☆休館日のお知らせ☆

自主事業のお知らせ

ホール
１０月２０日（日）
港北区民交響楽団「室内楽コンサート Vol.1４」
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■場所／ホール
■入場料／無料（先着順）
■定員／80 名
■内容／港北区民交響楽団による室内楽コンサートです。
デュオから八重奏曲まで、弦楽、木管、金管それぞれの
アンサンブルなどバラエティにとんだ内容をお楽しみ
ください。
■プログラム／ベートーヴェン：チェロソナタ第１番より、
モーツァルト：セレナード第 11 番、
フォーレ：夢のあとに など
■主催／横浜市大倉山記念館、港北区民交響楽団
■お問合せ／ 大倉山記念館 Tel:045-544-1881

第６集会室
10 月 5 日（土）

今昔建築サロン

2019 年 10 月
休館日は以下の通りです。

10 月 21 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。

建築編

■時間／１１時００分～１２時３０分

■場所／第６集会室
■参加費／300 円 ※お支払いは当日となります。
■内容／なぜ大倉山記念館はドラマなどの撮影場所として
選ばれるのか。過去の撮影スポットをご案内しながら、
建築様式や意匠等、その魅力に迫ります。
■定員／20 名 ※定員になり次第受付を終了します。
■案内人／林 宏美 （公財）大倉精神文化研究所 研究員
■主催／横浜市大倉山記念館
■共催／公益財団法人 大倉精神文化研究所
■お申込み／9 月 1 日（日）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。

告

第 1 集会室
1１月３０日（土）
フラワーアレンジメント教室

知
Joyeux

Noël

■時間／
午前の部 ：10 時 00 分～12 時 00 分
～グリーンのリースアレンジ～
午後の部：13 時 30 分～15 時 30 分
～クリスマスの香りを束ねて、スワッグアレンジ～
■参加費／3,500 円
■対象／大人
■定員／各回 12 名
■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／10 月 15 日（火）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
※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】

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

2019.
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イベントスケジュール
＜TOPICS＞
10 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 9 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 10 月催し物情報

ホール

10 月 1 日（火）
Charites～カリテス三美神～
恋の喜び、輝き、華やぎを歌と踊りにのせて
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：2,000 円
■曲目／オペラ「ジャンニ・スキッキ」より “私のお父さん”、
オペレッタ「コウモリ」“公爵様、貴方のようなお方は”他
■内容／3 人のソプラノがオペラやオペレッタの歌にのせて、
恋する女性の喜びをお届けします。
■出演者／瀬尾 秋帆、藤岡 千枝、矢口 真由美、石野 真穂
■主催／カリテスオペラ
■お問合せ／Tel：090-8085-5927

10 月５日（土）
Rencontré á Paris Vol.3
～2 本のクラリネットとピアノによるコンサート～
■開演／１６時００分（開場／１５時３０分）
■入場料／前売り券・当日券：2,500 円
■曲目／マンガーニ:演奏会用小品
コハーン:ファイドマン風演奏会用小品
■内容／クラリネット２本とピアノによるあたたかなハーモニーを
お楽しみください。
■出演者／松﨑 智代・木村 麻衣子・倉地恵子
■主催／松﨑 智代
■お問合せ／Tel:070-7482-1858 Mail:mari1858@triton.ocn.ne.jp

10 月 8 日（火）
横浜音祭り 2019 横浜１８区コンサート〈満員御礼〉
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／2,500 円（当日券無し）
■内容／横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞した山根一仁が
バッハとイザイを無伴奏で。
■出演者／山根 一仁（ヴァイオリン）
■主催／横浜アーツフェスティバル実行委員会
■お問合せ／Tel：045-663-1365 Fax:045-663-1928
Mail:info@yokooto.jp

10 月 14 日（月・祝）
ウクレレで奏でる秋のクラシック演奏会
■開演／１０時００分（開場／９時４５分）
■入場料／無料
■曲目／パッヘルベル・カノン/ベートーベン・田園/シチリアーナ 他
■内容／横浜は桜木町にありますウクレレ教室のクラッシック
演奏会です。アンサンブルと独奏をお楽しみください。
■出演者／Breeze and Tone Yokohama ukulele school
代表・講師/森山潤一 クラッシッククラスの生徒の皆さん
■主催／Breeze and Tone Yokohama ukulele school
■お問合せ／Tel：045-309-6621 Fax:045-309-6622
Mail:go.jackeroo@gmail.com

