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ホール HALL
リトルウィングコンサート

（日）【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
森
TEL･FAX：045-564-4561
E-mail：littlewing25@fmail.plala.or.jp

11:00 開場／ 11:30 開演 全席自由
容】ピアノ発表会

2016 なかの美智江チャリティーフェスティバル

（火）【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
中野
TEL：090-8874-1052
FAX：045-933-2632

9:00 開場／ 9:45 開演

容】カラオケ大会

【お問い合わせ先】
今野
TEL：090-3084-1840
FAX：045-342-4330
E-mail：konno@konno-norito.com

第 12 回緑あったかフェスティバル

（木）【入場料】無料【内

10:00 開場／ 10:45 開演 全席自由

容】踊り､カラオケ､その他演芸

青葉の街･シャンソン会

（金）【入場料】無料【内

シャンソンコンサート

【お問い合わせ先】
斎藤
TEL：045-971-0894 ／ 080-5087-0894
FAX：045-971-0894

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

容】シャンソン発表会

Spring Concerto 〜藤原音楽教室発表会〜

（土）【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
藤原音楽教室（藤原）
TEL：045-981-7467

10:30 開場／ 11:00 開演 全席自由

容】ピアノ､ヴァイオリン､マリンバ科の発表会など

The 22nd Emu Concert

（土）【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
レッスンルームエミュー（大宮）
TEL･FAX：045-943-5036
E-mail：tempo̲di̲valse@nifty.com

11:00 開場／ 11:30 開演

容】第 22 回大宮門下生ピアノ発表会

2016 年緑芸術祭参加

【お問い合わせ先】
緑区三曲協会（村田）
TEL･FAX：045-931-0360

第 47 回緑区三曲協会定期演奏会

（日）【入場料】無料【内

10:30 開場／ 11:00 開演

容】箏､三絃､尺八の定期演奏会

ひまわりホルンアンサンブル６th コンサート

（水）【入場料】2,000 円【内

【お問い合わせ先】
ひまわりホルンアンサンブル（森本）
TEL：090-5199-8544
FAX：044-861-0431

18:30 開場／ 19:00 開演 全席自由

容】ホルンアンサンブルの演奏会

緑区在宅医療相談室

【お問い合わせ先】
緑区在宅医療相談室
TEL：045-937-2303

（土）【入場料】無料

Მ
主催

石田泰尚の華麗なる世界 2016

13:30 開場／ 14:00 開演 全席指定 未就学児入場不可

チケット販売中

（日）

【入場料】一般 3,500 円／高校生以下 1,500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 2,800 円
【出 演】石田泰尚（ヴァイオリン）
､中島剛（ピアノ）

ワン･コインコンサート Vol.12 〜サクソフォンでおくる音楽のフルコース〜
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

円（当日現金支払い）
（水）【入場料】500
【出 演】サクソフォン四重奏団〜奏 kanade 〜

【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）
【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）

壽山忠身トランペットリサイタル Vol.15

【お問い合わせ先】
壽山
【入場料】前売：一般 3,000 円／学生以下 2,000 円 当日：一般 3,500 円／学生以下 2,500 円 TEL：090-3573-7180 FAX：042-766-1369
E-mail：tp-suyama@ezweb.ne.jp
【内 容】演奏会

18:15 開場／ 18:45 開演 全席自由

（金）

主催

Მ
主催

Მ

みどりアートパークおやこ寄席

チケット販売中

【お問い合わせ先】

10:30 開場／ 11:00 開演 全席自由（大人席と小人席に分かれてお座りいただきます）未就学児入場不可 《主催》みどりアートパーク

（日）

【入場料】親子ペア券 2,500 円／大人席（中学生以上）2,000 円／小人席（小学生）800 円
【出 演】桂文我､桂米平､桂宗助､桂まん我

第八回みどりアートパーク寄席「上方落語で賑やかに」
14:00 開場／ 14:30 開演 全席指定 未就学児入場不可

チケット販売中

2,800 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,800 円
（日）【入場料】一般
【出 演】桂文我､桂米平､桂宗助､桂まん我

