11
ホール

リハーサル室

HALL
田崎ルミ＆歌仲間チャリティーコンサート

（金）

10:30 開場／ 11:00 開演

【入場料】1,500 円【内

全席自由

容】一般社団法人 ENDALS 支援チャリティー

みどり認知症フォーラム

（土）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

華川祐里奈

（日）

全席自由

未就学児入場不可

容】認知症に関する講演会及びパネルディスカッション

舞踊 45 周年記念祭

9:30 開場／ 10:00 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
YOKOHAMA 屋（田崎）
TEL：080-4187-5500
E-mail：parl-77@softbank.ne.jp
【お問い合わせ先】
認知症ケアを考える会オレンジ（武藤）
TEL：045-929-5000 FAX：045-929-5001
E-mail：tmutou@midorinokaze.or.jp
【お問い合わせ先】
華川会（福山）
TEL：090-3149-4549

全席自由（一部指定席有）

容】舞踊・歌などの発表

子育て Sweet&Bitter VOL.4「うまれる ずっと､いっしょ｡｣上映会

【お問い合わせ先】
緑区地域子育て支援拠点いっぽ
9:45 開場／ 10:15 開演
TEL：045-989-5850
（緑区在住･在勤の方）
【入場料】無料【内 容】ドキュメンタリー上映会【定 員】先着 180 名

（月）

年末調整等説明会

（火）

！

主催

【入場料】無料【内

（日）

全席自由

ワン･コインコンサート

Vol.8 〜作曲家シリーズ第１回｢ショパン｣〜 【お問い合わせ先】

【入場料】1,000 円【内

（火）

容】特別ゲスト：おぬきのりこ､向井滋春

13:30 開場 ／ 14:00 開演

【入場料】500 円【出

全席自由

演】小坂友紀子､山田彩実【定

深沢ピアノ教室

員】先着 300 名

ピアノ発表会

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

2015 緑･芸術祭

第 10 回伝統文化発表会

【お問い合わせ先】
横浜緑伝統文化協会（服部）
10:00 開場／ 10:30 開演
【入場料】無料【内 容】民謡･尺八･舞踊･三味線･琴･琵琶･詩吟･かっぽれ･ハーモニカ･太鼓等の発表会 TEL･FAX：045-932-3132

コンサート

【お問い合わせ先】
JOY 音（三浦）
TEL･FAX：042-728-5607

18:30 開場／ 19:00 開演

【入場料】無料【内

容】弦楽合奏団コンサート

身体で聴こう音楽会 Vol.3

※体感音響システムの使用は事前申込制です

｢イッツフォーリーズが歌ういずみたくの世界｣

チケット販売中

全席自由（体感音響システム使用の場合は指定席）

【入場料】おとな 1,000 円／高校生以下 500 円【出

演】イッツフォーリーズ

GALLERY

9:30 〜 18:00（初日は 12:00 から、最終日は 15:00 まで）

（日）【入場料】無料【内

10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から、最終日は 15:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

（火）

容】緑区小学生の絵画展

容】風景・スナップ・心象写真の展示

10:00 〜 18:00（初日は 13:00 から、最終日は 16:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

容】ハンドメイド作品展示

【お問い合わせ先】
緑区児童作品展（阿部）
TEL･FAX：045-937-3822
【お問い合わせ先】
フォト長津田（塩田）
TEL：045-471-6101
【お問い合わせ先】
キルトハウス Happy heart（花田）
TEL：090-6152-7045

！ ⇐ 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 10 月 22 日現在の情報です。

（木）

今

受付 10:00 〜

【お問い合わせ先】
東京第四友の会緑方面（山田）
TEL：045-983-9752
FAX：045-983-9762

開演 12:00

【参加費】450 円【内

容】家計簿のことや子どもの生活リズム、食のことなど

『キレる子どもの食生活』講師：野本健司氏（食の安全を考える会）

【お問い合わせ先】
生活クラブ緑センター（竹内）
9:45 開場 ／ 10:00 開演
TEL：045-971-2173
【入場料】無料【内 容】食が子どもに与える影響についてわかりやすく解説する講演会 FAX：045-971-1837

