共催事業のお知らせ

☆休館日のお知らせ☆

ホール
7 月 21 日（日）
第 40 回大倉山ジョイフルコンサート
務川 慧悟ピアノリサイタル
～大人の世界、子供の世界～
■開演／１４時００分（受付開始１３時３０分）
■内容／シューマンとラヴェルによる子供への優しい眼差しに
溢れた、"大人の世界から見た子供の世界"を描いた 2 作品
と、ブラームス、フォーレ、ドビュッシーによる晩年作品
3 作品を通し、子供と大人の２つの世界をお届けします。
ひょっとするとこの２つの世界は共通しているかもしれ
ません。どうぞお楽しみください。
■出演者／務川 慧悟（ピアノ）
■プログラム／シューマン：子供の情景 Op.15
ブラームス：4 つの小品 Op.119
ラヴェル：マ.メール.ロワ
ドビュッシー：前奏曲集 第２集より（務川慧悟 編曲）
■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
5 月 20 日(月)午前 9 時より予約開始
■主催／大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
■お問い合わせ／Tel:080-8424-5108
HP:https://www.ohkurayama-joycon.com

2019 年 7 月
休館日は以下の通りです。

7 月８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。

2019.

ギャラリー
7 月 2６日（金）～７月 2８日（日）
「17 歳の表現」白山高校美術科 2 年 学外展示会
■展示時間／１０時００分～１８時００分
（最終日１５時００分迄）
■入場料／無料
■内容／白山高校美術科２期生（２年生）による初めての校外
美術展です。「１７歳の表現」
“積み上げてきたもの”
というテーマの通り高校２年生の今にしかできない
世界を表現します。
■主催／神奈川県立白山高等学校 美術科
■お問合せ／神奈川県立白山高等学校 美術科
Tel:045-933-2802
■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

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＞
7 月 一般催事情報
記念館からのお知らせ

FAX 045-544-1084

・休館日のお知らせ

季節の情報をお届けいたします。
https://www.facebook.com/okurayama.memorial.hall/
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Website：http://o-kurayama.com
E-mail:info@o-kurayama.com

・自主、共催事業のご案内
発行：２０１９年 6 月
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横浜市大倉山記念館

２０１９年 7 月催し物情報

ホール

7 月３日（水）
ダルシマー・ウインド
～打弦楽器ハンマーダルシマーの世界～
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／無料
■内容／「メアリと魔女の花」で使われた楽器ハンマー・
ダルシマーをその本人の演奏で聴ける！
■出演者／ジョシュア・メシック with ライアン・ノット
ダルシカフェ
■曲目／Over the Rainbow、Wood Land Dance 他
■主催／楽器工房ダルシクラフト
■お問合せ／Tel：045-315-4806
Fax：045-771-8403
Mail:amteca@dulcicraft.com

7 月１３日（土）
ラテンを奏でる
■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
■内容／アルパ、ケーナ、チャランゴ等南米の楽器とボーカル
による南米フォルクローレコンサート
■出演者／峰岸桂子 ルイス・サルトール イリチ・モンテシーノス
■曲目／太陽の乙女たち/素焼きの瓶/星の涙 他
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■お問合せ／Tel：090-2525-4143
Mail:arpacolina@gmail.com

7 月 28 日（日）
音楽友の会「夢コンサート」
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
■入場料／無料
■内容／プロの演奏からキッズ、シニアまでピアノ、チェロ、
フルート、オーボエ、アコーディオン、独唱、合唱
など、日頃の練習の成果を発表します。
■出演者／村田 範子 関 愛 内山 裕子 小林 亮介
■曲目／バラード第 2 番、オーボエ協奏曲 ハ長調 第 1 楽章 他
■主催／音楽友の会、富樫昭治
■お問合せ／Tel：090-8102-7018
Fax：045-592-0381
Mail:ongaku_tomonokai_shozi@ezweb.ne.jp