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

【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

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 2016 年 4 月 14 日現在の情報です。

（土）

10:00 〜 18:00

（月）【入場料】無料【内

主催

Მ

（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.jhomes.jp

第 10 回「建築家展」
容】建築家による住宅作品展示及び相談会

赤ちゃんのはじめての音楽会

チケット販売中

〈1st.〉21 日 12:45 開場／ 13:00 開演（１歳〜小学３年生対象）
【お問い合わせ先】
〈2st.〉22 日 10:15 開場／ 10:30 開演（１歳〜小学３年生対象）2st. チケット完売 《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
〈3st.〉22 日 12:45 開場／ 13:00 開演（０歳･これからママになる方）

（日）【入場料】親子２名で 600 円（こども 100 円／おとな 500 円）【出

リハーサル室

主催

Მ

17イ

今

REHEARSAL ROOM
10:00 〜 11:30

（火）

月の

演】チリンとドロン

ナビゲーターニシムラ･ユウとひらくクラシック音楽への扉｢ともあれ聴かなきゃはじまらない !?」

未就学児入場不可

【参加費】１回券 700 円／６回券 3,000 円【定 員】60 名【対 象】大人
【協 力】アキュフェース株式会社､フォスター電機株式会社
【内 容】Vol.2 どこかで聴いたクラシック音楽・１

チオシ みどりアートパークおやこ寄席

5/29（日）
10:30 開場
11:00 開演

座席予約受付中 回数券販売中

チケット
販売中

【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）

落語は人生経験を積んだ大人が｢そうそう､世の中にそんなことがある｣と共感しながら想像（創造）
して笑う芸能です｡でも子どもだって､人生経験は少ないながら､共感できる部分はあるはずです｡
それに想像（創造）力は大人よりすごかったりして…｡ということで､大人用の落語をただ言葉遣い
を易しくするのではなく､子どもの興味を引く場面をふくらませて子どもたちに笑ってもらおうと､
小学生以上を対象に開いている落語会がおやこ寄席なのです。

【入場料】親子ペア券 2,500 円／大人席（中学生以上）2,000 円／小人席（小学生）800 円
【出 演】桂文我､桂米平､桂宗助､桂まん我
【対 象】小学生※未就学のお子様はご入場いただけません｡また､託児施設のご用意もございません｡
【お問い合わせ】みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Information

61

みどりアートパークで
YAMAHA CFX を弾こう！
ヤマハ最高峰のフルコンサートグランドピアノ｢CFX｣をホールで
思いっきり弾いてみませんか？
《日
程》6 月 29 日（水）
､30 日（木）
､7 月 1 日（金）10:00~20:00
《利用料金》平日１時間 1,800 円／土日１時間 2,000 円／連続２時間 3,000 円
《応募方法》
所定の応募用紙に必要事項をご記入の上､みどりアートパークまで郵送･FAX または
直接ご持参ください｡
《申込期限》2016 年 5 月 1 日（日）〜 5 月 31 日（火）
※本番･公開を目的とした利用にはお使いいただけません。

ギャラリートライアル期間のご案内
みどりアートパークのギャラリーを使ってみませんか？初めてギャラリー
をご利用される方を対象に通常料金の３割引でご利用いただける
お得な期間です｡ぜひこの機会にお試しください｡
《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２日（火）〜８日（月）
②８月９日（火）〜 15 日（月）
③８月 16 日（火）〜 22 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》
6 月 11 日（土）より申込受付開始｡先着順の受付｡定員になり次第締め切り｡

施設点検に伴う休館日のお知らせ

6/14（火）

は終日休館です｡

施設利用料金のお支払い､チケットのご予約･ご購入など
全ての業務のお取扱いがございません。ご了承ください。
6 月 15 日（水）9:00 より平常通り開館いたします｡

June2016

（水）

共催

さきどりスケジュール

こがようこの絵本とおはなし〜きなちゃん原画展と毎日おはなし会〜

【時 間】10:00 〜 17:00【入場料】無料
（日）【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
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クラシックギターアンサンブルフェスティバル

