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August2016 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

3（水）
5（金）

神奈川県立霧が丘高等学校 第１回学校説明会
①10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】無料【内

主催

Მ

主催

【お問い合わせ先】
平野
TEL：045-921-6934
FAX：045-923-0753
E-mail：takuya-hirano@pen-kanagawa.ed.jp

②14:00 開場／ 14:30 開演 全席自由

容】学校説明会

おしゃべりラテン･ナイト Vol.2

チケット販売中

18:30 開場／ 19:00 開演

【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
【出 演】Mambo Inn､鵜飼一嘉

7

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｣

（日）

各日 10:00 〜 17:00 全８コマ
~ 10（水）【参加費】１コマ
100 円【講 師】大島広子､小山ゆうな､やなせけいこ

申込受付中

他

長津田音楽教室タナジアート ピアノコンサート

11（木）
14（日）
17（水）

12:15 開場／ 12:30 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノコンサート

第４回 AAS アクティブアートスタジオ
16:00 開場／ 16:30 開演

【入場料】無料（チケット事前配布制･参加入場不可）
【内

発表会
容】バレエ発表会

ワン･コインコンサート Vol.14 〜心に響く和太鼓の世界〜
13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由

【入場料】500 円（当日現金払い）【出 演】関根まこと（和太鼓奏者）
､風だまり
※｢子どもアドベンチャー 2016｣同時開催／当日は子どもスタッフと皆さまをお迎えいたします｡

23 ･

オペラ｢エフゲニー･オネーギン｣

（火）

24

18:00 開場／ 18:30 開演 全席自由

【入場料】3,000 円【内
（水）

未就学児入場不可

容】チャイコフスキーの代表作で､世界中で上演されている名作

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会８月定例会

25（木）
27（土）
28（日）

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】800 円【内

容】参加者全員で童謡･唱歌を唄う会

リトルピアノコンサート
18:15 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

第 18 回リトルコンサート

12:30 開場／ 13:00 開演 全席自由

【入場料】無料【内

リハーサル室

容】歌とピアノの発表会

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

8/7（日）
~10（水）
10:00~17:00

【お問い合わせ先】
TEL：045-981-9345

【お問い合わせ先】
夢咲
TEL：045-567-0473
E-mail：info@aas-dance.jp
Web：http://www.aas-dance.jp/

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

【お問い合わせ先】
緑音葉研究会（ヴェルディの声研究室）
（堀内）
TEL：080-5478-8156

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

【お問い合わせ先】
TEL：045-962-9687

【お問い合わせ先】
TEL：090-9384-6254

REHEARSAL ROOM
【お問い合わせ先】
杉山
13:00 開場／ 13:30 開演 全席指定
E-mail：info@sugiyamayuka.com
【入場料】一般 3,000 円（小学生以下無料）
【内 容】杉山結香作曲のオリジナル曲を演奏するコンサート Web：http://sugiyamayuka.com

27（土）

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 7 月 19 日現在の情報です。

参加申込

ようこそ､えんげきワンダーランドへ

受付中

今までやったことがなくても大丈夫｡このワークショップを通じて､
えんげきの面白さをみんなで発見しましょう！
えんげきは､まるで万華鏡のように様々な表現が組み合わさって､一つの物語を作っています｡
俳優さんたちの演技と､音･光･舞台美術などを使うことによって､より強く観客の心の中に
作品を印象づけることができます｡
このワークショップでは､演劇にまつわる色々な表現について､みなさんが自由に講座を組み
合わせて参加することができます｡

【参加費】１コマ 100 円【定 員】各コマ 20 名（先着順）
【講 師】大島広子（舞台装置家･衣装家）､小山ゆうな（演出家）､
やなせけいこ（デフパペットシアターひとみ音楽担当）
【申込方法】みどりアートパークへ直接来館またはお電話にて
【お問い合わせ】みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

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

杉山結香ソロギターコンサート

Attention

今

月のイチオシ 中高生のための夏休み演劇ワークショップ

93

Information
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｡
《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）
※｢避難訓練コンサート 2016 受付係｣宛にお申込みください。
※受付が完了された方には後日ご案内を差し上げます。