（月）

月のイチオシ

11/29（日）
13:30 開場
14:00 開演

みどりアートパーク・身体で聴こう音楽会 Vol.3

イッツフォーリーズが歌ういずみたくの世界
聴覚障がいのある方もご一緒に楽しめる体感音響システム､
手話通訳､要約筆記を使用したコンサートです。

「作曲家いずみたくが､作詞家と歩んだ道」

詞先で曲を書き続けた彼にとって､作詞家はある意味､パートナーであり､
友人であり､家族であり､恋人でもありました。中村八大と坂本九､そして､
いずみたくと坂本九を繋ぎとめた作詞家､永六輔さん｡
その｢見上げてごらん夜の星を｣はいずみたくが作曲した最初のミュージカル
ナンバーです｡
｢マーブルチョコレート｣｢ハウスバーモントカレー｣｢伊東にいくならハトヤ｣
など皆さんの耳馴染みのある曲､たくさんのお付き合いした作詞家の方が
いらっしゃいますが､今回はその中でも特にスタンダードとなるナンバー
をつくってきた人たちの歌を紹介します。

Information
緑区音楽祭
第５回新人演奏会出演者募集
≪ピアノ･ヴァイオリン･声楽≫

地域の若手演奏家を発掘し､音楽活動の支援と発表の場
を提供します｡各部門の受賞者は､緑区民音楽祭実行委員会
及びみどりアートパークの登録アーティストとして主催･共催
するコンサートに出演していただきます。
《参加資格》次の①〜③のすべてに該当すること
①横浜市在住･在学･在勤の方､または過去に横浜市に在住･在学･在勤
されていた方｡
②平成 28 年３月末日で 15 歳〜 39 歳の方｡
③クラシック音楽を演奏される方｡
《実施部門》ピアノ部門（定員 20 名）
､ヴァイオリン部門（定員 20 名）
､
声楽部門（定員 20 名）
《応募期間》平成 27 年 11 月 16 日（月）〜平成 28 年 1 月 15 日（金）
《 参 加 費 》5,000 円（支払方法は振込のみ｡振込後の返金は不可｡）
《日
程》
ピアノ部門：平成 28 年 3 月 17 日（木）17:30 開始
ヴァイオリン部門：平成 28 年 3 月 20 日（日）13:00 開始
声楽部門：平成 28 年 3 月 20 日（日）16:00 開始（予定）
《審査委員》
ピアノ部門：仲道郁代（ピアニスト）
ヴァイオリン部門：永峰高志（国立音楽大学教授･元NHK交響楽団首席奏者）
声楽部門：佐藤美枝子（武蔵野音楽大学准教授･声楽家）
《応募方法》
規定の応募用紙に必要事項を記入の上､みどりアートパークに
持参または郵送してください｡
※応募用紙受理後､参加費振込先をお知らせします｡
※入金確認後､参加確定の通知をいたします｡
※定員を超えますと応募期間内でも締切とさせていただきます｡
《問い合わせ》
みどりアートパーク ℡045-986-2441
緑区地域振興課生涯学習支援係 ℡045-930-2235
緑区民音楽祭実行委員会（担当：本渡） ℡045-932-5321
※詳しくは応募要項をご覧ください。
応募要項はみどりアートパークで配布の他､緑区民音楽祭ホームページ
からもダウンロードできます｡→http://concert.happy.mepage.jp/

シルバー友の会申込受付中

70 歳以上の方を対象とした｢シルバー友の会｣ができました。
ご登録いただくと、みどりアートパーク主催事業の 70 歳以上
割引チケットを購入する際、年齢を証明できるものをお見せ
いただかなくても購入することができます。
《対
象》登録時に 70 歳以上の方
《必要書類》免許証･健康保険証など年齢その他が確認できるもの
《有効期限》毎年 3 月末まで。
※更新をご希望される方は、その時点で改めて確認書類 を確認
させていただいた上で、再度１年間の更新手続きをさせていた
だきます。
※登録の抹消は登録者が上記更新時に更新手続きをされなかった
時に削除させていただきます。
※いただいた個人情報はこれ以外の用途には使用いたしません。
お申し込みはみどりアートパーク受付窓口にて簡単なお手続きを
するだけです。必要書類をご持参の上、お申し込みください。

12
3

December2015

チケッ

ト販売

中

【入場料】
おとな 1,000 円
高校生以下 500 円
【出 演】
イッツフォーリーズ
（泉理沙･藤森裕美･大塚庸介･水谷圭美）
【協 力】
パイオニア株式会社
【お問い合わせ】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

さきどりスケジュール

（木） トールペイント、3D アート 作品展
【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
（日）【お問い合わせ先】トール､3D サークル（秋吉）TEL：090-5530-3279 E-mail：s-akiyo@pc.catv.ne.jp

