4 月２１日（火）～4 月２６日（日）
いつまでもどこまでも 手作り大好き展 Vol.1
■展示時間／１０時００分～２１時００分
（初日１５時００分から、最終日１７時００分まで）
■入場料／無料
■内容／ひょうたんアートと手作り作品展(毎日様々なワークショップが
あります。4/25(土)14 時〜無料ギター生演奏があります)
■主催／前川 あきこ
■お問合せ／Tel:090-1775-3534 Mail:cocokara174@yahoo.ne.jp

4 月２8 日（火）～5 月 4 日（月・祝）
七夕の国 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 6 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・手芸等をお楽しみ下さい。
■主催／七夕の国
■お問合せ／Mail:sb7h-nizk@asahi-net.or.jp

☆休館日のお知らせ☆
2020 年 4 月
休館日は以下の通りです。

4 月６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。

自主事業のお知らせ

ホール
４月 8 日（水）
春の花音コンサート ～桜に寄せて～
■時間／開演 18 時 30 分（開場 18 時 00 分）
■定員／80 名（全席自由・事前予約制）
■入場料／1,500 円 ※当日のご精算となります。
■出演／但馬 有紀美（ヴァイオリン）松本 日向子（ピアノ）
■プログラム／さくら/森山 直太朗、川の流れのように/見岳 章
映画音楽メドレー/ムーンリバー、私のお気に入り、マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン
ヴァイオリン・ソナタ 第 5 番 へ長調 作品 24
《春》第 1 楽章/ベートーヴェン
スペイン舞曲 第 1 番/ファリャ＝クライスラー編 ほか
■内容／「高嶋 ちさ子 12 人のヴァイオリニスト」のメンバーの 1 人の但馬
有紀美とアンサンブルピアニスト松本日向子が花や季節にちなんだ
様々なジャンルの名曲をお届けします。
■Keyflowers／桜 ※詳細はホームページをご覧下さい。
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／２月 1５日（土）10 時より大倉山記念館窓口またはお電話
にて予約受付致します。Tel:045-544-1881
※定員になり次第締め切りとなります。

第 1 集会室
4 月２5 日（土）
プリザーブドフラワー教室
Jardin Rose（ジャルダンローズ）
～バラの庭で花を摘んで～
■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／3,000 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。
■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 15 日(日)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。

2020.
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
■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
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イベントスケジュール
＜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：２０２０年 3 月
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日比谷花壇・西田装美共同事業体

横浜市大倉山記念館

2020 年 4 月催し物情報

ホール

アンサンブル藝弦～室内楽の愉しみ Vol.7～
スタニスラフ・ボグ二アを招いて

■開演／１８時３０分（開場／１８時１５分）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■曲目／モーツァルト/ピアノ協奏曲 20 番 二短調 K.466 他
■内容／チェコの明哲なピアニスト、ボグ二ア氏を招いての室内楽シリーズ
第 1 弾はウィーン特集！
■開演／１９時３０分（開場／１９時００分）
■出演者／スタニスラフ・ボグ二ア、竹萬 佳子、鈴木 葉子、山﨑 愛、
■入場料／前売り券・当日券（当日券は空席がある場合のみ）
：１,000 円
安喰 千尋、小又 史恵
※観覧ご希望の方は、
メールまたは出演者本人に直接ご連絡願います。
■主催／アンサンブル藝弦
■曲目／主にピアノ弾き語りによるコンサート
■お問合せ／Tel:050-5328-8318 Mail:geigen.info@gmail.com
■内容／初の単独公演を地元・大倉山で開催する事になり、大変光栄です。
一生懸命頑張ります。
4 月 26 日（日）
■出演者／大塚 真護
■主催／大塚 真護コンサート事務局
ヴァイオリン・ピアノ発表会
■お問合せ／Mail:shingo.ohtsuka.concert20200402@gmail.com
■開演／１３時３０分（開場／１３時００分）
■入場料／無料
4 月 4 日（土）
■曲目／ヴァイオリンソロ、ピアノソロ、弦楽四重奏、弦楽合奏など
■内容／子供から大人まで、一生懸命演奏します。是非聴きにいらして下さい！
李政美 with 竹田裕美子 ライブ Vol.5 in 大倉山記念館
■出演者／角津 江美 他
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■主催／角津 江美
■入場料／前売り券：3,000 円 当日券：3,500 円
■お問合せ／Tel:090-1051-8717 Mail:tsuno0110@yahoo.co.jp
■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
4 月 26 日（日）
百本以上のライブを展開する「李政美」の公演。
アンサンブル藝弦～室内楽の愉しみ Vol.8～
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
スタニスラフ・ボグ二アを招いて
ライブ。
■開演／１８時３０分（開場／１８時１５分）
■主催／小野田 忠茂（芸人三昧）
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■お問合せ／Tel＆Fax:045-568-5947 Mail:enbu@kf.netyou.jp
■曲目／ブラームス/ピアノ四重奏曲第 1 番 Op.25、ヴィオラソナタ第 2 番 他
■内容／ボグ二ア氏との室内楽シリーズ第 2 弾はブラームス。
4 月 5 日（日）
若き日の情熱と晩年の魅力。
■出演者／スタニスラフ・ボグ二ア、山﨑 愛、鈴木 葉子、安喰 千尋
織りなすラテン
■主催／アンサンブル藝弦
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■お問合せ／Tel:050-5328-8318 Mail:geigen.info@gmail.com
■入場料／前売り券：2,500 円 当日券：3,000 円
■曲目／黄金の心/星の涙/セレッソ・ロッサ 他
4 月 30 日（木）
■内容／ラテンフォルクローレの楽器を使用したラテンの曲を中心とした
コンサート。
春のジャズ&シャンソンコンサート
■出演者／峰岸 桂子（アルパ）ルイス・サルトール（チャランゴ 他）
■開演／１４時３０分（開場／１４時１０分）
福島 久雄（ギター）他
■入場料／無料
■主催／アルパ教室「コリーナ」
■曲目／LOVE MISTY、セ・シボン バラ色の人生
■お問合せ／Tel:090-2525-4143 Mail:arpacolina@gmail.com
■内容／ジャズやシャンソンの名曲を歌う
■出演者／トキワの門下生達
4 月 18 日（土）
■主催／常盤 正徳
■お問合せ／Tel:090-4676-5963 Mail:tokiwa69@icloud.com
「こころのうた演奏会 Vol.14」with Akiko Nakashima
■開演／１３時００分（開場／１２時３０分）
集会室
■入場料／《大人》前売り券：2,500 円/ 当日券：3,000 円
《高校生以下》前売り券：1,000 円/当日券：1,500 円
第３集会室 4 月 2 日（木）から
《未就学児》無料
■内容／シンガーソングライター中嶋晃子の弾き語りソロライヴとそのレッスン 大倉山フランス語講座 春期開講
■開講時間／１３時３０分
生による演奏会。
■授業日／月２回または３回 午前／午後
皆さんとひとつの心で喜びを分かちあうことができたら幸いです。
■料金／入会金なし、見学（１回）無料
■出演者／中嶋 晃子（Vo.&Piano、Merlin）/KINUKA(Vo.)/KYOKO(Vo.)
■内容／上級・中級：ネイティブ講師
フェアリーコーラス/mariko(Vo.)/Kazu(Vo.&Tp)/minao(Vo.&Ukulele)etc…
時事フランス語：日本人講師
■主催／Miracle Voice School(中嶋 晃子)
■主催／横浜日仏友好会
■お問合せ／Tel:090-8224-2360 Mail:miraclevoiceschool@gmail.com
■お問合せ／Mail:aafjyokohama01@gmail.com
HP：https://aafj-yokohama.jimdofree.com
4 月 22 日（水）