【時 間】12:00 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
TEL：044-854-6637

（土）【お問い合わせ先】カンパニージャ

nonnon piano school アヴニールコンサート〜 concert de lávenir 〜 Vol.1

5
（日）

【時 間】14:15 開場／ 14:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】室賀 TEL･FAX：045-983-4619 E-mail：oﬃce@norikomuroga.com
Web：http://nonnon.norikomuroga.com

9

コーロ･ピアチェーレ オペラアリア合唱発表会

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
TEL：042-797-1397

（木）【お問い合わせ先】植村

（金）第３回よこはまギターフェスティバル

共催

Მ
主催

Მ
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主催

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

14~
16
21
･
22

GALLERY

~
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27
29
29

ギャラリー

【時

チケット販売中

間】10 日 10:30 〜 16:30 ／ 11 日 10:00 〜 16:45 ／ 12 日 10:00 〜 16:30【入場料】無料
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（日）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク

17

おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.7 〜ラジヲデイズ〜

チケット販売中

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】鵜飼一嘉､深水洋 他
【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,800 円／ペア 5,000 円
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（金）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

17
19

おやこが幸せになる☆ピアチェーレ♪のおはなし音楽会（乳幼児おやこのためのミニコンサート）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】おやこ 1,000 円
【お問い合わせ先】ピアチェーレ♪
（佐藤）TEL：090-8336-2006 E-mail：piacere.musique@gmail.com

（金）Web：http://piacere-music.jimdo.com
主催

第三回みどりアートパーク民俗芸能フェスティバル

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【出 演】長津田囃子保存会､西八朔はやし保存会､鴨居囃子連中､梅田囃子連中､上山太鼓､西三ツ木囃子連
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

チケット販売中

（日）【お問い合わせ先】みどりアートパーク
Მ

18

東日本大震災タンゴ＆クラシック･チャリティコンサート（バンドネオンと弦楽四重奏団によるコンサート）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール※未就学児は親子室のみ可【入場料】前売 2,000 円／当日 2,500 円
【お問い合わせ先】ヒラルディージョ（大森）TEL：070-6632-8367 FAX：045-833-8505
チケット販売中
Web：http://giraldillo.org

（土）E-mail：info@giraldillo.org

21
23
（木）

主催

ナビゲーター ニシムラ･ユウとひらくクラシック音楽への扉｢ともあれ聴かなきゃはじまらない !?｣

座席予約受付中 回数券販売中
【時 間】10:00 〜 11:30【会 場】B1F リハーサル室 未就学児入場不可
【入場料】１回券 700 円／６回券 3,000 円【定 員】各回 60 名【協 力】アキュフェース株式会社､フォスター電機株式会社
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Მ

（火）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

第６回チャリティー斉藤たつやカラオケ＆歌謡ショー

【時 間】9:15 開場／ 9:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】斎藤たつや事務所 TEL：045-935-1315
斉藤たつやカラオケ友の会（河原）TEL：045-984-3567 ／ 090-4534-5679

25
25
（土）

寿原弦楽教室発表会

【時 間】18:45 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
TEL：080-5010-6178 E-mail：suhara-violinschool@hotmail.com

（土）【お問い合わせ先】寿原
森の会・朗読

６月の発表会

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料
【お問い合わせ先】大森 TEL：090-7224-7910 FAX：044-955-7990
E-mail：j.suzyclub-mori̲no̲kai@s8.dion.ne.jp Web：http://www.ac.auone-net.jp/~shcool/roudoku.html

26

第 128 回緑区民音楽祭ふれあいコンサート

第５回新人演奏会

29
･
30

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】500 円
TEL：045-930-2235

（日）【お問い合わせ先】緑区役所地域振興課
主催

（水）

【時

5/1 〜申込受付開始

間】各日 10:00 〜 20:00 １時間毎（一人２時間まで）
【料 金】１時間 1,800 円､連続２時間 3,000 円
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（木）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク

