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July2015

ホール

リハーサル室

HALL
第５回チャリティー斉藤たつやカラオケ＆歌謡ショー

（金）

9:15 開場

9:30 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】カラオケ＆歌謡ショー／出演：斉藤たつや

高木尚子ピアノ教室

（土）

14:15 開場

14:30 開演

【入場料】無料【内

ピアノ発表会

容】ピアノ発表会

ウインドアンサンブル中山

第 20 回記念青春家族歌謡祭
10:15 開演

【入場料】1,500 円【内

全席自由

容】歌謡祭／ゲスト：川野夏美､まつざき幸介､KEN-1､舞扇毬菊

ヴィヴァカントクラブ PAPASON コンサート

（木）

18:00 開場

18:30 開演

全席自由

【入場料】一般 3,000 円／前売中学生以下 1,000 円／当日券 3,000 円【内

容】声楽コンサート

ワン･コインコンサート Vol.7 〜モダンジャズライブ〜

13:30 開場
（金）
【出

14:00 開演

全席自由【入場料】500 円（当日現金支払い）

演】深水 洋 (Drs)､坂本 千恵 (Pf)､高橋 里美 (A.sax)､山田 ひろし (Bass)

【お問い合わせ先】
青春家族（高村）
TEL：080-5539-0988
【お問い合わせ先】
ヴィヴァカントクラブ（尾原）
TEL：045-945-1608
【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

オペラシアターこんにゃく座公演｢ロはロボットのロ｣

【お問い合わせ先】
NPO 法人ぷかぷか（髙崎）
13:30 開場 14:00 開演 全席指定 チケット販売中
TEL：045-453-8511
【入場料】大人 3,000 円（寄付金付きは 4,000 円）／中高生 2,000 円／小学生以下無料招待（要整理券） E-mail：pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

（日）

共催

オリーブの会

（火）

12:30 開場

13:00 開場

13:30 開演

【入場料】1,000 円【内

全席自由

※未就学児入場不可

容】三味線ライブ／出演：浅野 祥

SUMMER NIGHT JAZZ CHORUS
18:30 開場

19:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】ジャズコーラス＆女声３部／出演：石黒 直子＆Swing Bird

つくしの会

ピアノ発表会

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

（月）

17:30 開場

18:00 開演

伊藤智子バレエスタジオ第１回発表会

（金）

17:00 開場

17:30 開演

【入場料】無料【内

ギャラリー

全席自由

容】クラシックバレエ発表会

【お問い合わせ先】
オリーブの会（髙井）
TEL：090-9310-2993
【お問い合わせ先】
横浜北部読売会（吉江）
TEL：090-6524-4619
FAX：045-981-0140
【お問い合わせ先】
Swing Bird（斉藤）
TEL：045-983-1429
【お問い合わせ先】
つくしの会（太仲）
TEL：045-904-9029
【お問い合わせ先】
伊藤智子バレエスタジオ（伊藤）
E-mail：info@ito-t-balletstudio.com
Web：http://www.ito-t-balletstudio.com

GALLERY

藤間 久子

~ 20（月）【入場料】無料

写真展「フィリピン旅行記」

10:30 〜 17:00（金曜･土曜は 18:30 まで､最終日は 16:00 まで）

【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Attention

！ ⇐ このマークのついた催し物のチケットはみどりアートパークでお取扱いしております。

色のついた枠の催し物はみどりアートパーク主催または共催の催し物です。みどりアートパーク主催･共催、利用者主催に関わらず内容･時間等は変更になる場合がございます。
みどりアートパーク主催･共催の催し物以外のお問い合わせは、各お問い合わせ先までご連絡ください。
※本誌に掲載されている情報は 2015 年 6 月 23 日現在の情報です。

共催
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こんにゃく座「歌のワークショップ」
13:00 〜 15:00