4 月２日（木）
大塚 真護コンサート２０２０ 始まりの場所
～This is my hometown～

第 9 集会室 4 月 11 日（土）

フラワーアレンジ教室

■開演／１３時３０分～１５時００分
■入場料／3,800 円
■内容／春爛漫、暮らしの中に彩りを添えてみませんか。花合わせのポイントを
押さえテクニックを身につけましょう。
■主催／花栞（赤羽 三枝）
■お問合せ／Tel:090-5998-2391 Mail:hanashiori_flower@yahoo.co.jp

第３集会室 4 月２２日（水）
作ろう！学ぼう！塩こうじ教室♪
■開演／１０時３０分～１１時３０分
■参加費／1,600 円（材料費込み）
■内容／塩こうじを仕込んでお持ち帰り頂けます♪（およそ 10 日後に発酵が
完成します）手作りの安心安全な塩こうじで菌活しませんか♪
メールアドレスにご予約ください♪
事前ご予約、当日お支払いとなります。
■主催／Mina(管理栄養士/アンチエイジングフードマイスター)
■お問合せ／Mail:yoyaku.jibunjikan@gmail.com

第３集会室 4 月 29 日（水・祝）
作ろう！学ぼう！塩こうじ教室♪
■開演／１３時３０分～１４時３０分/１５時１５分～１６時１５分
■参加費／1,600 円（材料費込み）
■内容／塩こうじを仕込んでお持ち帰り頂けます♪（およそ 10 日後に発酵が
完成します）手作りの安心安全な塩こうじで菌活しませんか♪
メールアドレスにご予約ください♪
事前ご予約、当日お支払いとなります。
■主催／Mina(管理栄養士/アンチエイジングフードマイスター)
■お問合せ／Mail:yoyaku.jibunjikan@gmail.com

ギャラリー
4 月１日（水）～4 月５日（日）
グラスファミリー 22th
■展示時間／１０時００分～１７時００分 ※４月３日（金）２０時００分まで
（初日１０時００分から、最終日１６時００分まで）
■入場料／無料
■内容／ステンドグラス展示会 パネル・ランプ等の他、参加者約７０名による
共同制作のランプオブジェ“Spring has come”
■主催／浜田 久美子（ライツラボ 内）
■お問合せ／Tel:045-479-3340 Fax:045-479-2257
Mail:ku-hamada@lightslabo.com

4 月１4 日（火）～4 月２0 日（月）
第 18 回 21 世紀も輝こう展
■展示時間／１０時００分～１７時００分
（初日１２時３０分から、最終日１５時３０分まで）
■入場料／無料
■内容／年金者の趣味・芸術の年に一度の作品展。油彩、水彩、書、写真、
手芸、絵手紙、詩など。60、70、80 代の力作ぞろいです。
■主催／全日本年金者組合港北支部
■お問合せ／Tel：090-8892-4375 Fax：045-543-0966
Mail:toshinaga@d07.itscom.net

