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ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
ギャラリー GALLERY

ホール HALL
Piano Brillante! ピアノ室内楽の午後

4（日）
11（日）
15（木）
17（土）
18（日）
24（土）
24（土）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

容】トリオから五重奏まで､ロマン派を中心にピアノ室内楽の演奏会

2017 緑芸術祭 打鼓音和太鼓コンサート 打鼓音 Jr.＆華音 LIVE
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】2,000 円【内

全席自由

容】和太鼓演奏会

【お問い合わせ先】
松澤
TEL：080-9641-9613
E-mail：ensembleakkord@gmail.com
Web：http://www.facebook.com/EnsembleAkkord
【お問い合わせ先】
打鼓音事務局
TEL･FAX：045-922-1677
E-mail：info@dako-on.com
Web：http://www.dako-on.com

名曲の花束 Vol.4

【お問い合わせ先】
滝本
TEL･FAX：045-877-7734
14:45 開場／ 15:00 開演
E-mail：arioso.concert@gmail.com
【入場料】無料【内 容】ソプラノ･ヴァイオリン･ピアノによるミニコンサート／曲目：カノン､革命 他 Web：http://home.v00.itscom.net/arioso/sub2.html

ドキュメンタリー映画ぷかぷか上映会

共催

①10:00 〜 13:00

②13:30 〜 16:30 ※①②は違う内容

【入場料】大人 800 円／中･高校生 500 円
【内 容】ぷかぷかで働く人と地域の人たちが一緒に芝居をつくったぶんぶん物語

第四回みどりアートパーク民俗芸能フェスティバル〜緑区に伝わる祭り囃子の競演〜 【お問い合わせ先】
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由
みどりアートパーク

主催

【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､梅田囃子連中
ゲスト：下谷本囃子保存会､下恩田はやし保存会

第 70 回コーロピアチェーレ ソロ･合唱発表会

【入場料】無料【内

容】クラシック音楽

リトル･コンサート 2017

【お問い合わせ先】
原口
TEL：045-902-4959
E-mail：masumipiano@yahoo.co.jp

18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

25

（日）

※申込期間は終了しましたが空枠がある場合､
10:00~20:00 のうち入替制（25 日は 18:00~20:00）
ご利用いただけます｡

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

ヴォイストレーニングクラス③

主催

14:00 〜 15:30 事前申込制

※定員に達したため締め切らせていただきました

【受講料】1,000 円（当日現金支払い）【講

師】野呂愛美【定 員】60 名

朗読と松本俊明ピアノコンサート
①14:00 開場／ 14:30 開演

②18:30 開場／ 19:00 開演

全席自由

【入場料】4,000 円
【内 容】ミーシャの｢Everything｣､JUJU の｢この夜を止めてよ｣の作曲者松本俊明のピアノ演奏と朗読

ナビゲーターニシムラ･ユウとひらく

主催

10:00 〜 11:30 全席自由

チケット販売中

【入場料】700 円【講 師】ニシムラ･ユウ【定 員】60 名【協 力】アキュフェーズ㈱､フォスター電機㈱

共催

15:00 〜

【入場料】500 円【内

容】童謡中心に時代々ではやった想い出の歌･知られざる雨情の歌を皆で歌います

第 10 回みどりおはなしフェスタ記念講演〜石川えりこ講演会〜
13:30 〜 15:30（13:00 開場） 事前申込制

【入場料】無料【ゲスト】田島征三【保 育】定員 12 名（６か月以上）／ 800 円
※お子様と同室での参加はできません

11:00 〜 16:00

~18（日）

21

（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）
【お問い合わせ先】
林
TEL･FAX：045-984-1423
【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】
友井
TEL･FAX：042-749-7306
【お問い合わせ先】
緑区地域子育て支援拠点いっぽ
TEL：045-989-5850

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 2017 年 5 月 21 日現在の情報です。

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

パッチワーク展示

【入場料】無料
【内 容】タペストリー大約 10 点･小約 50 点

石川えりこ絵本原画展

バック多種 20 点 ポーチ他小物約 100 点

【お問い合わせ先】
板垣
TEL：045-962-7780

【お問い合わせ先】
10:30 〜 18:00
【入場料】無料【内 容】｢流木のいえ｣｢あひる｣｢ことしのセーター｣｢てんきのいい日はつくしとり｣ 緑区地域子育て支援拠点いっぽ
｢またおこられてん｣他｡期間中（13:30~）原画を見ながらの絵本の朗読やギャラリートークがあります｡ TEL：045-989-5850

