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may2015 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール

ギャラリー

HALL
加藤･飯塚音楽教室 ピアノ発表会

2
3
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（土） 【入場料】無料

13:30 開場／ 14:00 開演

なかの美智江カラオケ教室
10:00 開場／ 10:30 開演

（日） 【入場料】無料

チャリティーフェスティバル

Colors of Tomihiro Hoshino- 詩画の彩りを音楽と共に -

（月） 【入場料】前売 1,500 円

14:00 開場／ 14:30 開演

当日 2,000 円 全席自由

ピティナ ピアノステップ長津田地区

【お問い合わせ先】
TEL 090-8874-1052（なかの）

【お問い合わせ先】
《主催》富弘美術館を囲む会
TEL：044-833-2552（平日 9:00 〜 17:00）
Web：http://www.tomihiro.net/concert

10:00 開場／ 10:20 開演

【お問い合わせ先】
TEL：045-935-4580（松永）

第 47 回 Weekend Concert in 田園都市
イタリアバロックの旅〜テノールとともに〜
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 未就学児入場不可

【お問い合わせ先】
TEL：044-571-5747
Email：nsie468.14@gmail.com（下山）

（水） 【入場料】無料
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【お問い合わせ先】
TEL 045-350-5650（飯塚）

（日）
【入場料】前売：ペア 7,000 円

一般 3,800 円 大学生以下 1,000 円 中学生以下 500 円

ワン･コインコンサート Vol.6 〜クラシックギターのしらべ〜

（火）
【入場料】500 円（当日現金支払い）【出
13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由

演】井桁 典子 他

緑区三曲協会 第 46 回 春の演奏会

（日）
【入場料】無料

10:00 開場／ 10:30 開演

【お問い合わせ先】
TEL 090-5991-5321（菅沼）

赤ちゃんのはじめての音楽会 チリンとドロン Მ

【お問い合わせ先】

《主催》みどりアートパーク
《1.st》10:15 開場／ 10:30 開演★１歳以上のこどもとおとな
（9:00 〜 21:00）
《2.st》12:45 開場／ 13:00 開演★お誕生日前の０歳児とおとな･これからママになる方 TEL 045-986-2441

【入場料】おとな 500 円
（土）

【チケット購入】
みどりアートパーク受付窓口のみ

こども（０歳〜小学３年生まで）100 円

【出 演】チリンとドロン（松本 野々歩、田中 馨）

（電話予約可能）

今月のイチオシ
5/12（火）
13:30 開場
14:00 開演
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Information
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June2015

初夏の香りにさそわれて（歌･フルート･ヴァイオリン･ピアノによるコンサート with アロマ）

【時

ߺߤࠅ᳃ࠕ࠻ዷ
ታⴕᆔຬ㓸ਛ㧋
秋に開催する｢みどり区民アート展｣を
いっしょにつくりあげませんか？

さきどりスケジュール

（土）

間】13:00 開場／ 13:15 開演【会

場】B1F リハーサル室【入場料】前売：一般 1,000 円／小中学生 500 円

【お問い合わせ先】FAX：045-482-7334（鶴田）Email：comodo.music.aroma@gmail.com

7
（日）

第６回みどりアートパーク寄席「春風亭一之輔独演会」 4/22 発売

【時

間】13:30 開場／ 14:00 開演【会

場】1F ホール【主

催】みどりアートパーク

【入場料】一般 2,500 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者 1,500 円

Მ

全席指定 ※未就学児入場不可

ホームソングを歌う「すみれ会」午後の花束Ⅲ
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【時

10

【時

11

【時

13

【時

18

【時

19

【時

26

【時

間】12:10 開場／ 12:30 開演 【会

場】1F ホール【入場料】無料（要整理券）

（水）【お問い合わせ先】TEL：090-8346-8596（白波瀬）Email：singsongk.2416@softbank.ne.jp

ドキュメンタリー映画｢ぷかぷか｣上映会

（木）
【入場料】大人 800 円

【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
TEL 045-986-2441（9:00 〜 21:00）

