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ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

ギャラリー GALLERY

アモーレミュージックスクール

2（土）
3（日）
9（土）
15（金）
16（土）
24（日）
25（月）

9:00 開場／ 10:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

ピアノ発表会

13:15 開場／ 13:45 開演

主催

Მ

【お問い合わせ先】
渋谷
TEL･FAX：045-442-0770
E-mail：amore@rondo.ocn.ne.jp
Web：http://www.amore-musicschool.com

容】音楽発表会

高木尚子ピアノ教室

【入場料】無料【内

音楽発表会

【お問い合わせ先】
高木
TEL：045-961-2770

容】ピアノ発表会

チケット販売中
オペラシアターこんにゃく座
オペラ｢おぐりとてるて―説経節｢小栗判官照手姫｣より―｣

13:30 開場／ 14:00 開演

全席指定

【入場料】一般 3,200 円／高校生以下 1,200 円／ 70 歳以上･障がい者割引 2,200 円／ペア 6,000 円

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会

【お問い合わせ先】
金田
TEL：045-864-4469 ／ 080-1220-9597
FAX：045-864-4946

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】800 円【内

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

容】童謡唱歌野口雨情を皆さんで唄う会

主催

Მ

16

･

（土）

赤ちゃんのはじめての音楽会

〈1st.〉16 日 12:45 開場／ 13:00 開演（１歳〜小学３年生対象）
〈2st.〉17 日 10:15 開場／ 10:30 開演（１歳〜小学３年生対象）
〈3st.〉17 日 12:45 開場／ 13:00 開演（０歳･これからママになる方）

17
チケット
販売中
イ
シ
月の チオ オペラシアターこんにゃく座

今

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

7/9（土）

13:30 開場
14:00 開演

アンサンブルアコルト第１回室内楽演奏会｢メンづくし｣

【お問い合わせ先】
アンサンブルアコルト
容】フェリクス･メンデルスゾーンの室内楽曲を三重奏〜六重奏まで演奏 TEL：080-9641-9613

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

ミルテ歌の会

【お問い合わせ先】
金澤
TEL：045-904-4654
E-mail：hotconcert2011@yahoo.co.jp

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

主催

主催

容】声楽発表演奏会

ワン･コインコンサート Vol.13 〜ヴァイオリンの妖精〜

【お問い合わせ先】
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由
《主催》みどりアートパーク
【入場料】500 円（当日現金払い）
【出 演】髙木凜々子（ヴァイオリン）
､山中惇史（ピアノ） TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【曲 目】
ヴァイオリンソナタ／ラヴェル 他

26

（火）

なつやすみは､みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！
各日 10:00 〜 20:00 １時間毎（一人２時間まで）

時間 1,800 円／連続 2 時間 3,000 円
~ 28（木）【利用料】1
※申込期間終了後も空枠がある場合､ご利用いただけます｡お問い合わせください｡

アンサンブル･メイプル

【入場料】無料【内

サマーコンサート

容】コーラス発表会

【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】
アンサンブルメイプル（千田･高橋）
TEL･FAX：045-983-4015（千田）
045-984-4536（髙橋）
E-mail：ssm@m06.itscom.net（髙橋）

NPO 法人クリエイトオブムーブメント 3BLOOMS バレエの発表会 【お問い合わせ先】

NPO 法人クリエイトオブムーブメント（清水）
E-mail：info@createofmovement.com

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

リハーサル室

容】バレエ､ダンスの発表会

社会人講談師による第２回張扇寄席

9（土）
12（火）
27（水）

13:45 開場／ 14:00 開演 未就学児入場不可

【入場料】500 円【定

主催

Მ
主催

Მ

員】60 名

【お問い合わせ先】
張扇の会（冨田）
TEL：090-2628-3177

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 !?」

10:00 〜 11:30 未就学児入場不可

【参加費】１回 700 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.4 同曲異演聴きくらべ＝モーツァルト編

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!?｣夏休み特別編 申込受付中

①10:00 〜 11:30 ②13:00 〜 14:30 ③15:30 〜 17:00

【参加費】700 円（予約制･当日現金支払い）【定 員】60 名
【協 力】アキュフェース株式会社
【内 容】大人気講座 4 月〜 7 月のプログラムをダイジェストでお送りします。

Attention

【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）

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 6 月 20 日現在の情報です。

演】チリンとドロン

オペラ｢おぐりとてるて―説経節｢小栗判官照手姫｣より―｣
女に化身する大蛇､人を食らう馬､閻魔大王に藤沢上人｡
破天荒な登場人物が､美男おぐりと美女てるてをとりまく｡
ユーモアと残酷が行き交う奇想天外オペラ！

中世の世、出口のない苦しみを味わう人々が心待ちにした説経節。説経節は村の辻々で語られ、
人々は物語を聞き、
涙を流し、
日々の苦しみから一時解き放たれたことでしょう。
戦や貧困に人々が
苦しめられた中世の世と現代は驚くほど似ています。
現代に生きる私たちも閉塞感に苛まれています。
しかしこんな時代だからこそ、
生身の身体から発せられる声＝歌で成り立つオペラに触れていた
だくことには大きな意味があるのです。
説経節とオペラの出会いから生まれたオペラ
『おぐりとてるて』
。
「いま」
を生きるすべての人々にお届けしたいオペラです。
萩京子（作曲・音楽監督）
【入場料】
一般 3,200 円／高校生以下 1,200 円／ 70 歳以上･障がい者割引 2,200 円／ペア 6,000 円
【会 場】1 階 ホール
【お問い合わせ】みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Information
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９日（火）〜 15 日（月）
②８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｡

避難訓練コンサート 2016
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｡

REHEARSAL ROOM

【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）

《日 時》９月 25 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 11 日（月）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 2016
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３日（日）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》マジックバルーンパフォーマンス／ミニー
みんなでわらべ歌で遊びましょう／滝波洋子
先着 300 名様にかき氷プレゼント！ヨーヨーコーナーもあります。
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さきどりスケジュール

神奈川県立霧が丘高等学校第１回学校説明会

3
（水）

【時 間】午前の部 10:30 開場／ 11:00 開演 午後の部 14:00 開場／ 14:30 開演【入場料】無料
【お問い合わせ先】TEL 045-921-6934

おしゃべりラテン･ナイト Vol.2

5
（金）

主催

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】マンボイン､鵜飼一嘉
【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
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Მ

7
10

主催

（日）

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へ｣

【時 間】各日 10:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【参加費】１コマ 100 円【講
（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）

~

29（金）
31（日）

13:30 開場／ 14:00 開演

申込受付中

3st. のみチケット販売中

11
（木）

師】大島広子

チケット販売中

他

長津田音楽教室タナジアート ピアノコンサート

【時 間】12:15 開場／ 12:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】TEL 045-981-9345

ワン･コインコンサート Vol.14 〜和太鼓〜

17
（水）

主催

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】関根まこと､風だまり
【入場料】500 円（当日現金払い）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

23･
24

緑音葉研究会･ヴェルディの声研究室

（火）

チャイコフスキー

オペラ｢エフゲニー･オネーギン｣

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

杉山結香ソロギターコンサート

27
（土）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】一般 3,000 円
【お問い合わせ先】杉山 E-mail：info@sugiyamayuka.com Web：http://sugiyamayuka.com

リトルピアノコンサート

27
（土）

【時 間】18:15 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】TEL 045-962-9687

第 18 回リトルコンサート

28
（日）

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】TEL 090-9384-6254

