで遊びましょう、お茶席、
喫茶コーナー等