16

GALLERY

①10:00 〜 13:00 ／②14:00 〜 17:00 ／③18:00 〜 21:00
中･高校生 500 円（予約不要）

壽山忠身トランペットリサイタル Vol.14
18:15 開場／ 18:45 開演

【入場料】3,500 円
（金）

青葉の街･シャンソン会 コンサート Vol.11

（土）
【入場料】無料（要チケット）
13:00 開場／ 13:30 開演

佐藤のりこ門下生声楽発表会

（日）
【入場料】無料

11:45 開場／ 12:00 開演

【お問い合わせ先】
《主催》NPO 法人ぷかぷか
TEL 045-453-8511

【お問い合わせ先】
TEL：080-1301-8371（佐藤）
Email：sopranoritan@ezweb.ne.jp

第２回みどりアートパーク民俗芸能フェスティバル

【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由
【入場料】無料【出 演】鴨居囃子連中･長津田囃子保存会･西八朔はやし保存会 他 TEL 045-986-2441

（日）

Attention
Მ ⇐ 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 4 月 9 日現在の情報です。

間】18:45 開場／ 19:00 開演 【会

場】1F ホール【入場料】3,000 円

緑音葉研究会 オペラ公演「リゴレット」
間】18:00 開場／ 18:30 開演【会

場】1F ホール 【入場料】3,000 円

（木）【お問い合わせ先】TEL：080-5478-8156（堀内）Email：entri.in-buon-punto@ezweb.ne.jp

【お問い合わせ先】
TEL 090-3573-7180（壽山）

【お問い合わせ先】
TEL 045-962-4391（平尾）

緑音葉研究会 オペラ公演「リゴレット」

（水）【お問い合わせ先】TEL：080-5478-8156（堀内）Email：entri.in-buon-punto@ezweb.ne.jp

【内容】アート展の企画･運営
【対象】月１回の実行委員（平日昼間）に参加可能な方。
【申込期限】5 月 15 日（金）まで

ࠡࡖࠍ
↪ߒߡߺ߹ߖࠎ߆㧩
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より３割引でお使いいただける
お得なトライアル期間を開催します！
ぜひこの機会にご利用ください。
【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）

④８月 25 日（火）〜 31 日（月）
上記のうち、いずれか一週間。

【申込期限】5 月 11 日（月）より申込み開始。
定員になり次第締め切り。先着順。

こんにゃく座「みんなで歌のワークショップ」 5/18 申込開始
間】13:30 〜 15:30【会

（土）【参加費】親子で 1,000 円

場】B1F リハーサル室【主

Მ

※７月 19 日（日）のオペラ公演を申込みしている親子が対象です。

ロビーコンサート Vol.8

（木）【出

催】NPO 法人ぷかぷか TEL：045-453-8511

間】13:00 開場／ 13:30 開演【会

場】1F ホワイエ【入場料】無料【主

催】みどりアートパーク

演】未定 ※お客様多数の場合は入場を制限させていただくことがございます。予めご了承ください。

おやこが幸せになる☆ピアチェーレ♪のおはなし音楽会
間】10:00 開場／ 10:30 開演 【会

場】B1F リハーサル室【入場料】おやこで 1,000 円

（金）【お問い合わせ先】TEL：090-8336-2006（佐藤）Email：piacere.musique@gmail.com
おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.5 〜映画音楽特集〜 4/26 発売
間】18:30 開場／ 19:00 開演【会

場】1F ホール【主

催】みどりアートパーク

（金）【入場料】一般 2,500 円／高校生以下 500 円／ 70 歳以上･障がい者 1,500 円
吟道国敞流 歌と舞の集い 2015

27

【時

28

【時

間】10:00 開場／ 10:30 開演【会

場】1F ホール【入場料】無料

（土）【お問い合わせ先】TEL：090-8440-2282（中原）
LILY PICKINʼ PARTY

間】12:00 開場／ 12:30 開演 【会

場】1F ホール【入場料】無料

（日）【お問い合わせ先】TEL：045-932-0249（十鳥） 045-932-9741（杉崎）

Მ

全席指定 ※未就学児入場不可

全席自由

