告 知
自主事業のお知らせ

第 1 集会室

1１月２６日（土）
フラワーアレンジメント教室（中級編）
ノエル・ドゥ・モンド・アルジャンテ
（白銀に染まる聖夜をイメージして）
〜シャビーシックなツリーアレンジ〜
■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
■参加費／4,000 円
■対象／大人
■定員／各回 10 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（土）10 時より大倉山記念館
窓口、またはお電話（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。

ホール

１１月５日（土）
秋の花音コンサート～魅惑の響き

アランフェス協奏曲～

■開演／開演１４時００分～（開場１３時３０分）
■入場料／2,500 円（要事前予約、全席自由）
■出演／高木洋子（ピアノ）
、佐々木巌（クラシックギター）
■プログラム／アランフェス協奏曲 全楽章（J.ロドリーゴ）、
禁じられた遊び（A.ルビーラ）、歌と踊り（A.ルイス・ピポー）、
苦悩のワルツ、道化人形（ヴィラ＝ロボス）、天使のミロンガ、
大草原の夕暮れ（A.ピアソラ）
ほか
＊曲目等は都合により変更となる場合もございます。
予めご了承ください。
■Keyflowers／薔薇（ご来場の記念に一輪プレゼント！）
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／9 月 15 日（木）10 時より大倉山記念館窓口、
またはお電話（045-544-1881）にて予約受付致します。
※詳細はホームページをご覧下さい。
※定員になり次第締め切りとなります。
※お支払いは当日となります。

★☆寄り道コンサート☆★
第 6 集会室

第 1 集会室

1１月２７日（日）
フラワーアレンジメント教室（初級編）
ブリリアント・ド・ノエル
〜聖夜に煌めくハーフリースアレンジ〜
■時間／10 時 00 分～11 時 30 分
■参加費／3,000 円
■対象／大人
■定員／10 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（土）10 時より大倉山記念館
窓口、またはお電話（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。

１０月２日（日）
ワグネル・ソサィエティー・オーケストラ
弦楽四重奏団・木管五重奏団
（入場無料・予約不要）
■開演／１３時００分～１７時００分（予定）
※詳細はホームページをご覧下さい。
※慶應義塾大学公認学生団体です。
■曲目／ 当日のお楽しみ♪
■主催／横浜市大倉山記念館

☆休館日のお知らせ☆
令和 4 年 10 月
休館日は以下の通りです。

１０月１７日
※第 2 月曜日が祝日のため、
（月）第 3 月曜日が休館日になります。
※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。

開館時間

9：00～22：00

【利用申込受付時間

9：00～21：00】
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告 知
ホール

１０月２３日（日）
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 開演１１時００分（開場１０時３０分）
２回目 開演１５時００分（開場１４時３０分）
■入場料／無料（要事前予約、全席自由）
■出演／奥田由香（タゴールソング）
（東京外語大学講師、聖心女子大学グローバル共生研究所講師）
、

シュクリシュナ石井（タゴールダンス）
、
久本政則（タブラ）
■主催／横浜市大倉山記念館
■お申込み／8 月 23 日（火）10 時より大倉山記念館窓口、
またはお電話（045-544-1881）にて予約受付致します。
※詳細はホームページをご覧下さい。
※定員になり次第締め切りとなります。

ギャラリー

１０月１２日（水）～１０月１6 日（日）
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
（最終日１７時００分まで）
■入場料／無料
■内容／日本画家中井智子が主宰する教室の発表展覧会です。
美しい色彩で表現された日本画・水彩画…個性あふれる世界
をお楽しみ下さい。
■お問合せ／中井智子
Mail:iwaenogu@gmail.com

１０月２日（日）
元井美智子 自作自演コンサート２０２２ ≪２≫
■開演／１８時４５分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売券・当日券 2,000 円
■曲目／小さい秋みつけた、操、里の秋、うさぎ、産まれ出づる
■内容／元井美智子によるオリジナル曲（唱歌などの編曲を含む）の
箏コンサート。
■出演者／元井美智子（箏）
■お問合せ／エム ミュージック
Tel: 080-5333-2738
Mail:mck_motoi@yahoo.co.jp

ホール

１０月９日（日）
第 9 回「カロランアカデミー コンサート」
（アイリッシュ・ハープ横浜教室発表会）
■開演／１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／無料
■内容／小さな金属弦ハープでアイルランドの親しみやすい
伝統音楽を中心にお届けします。
■出演者／講師 寺本圭佑および門下生 約 10 名
■お問合せ／寺本圭佑
Tel:070-5656-2993
Mail:queenmaryharp@gmail.com

ホール

１０月 14 日（金）
Folias Ⅱ アイリッシュハープ、ギター デュオ
コンサート
■開演／１８時３０分（開場／１８時００分）
■入場料／前売券 3,000 円、当日券 3,500 円
■内容／フォリアやカナリーを中心に欧州のラテン文化圏と日本を
つなぐプログラム。
■出演者／山口亮志（クラシックギター）
、
寺本圭佑（金属弦アイリッシュ・ハープ）
■お問合せ／寺本圭佑
Tel:070-5656-2993
Mail:queenmaryharp@gmail.com

ホール

１０月１５日（土）
ヨコハマ Twilight ～ Juvichan 傑作選
■開演／１４時００分（開場／１３時３０分）
■入場料／前売券 4,000 円、当日券 4,500 円、
小学生から大学生 前売券 2,500 円、当日券 3,000 円、
未就学児無料 ※3 歳未満のお子様はご遠慮願います。
■曲目／Juvichan：おさがりのセーラー服・鉄橋と彩雲と、ぼく。
グリエール：タランテラ 他
■内容／京響コントラバス奏者の Juvichan のオリジナル曲・クラシッ
ク曲を、京響の仲間と演奏します。
■出演者／Ko-Yo-Ju（Juvichan・中山航介・金本洋子）
■お問合せ／株式会社 宮部企画
Tel:075-432-7313
Mail: miyabec@nifty.com

ホール

１０月２４日（月）～ 10 月 27 日（木）
音楽劇「Heart of Stone」
■開演／ 24 日（月）
《夜》１９時００分（開場／１８時３０分）
25 日（火）
《昼》１５時００分（開場／１４時３０分）
《夜》１９時００分（開場／１８時３０分）
26 日（水）
《昼》１５時００分（開場／１４時３０分）
《夜》１９時００分（開場／１８時３０分）
27 日（木）
《昼》１５時００分（開場／１４時３０分）
《夜》１９時００分（開場／１８時３０分）
■入場料／前売券 3,000 円、当日券 未定
■演目／音楽劇
■内容／秋公演のテーマは吸血鬼。DANCETERIA-ANNEX ならではの、
浪漫ハロウィンをお楽しみください！
■出演者／GOH IRIS WATANABE、山本雅也 他
■お問合せ／DANCETERIA-ANNEX
Tel:090-3579-6801
Mail: hug0001@mac.com