10 月 24 日（木）
A STORY OF JAZZ in 横浜 Horace Silver
■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。
１０月２４日は、ファンキージャズの顔役、
ホレス・シルヴァーを取り上げます。
■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・問い合わせ／Tel:03-6427-9156
Mail:team.can-on@miya-music.com

10 月２7 日（日）
第６回 カロランアカデミー ハープコンサート
■開演／１５時００分（開場／１４時３０分）
■入場料／無料、予約不要
■内容／小さな金属弦アイリッシュハープの発表会。妖精の鐘に
たとえられた可愛らしい音色を聴きにきてください。
■曲目／アイルランド、スコットランドの親しみやすい伝統音楽
■出演者／講師寺本圭佑および門下生約 15 名
■主催／カロランアカデミー事務局
■お問合せ／Tel: 070-5656-2993 Mail: queenmaryharp@gmail.com

集会室

第 3 集会室
10 月５日（土）
Love Perfume(ラブパフューム)商品展示会
2019 in 横浜
■展示時間／１０時００分～１７時００分
■入場料／無料
■内容／今人気のヘンプ布使用！体をしめつけないランジェリー
スワロフスキ―アクセサリーの展示会。来場歓迎です！
■主催／Love Perfume(ラブパフューム) 担当：井上
■お問合せ／Mail:info@loveperfume-shop.com

第６集会室
10 月 20 日（日）
第２回 絵本読み聞かせ♡秋の女神祭 2019
テーマ：秋♡お気に召すまま☆命短し恋せよ乙女
※秋&恋愛&森（自然）&音楽関連等中心に選書
■開演／１３時４０分（開場１３時３０分）
■入場料／無料
■内容／子供から大人まで楽しめるプログラム♪
絵本読み聞かせ温かく優しい言葉、慈愛空間♪
■出演者／絵本読み聞かせ横浜祭実行委員会
■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
ギャラリー

10 月２日（水）～10 月 6 日（日）
秋麗会 花のちぎり絵展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日／１３時００分から、最終日／１６時３０分まで）
■入場料／無料
■内容／手染めした和紙をちぎってのりで貼ってそれぞれの草花を
色紙にはって完成させます。90 名の生徒さんが作品を展示
■主催／大谷 秋子
■お問合せ／Tel&Fax:045-433-2785

10 月１５日（火）～10 月２０日（日）
新美会絵画展
■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／港北区新田地区センターで絵を楽しんでいる仲間の定期
発表会で、6 号から 100 号の絵（水彩・油彩）を約 70 点
展示します。
■主催／新美会（竹ノ下 栄勝）
■お問合せ／Tel&Fax:045-591-6250
Mail:bggn836@yahoo.co.jp

10 月 23 日（水）～10 月 28 日（月）
京都アートサロン 日本画・絵画教室展覧会
■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／中井智子が主宰する日本画・絵画教室の発表会です。
日本画や水彩画など個性豊かな作品達をお楽しみ下さい。
■主催／中井智子
■お問合せ／Mail:iwaenogu@gmail.com
自主事業のお知らせ

ホール
10 月 13 日（日）
横浜音祭り 2019 共催
タゴールの歌と舞
～ベンガル語の響きとインドの旋律～
■開演／１回目：11 時 00 分～（開場：10 時 30 分）
２回目:15 時 00 分～（開場：14 時 30 分）
■内容：アノンドラ（喜びの流れが世界に～）
ジョヨトボ（大いなる詩人を讃える）等
■参加費／無料
■定員／各回 80 名 ＊定員になり次第受付を終了します。
■出演者／
奥田 由香（タゴールソング）
、シュクリシュナ 石井（タゴールダンス）
久本 政則（タブラ）
、国分 あきこ（シタール）
■主催／横浜市大倉山記念館
■共催／横浜アーツフェスティバル実行委員会（公財）大倉精神文化研究所
■お申込み／大倉山記念館窓口、またはお電話（045-544-1881）にて
受付しております。