~25（日）

※24 日は講演会開催のため行いません。
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Information
MAP なんでも相談日

《日 時》
6 月 25 日（日）10:00 〜 17:00 ※毎月１回開催（次回予定 7 月 30 日）
※一組 20 分程度･予約不要

2

主催

Მ

主催

Მ

SUMMER CONCERT（ピアノ発表会）

【時 間】13:15 開場／ 13:45 開演【会

場】1F ホール【入場料】無料

TEL：045-961-2770

E-mail：takagipiano5326@gmail.com

ナビゲーター ニシムラ･ユウとひらく

チケット販売中

｢クラシック音楽への扉 2017 シーズン 2｣Vol.4

【時 間】10:00 〜 11:30【会

場】B1F リハーサル室【入場料】700 円

JQA｢あれから 30 年〜ミニキルト展｣とヨコハマ縫人くらぶの合同展

（木）

【時

間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会

【お問い合わせ先】印南
（日）

主催

14

TEL：090-3247-0469

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

FAX：03-5482-0212

ヴォイストレーニングクラス④

6/14 14:00 〜申込受付開始

【時 間】14:00 〜 15:30【会 場】B1F リハーサル室【受講料】1,000 円（当日現金支払い）
【定 員】60 名【講 師】野呂愛美

（金）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

トリオ･リベルタ クラシカル･スペシャル

14

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会

17

【時 間】13:40 開場／ 14:00 開演【会

場】1F ホール【入場料】4,000 円

（金）【お問い合わせ先】 Confetti（カンフェティ）TEL：0120-240-540 ※平日 10:00 〜 18:00
第６回張扇寄席

（月）【お問い合わせ先】冨田

18

先着 300 名様にかき氷プレゼント！

■パフォーマンスコーナー（13:00 〜 15:00）
※雨天決行

主催

25
28
26
31

場】B1F リハーサル室【入場料】500 円

TEL：090-2628-3177

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会

（火）【お問い合わせ先】 金田

演》古田朝映（子供向けライブ）
・むつみ幼稚園による発表会

場】1F ホール【入場料】500 円

TEL：080-1220-9597

おいでよ！劇場 遊ぼう！表現のひろばで
〜中高生のための舞台､演劇ワークショップ〜

申込受付中

（火）

【時 間】各日 10:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【参加費】１ワークショップにつき 100 円
【講 師】大島広子､難波圭一､木皮成､野呂愛美､立山ひろみ 他
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（金）

ネット神奈川かもめ第４回夢追いかけて展（絵手紙展覧会）

（水）

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
【会

【お問い合わせ先】井上
（月）

29

混声合唱団カンパニュラ 3rd Concert

（土）【お問い合わせ先】安達

30

6 月13 日（火）

場】1F ホール【入場料】1,000 円

TEL：090-2649-8220

場】1F ホール【入場料】一般 2,000 円／学生 1,000 円

（日）【お問い合わせ先】Inverdire Giovane 事務局

31

E-mail：campanula.oﬃce@gmail.com

Inverdire Giovane 第３回三縄みどり門下定期演奏会

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会

主催

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

TEL：045-472-2156

【時 間】14:30 開場／ 15:00 開演【会

休館日のお知らせ

その他お問い合わせ等のお取扱いがございません｡ご注意ください｡

おしゃべりジャズ倶楽部 10 〜ラジヲデイズ Part2 オールリクエスト〜

チケット販売中
【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演 未就学児入場不可【会 場】1F ホール
【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 2,000 円／ペア 5,000 円
【出 演】深水洋､相澤哲､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵､鵜飼一嘉
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

11

13
16

《日 程》７月 9 日（日）
《入場料》無料《会 場》長津田駅北口バスターミナル特設会場

施設利用料金のお支払い､事業チケットの窓口での購入･電話予約､

だれもが個性輝くミュージシャン〜ドラムをたたくわたしたち〜

【時 間】14:00 開場／ 15:30 開演【会 場】B1F リハーサル室
【入場料】大人 1,000 円／親子などペア 1,500 円／中高生 800 円／障がい者付添ペア 1,500 円
※当日券有（100 円増）
【お問い合わせ先】岩間 TEL：080-1259-5751 E-mail：chiaki@u00.itscom.net