6

5
（土）

大人のピアノリサイタル JoyfulConcert（大人のためのピアノ教室｢あおば♪ピアノの部屋｣発表会）

【時 間】13:15 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料 ※未就学児入場不可
【お問い合わせ先】あおば♪ピアノの部屋（北條）E-mail：lesson@aobapiano.com

5
（土）

第三期「街道ものがたり」其の一

主催

ぶらり大山街道歴史散歩

11/11 チケット発売

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】800 円【講 師】相澤雅雄
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00） ※未就学児入場不可

！

6
（日）

みどりアートパーク・ゴスペルコンサートⅢ

主催

☆ゴスペルワークショップ仕上げのコンサートです。

【時 間】14:30 開場／ 15:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【出 演】野呂愛美､角脇真､みどりアートパークゴスペルクワイア（ワークショップ受講生）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

第 9 回アトリエ｢小さなお花畑｣作品展〜花あかりのキャロル〜（トールペイントのインテリア雑貨展示）
10（木）【時
間】10:00 〜 17:00
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】小さなお花畑（髙畑）TEL：080-5445-4407 E-mail：info.ohanabatake@gmail.com
14（月）Web：http://www.co-51.com/
（12 日のみ 21:00 まで､最終日は 12:00 まで）

11
（金）

佐藤のりこ門下生声楽発表会（声楽コンサート）

【時 間】11:40 開場／ 12:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】佐藤 TEL：080-1301-8371 FAX：042-760-8114 E-mail：sopranoritan-@ezweb.ne.jp

12
（土）

自民党緑区支部

マイナンバー勉強会

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】斉藤たつや事務所 TEL：045-935-1315

13
（日）

主催

みどりの森のクリスマスコンサート

チケット販売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】ロバの音楽座
【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円／親子チケット 1,200 円 ※親子チケットは窓口販売･電話予約のみ
※小さいお子様は保護者のひざの上鑑賞の場合無料
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

！

パッチワークキルト展〜めぐり逢った布たち〜（布を使った作品の展示）
18（金）【時
間】10:30 〜 16:30【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
20（日）【お問い合わせ先】J-OHARIKO（原口）TEL：045-981-6322

~

MOA 美術館 緑区児童作品展
13
~ 15
組写真展
17
~ 23
キルトハウス Happy heart ハンドメイド作品展示
24
~ 30
Attention
（火）

【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）

家事家計講習会

~

JOY 音

13:30 開場 ／ 14:00 開演
（日）

（金）

《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
深沢ピアノ教室（深沢）
TEL：045-983-8077
Web：kirapika8piano.jimdo.com

12:45 開場／ 13:00 開演

（日）

ギャラリー

【お問い合わせ先】
ヨコハマビッグバンド（岩永）
TEL：090-8746-4936

13:30 開場／ 14:00 開演

（日）

！

容】年末調整説明

2015 緑･芸術祭 横浜ビッグバンドとジャズを楽しもう！

（土）

主催

【お問い合わせ先】
緑税務署（鎌田）
TEL：045-972-7771

12:30 開場／ 13:00 開演

12
23

REHEARSAL ROOM

~

6
7
8
9
10
15
17
21
22
22
29

November2015 みどりアートパーク 催し物スケジュール

19
（土）

第 2 回室内楽演奏会

Ensemble Dolce（ピアノ五重奏）

【時 間】17:30 開場／ 18:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】玉城室内楽団（黒羽）TEL：080-6806-4324 E-mail：gkurobane@yahoo.co.jp

20
（日）

ピアチェーレ♪がおくる0歳からのクリスマスコンサート（乳幼児を持つ親子を対象としたクリスマスコンサート）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 【入場料】大人 1,000 円／小人 500 円（当日会場にて精算）
【お問い合わせ先】フォーラムアソシエ TEL：045-472-7093（平日 10:00 〜 17:00）
E-mail：piacere.musique@gmail.com Web：http://piacere-music.jimdo.com

21
（月）

主催

ロビーコンサート Vol.10 〜フルートとチェンバロ〜

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホールホワイエ【入場料】無料
､中村恵美（Cemb）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【出 演】山田芳恵（Fl）

【みどりアートパーク年末年始休館日のお知らせ】
12 月 29 日（金）
~1 月 3 日（日）は全館休館日です｡4 日（月）より通常営業いたします。