（土）【参加費】大人 1,000 円／中高生 500 円／小学生以下無料【定

今

※7/19（日）のオペラ公演を申込みしている親子が対象です

月 のイチオシ

7/19（日）
13:30 開場
14:00 開演

員】40 名

【お問い合わせ先】
NPO 法人ぷかぷか（髙崎）
TEL：045-453-8511
E-mail：pukapuka@ked.biglobe.ne.jp

「ロはロボットのロ」

オペラシアターこんにゃく座公演

子どもたちにオペラを――｡
1999 年初演､2005 年まで日本全国へと旅公演を続け､インドやタイ､韓国など
海外公演へも出かけたあの伝説のオペラが 10 年ぶりに新演出により蘇ります！
子どもたちへの無料招待券は､地域の大人たちと｢ぷかぷか｣からのプレゼントです。
大人たちとぷかぷかの思いがいっぱい詰まっています｡ひとときの夢の世界を
存分にお楽しみください。

【入場料】大人 3,000 円／中･高生 1,500 円／子ども（小学生以下）無料招待※要整理券
【主 催】子どもたちにオペラを･ゆめ基金【共 催】みどりアートパーク
【協 力】NPO 法人ぷかぷか､オペラシアターこんにゃく座
【チケット取扱い･お問い合わせ】NPO 法人ぷかぷか ℡ 045-453-8511
みどりアートパークでもチケットを販売しております。 ℡045-986-2441
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Information
ギャラリートライアル期間
みどりアートパークのギャラリーをより多くの方に
ご利用いただくため、施設利用料金を通常料金より
３割引してお使いいただけるお得なトライアル期間
を実施いたします。ぜひこの機会にご利用ください。
《入場料なしの場合》
通常 30,100 円 → 21,070 円
《入場料ありの場合》
通常 44,800 円 → 31,360 円
《トライアル利用対象期間》
①８月４日（火）〜10 日（月） ②８月 11 日（火）〜 17 日（月）
③８月 18 日（火）〜 24 日（月）
上記のうち、いずれか一週間。
※施設利用料金のお支払いは申込みが確定した日より８日以内
となります。
（同曜日）
※附帯設備利用料金は通常料金です。ご利用最終日にお支払い
いただきます。
《申込方法》
所定の申込用紙を記入の上、郵送･FAX また
は直接来館しご提出ください。（申込用紙の到着順で受付いたします）
※申込用紙はみどりアートパーク Web サイトに掲載しております。
《申込期限》
5 月 11 日（月）より申込受付中。
先着順の受付。定員になり次第締め切り。

避難訓練コンサート 2015
防災意識を啓発するためのイベント｢避難訓練コンサート｣
を今年も開催いたします。横浜市消防音楽隊のコンサート
中に大地震が発生した想定のもと、避難訓練を行います。
《日 時》９月 27 日（日）13:30 開場 14:00 開演
《入場料》無料 《会 場》みどりアートパーク 1F ホール
《出 演》横浜市消防音楽隊 《定 員》先着 150 名様
《申込方法》
往復はがき･FAX･メールに下記必要事項を明記の上、お申込み
ください。定員に達し次第締め切らせていただきます。
①代表者氏名 ②年齢 ③住所 ④日中連絡のとれる電話番号
⑤当日の参加人数（一申込につき４名まで）
※受付が完了された方には後日ご案内を差し上げます。
《申込受付開始日》
７月 12 日（日）午前９時より受付開始。
それ以前にお申込みいただいても無効となりますのでご注意く
ださい。

長津田ふれあいサマーフェスタ 2015
昨年も開催したバスターミナルのサマーフェスタ。
地域の皆さまと長津田商店街の交流を深める夏祭りです。
《日 時》７月 20 日（月･祝）13:00 〜 15:00 ※雨天決行
《入場料》無料
《会 場》長津田駅北口バスターミナル特設会場
《出 演》石田太志／フットバック世界チャンピオン
ふじいみのり／みどりアートパーク登録アーティスト
先着 100 名様限定で竹笛をつくるワークショップも同時開催！

August2015

さきどりスケジュール

吉田ふみ子カラオケ教室

カラオケ発表会

【時 間】9:30 開場／ 10:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
（土）【お問い合わせ先】吉田ふみ子カラオケ教室（吉田）TEL･FAX：045-472-5264

4
（火）

緑音葉研究会

オペラ公演「ロミオとジュリエット」

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】3,000 円
【お問い合わせ先】緑音葉研究会（堀内）TEL：080-5478-8156

