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July 2017

ホール

ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
ギャラリー GALLERY

HALL
長津田キリスト教会創立 60 周年記念

森祐理コンサート

【入場料】無料（要整理券※親子席･乳児同伴席は要予約）
【内 容】歌のコンサート

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”
18:30 開場／ 19:00 開演

主催

Მ

全席指定

未就学児入場不可

チケット販売中

【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､横田郁美（ゲスト）

SUMMER CONCERT

容】ピアノ発表会

第 131 回緑区民音楽祭ふれあいコンサート

13:30 開場／ 14:00 開演

【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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【お問い合わせ先】
本渡
TEL･FAX：045-932-5321
E-mail：fhondo.0387@tbz.t-com.ne.jp
Web：http://concert.happy.mepage.jp/

仲道郁代ピアノ･リサイタル

【入場料】前売 3,000 円【内
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【お問い合わせ先】
高木
TEL：045-961-2770
E-mail：takagipiano5326@gmail.com

13:15 開場／ 13:45 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
須田
TEL：045-984-3349（受付 9:00 〜 17:00）

未就学児入場不可

容】ピアノ･リサイタル

トリオ･リベルタ クラシカル･スペシャル

【お問い合わせ先】
カンフェティ
18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定
TEL：0120-240-540
【入場料】一般 4,000 円【内 容】トリオ･リベルタ初のオール･クラシック･プログラムによるコンサート Web：http://www.trio-libertad.com

主催

Მ
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（火）

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コレクション〜

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【参加費】1ワークショップ 100 円【定 員】1ワークショップ先着 20 名【講 師】難波圭一､木皮成､ TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
（金）野呂愛美､立山ひろみ､大島広子 他【内 容】声優体験､舞台照明､ダンス､ミュージカル､舞台美術 他

各日 10:00 〜 17:00

~ 28

全 8 ワークショップ

申込受付中

混声合唱団カンパニュラ 3rd Concert

【入場料】1,000 円【内

容】混声合唱コンサート（指揮さとう順子 ピアノ山口真広）

Inverdire Giovane 第 3 回三縄みどり門下定期演奏会
13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】一般 2,000 円／学生 1,000 円【内

主催

Მ

容】声楽演奏会･オペラハイライト

アフタヌーンコンサート＃2｢グランドハープを愉しむ｣

チケット販売中

13:30 開場／ 14:00 開演 全席指定 ※未就学のお子様は親子室でご鑑賞ください｡（限定６席･窓口販売）

【入場料】1,500 円【出

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）

【お問い合わせ先】
Inverdire Giovane 事務局
E-mail：inverdire.giovane@gmail.com
【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

リハーサル室 REHEARSAL ROOM

だれもが個性輝くミュージシャン〜カズドラ･ライブ in 長津田〜

【お問い合わせ先】
岩間
13:45 開場／ 14:00 開演
【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） TEL：080-1259-5751
E-mail：chiaki@u00.itscom.net
【内 容】障がい者ドラムコンサート･来場者も一緒に手づくり楽器演奏･ドラム体験

2（日）
11（火）
14（金）
17（月）
18（火）

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 2017･シーズン 2｣Vol.4

主催

Მ

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㈱

ヴォイストレーニングクラス④

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

第６回張扇寄席

13:40 開場／ 14:00 開演

【入場料】500 円
【内 容】社会人講釈師･落語家などによる寄席

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会
13:00 開場／ 14:00 開演

【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

【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】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
冨田
TEL：090-2628-3177
【お問い合わせ先】
友井
TEL：042-749-7306

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 6 月 21 日現在の情報です。

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

~16（日）

10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）

【入場料】無料【内 容】パッチワークキルト展

（水）

ネット神奈川かもめ

~ 31
（月）

第４回夢追いかけて展

【お問い合わせ先】
井上
TEL：045-472-2156

10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

【入場料】無料【内 容】絵手紙展覧会

夏休み！イベント特集
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みどりアートパーク
おいでよ！劇場 遊ぼう！表現のひろばで