員】60 名【講 師】ニシムラ･ユウ【協 力】アキュフェーズ㈱､フォスター電機㈱
（火）【定
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

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。

上記日程は終日､全館休館です｡

場】1F ホール

【入場料】無料（親子席･乳児同伴席は要予約）
【お問い合わせ先】須田 TEL：045-984-3349（受付 9:00 〜 17:00）

（土）【お問い合わせ先】高木

長津田ふれあいサマ−フェスタ 2017

■長津田商店街夕焼けカフェ（16:00 〜 20:00）
※雨天決行
〈メニュー〉
野菜煮びたし･磯辺揚げ･だんご･焼き鳥･焼売･唐揚げ･もつ煮･イカ焼き･焼き
そば･角煮･生ビール･ワイン･ラムネ･緑茶･缶コーヒー など（昨年の一例です）
《出 演》MAP アマチュアバンド（スペシャルライブ）
廣瀬めぐみ（アコーディオン演奏）
主催：長津田商店街協同組合 後援：緑区役所・長津田自治会連合会
協賛：栄通り商店会 協力：横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク

7

8

《日 時》6 月 28 日（水） 12:15 〜 12:50（11:45 開場）
《入場料》無料
《会 場》緑区役所 1F イベントスペース
※椅子席 30 席以外は立ち見となります｡
（申込不要）
《出 演》鈴木研吾（サクソフォン）
､金子泉（ピアノ）

《出

長津田キリスト教会創立 60 周年記念 森祐理コンサート

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会

（金）

練習室と会議室をご利用の方対象で 10 ポイントためると次回ご利用
時の施設利用料金が１コマ分無料でお使いいただけるお得なカードです｡

緑区役所 お昼のロビーコンサート

さきどりスケジュール

（日）

ポイントカードのご案内
みどりアートパークポイントカードは所定の規約を承諾され､会員に登録さ
れた個人及び団体に対して１枚発行いたします｡ご希望の方はご利用時にご
申請ください｡
入会金･年会費無料
対象施設：練習室１･２･３､会議室 A･B
※詳細については受付窓口にてお問い合わせください｡

July 2017

（土）

みどりアートパークを利用する方や､サークル活動に興味のある方
を対象として､施設に関することや文化活動に関することなど様々
なご質問に､館長または副館長がお答えいたします｡

〜

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

共催

（木）

〜

｢クラシック音楽への扉 2017･シーズン 2｣Vol.3

Მ

15

みどりアートパークお出かけコンサート

鉄道写真家･広田尚敬氏､広田泉氏によるトークセッション｢鉄道写真を撮る･･･｣ 【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
14:00 〜 15:30（13:30 開場） 全席自由 チケット販売中

【入場料】800 円（限定 50 席 窓口販売･ファミポート直販のみ）

｢鉄道写真を撮る･･･｣

~ 4（日） 写真展 鉄道写真家･広田泉と講座参加者による
10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
9（金）~11（日）【入場料】無料【内
容】鉄道写真展

（木）

REHEARSAL ROOM

3
9（金）
16（金）
20（火）
20（火）
24（土）
（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）

1

〜

【利用料】録音あり：１時間平日 2,500 円･日曜 3,000 円／連続２時間 5,000 円（平日のみ）
（火）
録音なし：１時間平日 1,800 円･日曜 2,000 円／連続２時間 3,000 円（平日のみ）

リハーサル室
主催

容】ピアノコンサート

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

~ 27

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

13:00 開場／ 13:30 開演

主催

【お問い合わせ先】
NPO 法人ぷかぷか
TEL：045-453-8511
E-mail：pukapuka@ked.biglobe.ne.jp
Web：http://pukapuka-pan.xsrv.jp/

主催

E-mail：inverdire.giovane@gmail.com

アフタヌーンコンサート♯2

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会
【出

場】1F ホール【入場料】1,500 円

チケット販売中

演】梅津三知代､arpeggio- 姉妹によるハープデュオ -（梅津三知代･七尾千夏子）

（月）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