7 月 30 日（火）
英国組の少しオタクで素敵なイギリスの夜
■開演／１９時１０分（開場／１８時４０分）
■入場料／前売り券：3,000 円 当日券：3,500 円
■内容／英国で共に学んだ二人が自信を持ってオススメしたい
知られざる英国の名曲達をお届けします。
■出演者／松本 裕香（ヴァイオリン）
、松尾 久美（ピアノ）

■曲目／舞い上がるひばり、夏の名残のバラ、エレジー 他
■主催／松本
■お問合せ／Tel：090-8171-7173（留守電）
Fax：0467-23-7148
Mail:info@yukamatsumoto.com

集会室

第 5 集会室
7 月７日（日）
A STORY OF JAZZ Returns Vol.1
「ジャズ創成期からビパップまで」
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■入場料／予約：2,000 円 当日：2,500 円
■内容／フルートソロと楽しいトークのジャズライブです。
7 月 7 日は、ジャズの初期の歴史を楽曲とともに
一挙紹介。
これからジャズを聴きたい方にもおすすめです。
■出演者／Miya(Flute)、寳玉義彦（ナビゲーター）
■主催／チームカノン
■予約・問合せ／Tel:03-6427-9156
Mail:team.can-on@miya-music.com

第１０集会室
7 月２０日（土）
憲法トーク Vol.12 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
■内容／法律漫談家・ミスター梅介と伊藤塾塾長・伊藤真に
よる日本国憲法についての公演の第１２弾。
憲法を深く知りたい方、必見。
■出演者／ミスター梅介（法律漫談家）
伊藤真（伊藤塾・塾長、弁護士）
■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

7 月４日（木）～7 月７日（日）
正華会書展
■展示時間／１１時００分～１７時００分
（初日１１時００分～最終日１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／小学生から成人までの書道作品展です。
墨色の違い・紙・表装等、そして小・中学生の元気
な作品も御覧ください。
■主催／小林書道教室 小林 操
■お問合せ／Tel＆Fax：045-531-5146

7 月９日（火）～7 月１５日（月・祝）
ムジカフリーダム 特別展示会
『柚山博温の貝類コレクション』
・絵画 他
■展示時間／１１時００分～１７時００分
（初日９時００分～最終日１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／世界中の美しい貝のコレクションを展示致します。
普段は演奏活動をしている仲間による展示会です。
演奏もございます 是非お越しください。
■主催／柚山 征三（みどりの会）
■お問合せ／Tel＆Fax：045-931-0551

自主事業のお知らせ

2 階ロビー
７月７日（日）
サークルラウンジ Vol.2 アトリエ K ギターサークル
■時間／１２時００分～１２時４５分
■会場／2 階ロビー内
■入場料／無料
■対象／ラテン・フォルクローレ、タンゴ、フラメンコ等の
ギター演奏に興味ある方
■内容／ラテン・フラメンコの小曲を皆様と楽しみ、あなたも
ギター演奏の楽しさを体験してみませんか
（貸しギター数台あり）
■曲目／ポピュラー・フラメンコギターミニ演奏と体験タイム
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／当日会場に直接お越しください。
■お問合せ／045-544-1881（大倉山記念館）
＊サークルラウンジとは、地域のみなさまの文化活動のご支援の一環として、
大倉山記念館で活動するサークルを 2 階ロビーにてご紹介し、ご利用者の
みなさまの交流や活動の機会のきっかけを作ることを目的としています。

第１集会室
7 月２0 日（土）
紺碧の海へ
～サマーリースアレンジ～
■時間／１０時００分～１１時３０分
※開場は開始時間の３０分前となります。
■参加費／4,000 円
■対象／大人
■定員／１０名
■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／6 月 15 日（土）10 時より大倉山記念館窓口、
お電話（045-544-1881）にて受付致します。
※定員になり次第締め切りになります。
詳細は記念館ＨＰをご確認下さい。