8
（土）

！
主催

10

おしゃべりラテン･ナイト

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定 未就学児入場不可【会 場】1F ホール
【入場料】一般 2,500 円／高校生以下 500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,500 円
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

木部真澄ピアノ教室

チケット販売中

ピアノ発表会

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
（月）【お問い合わせ先】木部真澄ピアノ教室（木部）TEL：045-981-2589
主催

19

プロが教える “声優” のしごと

20

新宿ともしび･横浜友の会「歌声喫茶ともしび in 長津田 みどりアートパーク」

やってみよう！声優疑似体験！

【時 間】10:00 〜 14:00【会 場】1F ホール【参加費】無料【定 員】15 名
（水）【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

！

7/2 申込開始

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】2,000 円
（木）【お問い合わせ先】ともしび事務センター（先崎･桜田）TEL：03-6907-3801（月〜金 10:00 〜 18:00 ／土 10:00 〜 17:00）FAX：03-6907-3812

22

ピアノコンサート

【時 間】11:30 開場／ 11:45 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
（土）【お問い合わせ先】長津田音楽教室 TANAgiato TEL：045-981-9345
主催

中高生のための夏休み演劇ワークショップ｢ようこそ､えんげきワンダーランド 夏｣
25（火）【時
間】各日 10:00~13:00､14:00~17:00【会 場】1F ホール【参加費】ワークショップ１コマ 100 円（全８コマ）
28（金）【対 象】中学生･高校生【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
7/12 申込開始

29

チェレステ音楽院

Celestissimo Vol.10（オペラアリア･重唱･合唱）

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
（土）【お問い合わせ先】チェレステ音楽院（白石）TEL：070-6645-4362 E-mail：hassei.ryoku@gmail.com

29

第８回「建築家セミナー」（４名の建築家によるさまざまな住宅セミナー）

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F 会議室 B 【入場料】無料
（土）【お問い合わせ先】ジェイホームズ株式会社（酒井）TEL：045-912-9090 FAX：045-910-1119 E-mail：info@jhomes.jp Web：http://www.j-homes.com

第８回「建築家展」
（建築家による住宅作品展示および相談会）
29（土）【時
間】10:00 〜 18:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
31（月）【お問い合わせ先】ジェイホームズ株式会社（酒井）TEL：045-912-9090 FAX：045-910-1119 E-mail：info@jhomes.jp Web：http://www.j-homes.com

~

（水）

容】ピアノ教室コンサート

浅野 祥チャリティーライブ

（金）

15

ピアノコンサート

13:00 開演

【入場料】無料【内

（水）

主催

第 20 回記念定期演奏会

【お問い合わせ先】
ウインドアンサンブル中山（操神）
TEL：090-4021-5730 FAX：045-962-6993
①10:30 開場 11:00 開演／②13:30 開場 14:00 開演
E-mail：otoiawase-20th@wen.vis.ne.jp
【入場料】無料【内 容】吹奏楽コンサート／ゲスト：山平 憲嗣 ( 二胡 )､市立緑が丘中学校合唱部 ( コーラス ) Web：http://wen.vis.ne.jp/

10:00 開場
（水）

！

【お問い合わせ先】
高木尚子ピアノ教室（高木）
TEL：045-961-2770

全席自由

（日）

主催

他

【お問い合わせ先】
斉藤たつや事務所 TEL：045-935-1315
斉藤たつやカラオケ友の会（河原）
TEL：090-4534-5679 FAX：045-984-3567

REHEARSAL ROOM

~

3
4
12
15
16
17
19
21
22
24
27
31

みどりアートパーク 催し物スケジュール

30

第８回「建築家セミナー」（４名の建築家によるさまざまな住宅セミナー）

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F 会議室 B 【入場料】無料
（日）【お問い合わせ先】ジェイホームズ株式会社（酒井）TEL：045-912-9090 FAX：045-910-1119 E-mail：info@jhomes.jp Web：http://www.j-homes.com

31

フレンドコンサートの会

フレンドコンサート（ピアノ発表会）

【時 間】16:00 開場／ 16:30 開演 【会 場】1F ホール【入場料】無料
（月）【お問い合わせ先】フレンドコンサートの会（荒井）TEL：080-5076-5516