ゴスペルワークショップ第４弾
歌おう､ゴスペル参加者募集
楽譜を使わずに､耳から聴いた楽曲をからだにしみこませるレッスン！
仕上げはホールでの発表会｡毎回大人気の誰でもゴスペルに親しめる
ワークショップです｡
《日 時》
Class A：9/30,10/14,10/28,11/11,11/25,12/9,12/10
Class B：10/7,10/21,11/4,11/18,12/2,12/9,12/10
仕上げのコンサート：12/11（日）15:00 開演※午前リハーサル予定
《受講料》8,000 円
《会 場》みどりアートパーク B1F リハーサル室
《講 師》野呂愛美､角脇真
《定 員》各クラス 45 名
《対 象》レッスンとコンサートに参加できる高校生以上の男女
《申込期間》７月 30 日（土）〜 先着順
※お一人様１クラスのみお申込みいただけます｡各クラスにレッスンレベル
の差異はございません｡どちらかお選びになってお申込みください｡

September2016

区民の手づくりによる個人を対象とした美術展です｡日ごろの創作活動
の成果を発表してみませんか？
《会 期》10 月 28 日（金）〜 11 月６日（日）
《出展料》500 円（高校生無料）
《出展資格》緑区に在住･在勤･在学､区内サークル活動に参加している高校生以上
《出展作品》
ジャンル：絵画（油彩･水彩･パステル･アクリル･日本画･水墨画･ちぎり絵 その他）
大きさ：壁掛け（額装）６号〜 20 号（作品のみのサイズ 72.7 ㎝ ×60.6 ㎝以内）
※作品は額装のこと｡なお額幅は 10 ㎝以内｡
（マット使用の場合はマット含む）
《申込期間》８月 11 日（木）〜９月 30 日（金）
《申込方法》申込書をご記入の上､みどりアートパークまで郵送､FAX または
窓口へ持参してください｡
※先着順の受付｡（先着 120 点）一人１点｡

第九回みどりアートパーク寄席｢扇遊･鯉昇二人会｣

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】入船亭扇遊､瀧川鯉昇､瀧川鯉丸
Მ
【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,800 円／ペア 5,000 円
（土）【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

主催

チケット販売中

第 12 回カンタービレ･ヴォーカルコンサート（声楽演奏会）

4
（日）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】1,500 円
【お問い合わせ先】植村 TEL･FAX：042-797-1397

Emo Hill Summer LIVE2016 〜宴〜（アカペラコンサート）

9
（金）

【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】森 E-mail：emohill.info@gmail.com

9
･
10

（金）

UFO 科学展

【時 間】９日：12:00 〜 18:00 ／ 10 日：10:00 〜 17:00【会
【お問い合わせ先】磯野 TEL：080-3389-2496
（土）

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

ピアノ発表会

10
（土）

【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】伏見 TEL･FAX：045-937-1970

主催

舞台講座〜舞台編〜

11
（日）

【時 間】13:00 〜 16:00【会 場】1F ホール【参加費】500 円（当日現金支払い）
【定 員】20 名程度【対 象】中学生以上【講 師】みどりアートパーク舞台スタッフ
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

申込受付中

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会

13
（火）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】800 円
【お問い合わせ先】金田 TEL：080-1220-9597 FAX：045-864-4946

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 !?｣Vol.5

13
（火）

チケット販売中
【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 700 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
【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６回 MIU ピアノ教室発表会

17
（土）

【時 間】10:45 開場／ 11:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】藤原 TEL：090-9379-1279

ワン･コインコンサート Vol.15 〜竹と土が織りなす風の歌〜

20
（火）

主催

第 14 回みどり区民アート展
出展作品募集

さきどりスケジュール

Მ

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】500 円（当日現金支払い）
【出 演】Project QuO（山下 Topo 洋平､茨木智博､森悠也､相川瞳）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

21
（水）

第 36 回

YMA ルルド

コンサート

【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】竹下 TEL：045-985-0920

北原惇价＆常盤靖郎コンサート（ふえとギターとピアノのしらべ）

24
（土）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（要整理券）
【お問い合わせ先】北原 TEL･FAX：045-981-1988

みどりアートパーク避難訓練コンサート 2016

25
（日）

主催

Მ

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（事前申込制･先着順）
【出 演】横浜市消防音楽隊【定 員】150 名
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

カラオケ発表会

28
（水）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】山下 TEL：090-3003-9132 FAX：045-981-8691

申込受付中