1
7

《日 程》7 月 25 日（火）〜 28 日（金）全 8WS《会 場》1F ホール
《対 象》中学生･高校生《定 員》各 20 名（1WS ）
《参加費》100 円（1WS）
《内 容》7/25 声優体験･舞台のお話と照明､7/26 ストリートダンス・歌おう
ミュージカル､7/27 表現を活かせるテキストの読み方･舞台空間の作り方､7/28
えんげきを作ろう
《申込方法》事前申込制（窓口･電話）
※先着順

みどりアートパーク子どもプログラム 2017

夏休みの課外活動！みどりアートパークでワン･コインコンサート
（出演：スティールパン Okapi）のスタッフ体験をしてみませんか？
《日 程》8 月 17 日（木）
《会 場》1F ホール
《対 象》小学 5 年生〜中学 3 年生《定員》20 名（同伴不可）
《参加費》無料
《申込方法》往復はがきの往面に住所･氏名･年齢･学年･連絡先を明記の上､郵送
にてお申し込みください｡申込者が 20 名を超えた場合は抽選となります｡
尚､当選後のキャンセルは受け付けられません｡
《申込締切》7 月 20 日（木）
※消印有効

みどりアートパーク
夏休み！子ども音づくり わくわくフェスタ

夏休みの子供向け参加型･体験型ワークショップ｡みどりアートパーク
で体験できる楽器作りとミニコンサート｡

《日 程》8 月 20 日（日）10:00 〜 16:30《会 場》B1F ギャラリー･リハーサル室
《対 象》小学生（マリンバミニコンサートはどなたでも）
①マリンバミニコンサート＆体験（13:00 〜 14:00）
《定 員》50 名《入場料》無料
②WS１｢すてきなギターづくり｣（10:00 〜 12:00･14:00 〜 16:00）
《定 員》各回 12 人《参加費》500 円
③WS2｢アフリカの楽器カリンバをつくろう｣（14:00 〜 16:00）
《定 員》10 人《参加費》500 円
④WS3｢竹でつくるとり笛｣（10:00 〜 13:30）
※所要時間 15 分
《定 員》50 名《入場料》無料
⑤WS4｢ストローのトロンボーンで音をならそう｣
（10:00 〜 16:00）
※所要時間 15 分
《定 員》100 名《入場料》無料
《申込方法》
②〜③は事前申込制（窓口･電話にて 7 月 11 日から申込受付※先着）
④⑤は当日先着（申込不要） ①は当日 12:00 より整理券配布

長津田ふれあいサマ−フェスタ 2017

毎年開催している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 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
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
《出 演》古田朝映（子供向けライブ）
・むつみ幼稚園による発表会
■長津田商店街夕焼けカフェ（16:00 〜 20:00）
※雨天決行
《出 演》MAP アマチュアバンド（スペシャルライブ）
・廣瀬めぐみ
主催：長津田商店街協同組合

Information
避難訓練コンサート 2017

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 24 日（日）13:30 開場 14:00 開演
《入場料》無料 《会 場》1F ホール
《出 演》横浜市消防音楽隊《定 員》先着 300 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日中連絡のとれる電話番号 ③当日の参加人数
※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（火）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。

August 2017

（火）

歌ったり､踊ったり､演じたり､それからファンタジーの世界を作ったり､
様々な舞台やドラマの楽しみ方をこの夏体験できる４日間｡

【お問い合わせ先】
印南
TEL：090-3247-0469
FAX：03-5482-0212

さきどりスケジュール

アトリエ｢小さなお花畑｣20 周年作品展〜夏畑の金魚〜

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 13:00 まで）
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】髙畑 TEL：080-5445-4407 E-mail：info.ohanabatake@gmail.com

（月） Web：http://www.co-51.com

主催
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MAP BAND FES 2017

プレロビーコンサート

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホールホワイエ【入場料】無料
※椅子席 60 席以外は立ち見となります【出 演】青葉ミュージックフレンズ､はぴごら､めぐみーず
【内 容】アマチュアバンドの競演でライブ演奏
【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）
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平成 29 年度

【時
【会

第１回神奈川県立霧が丘高等学校 学校説明会

間】午前の部：10:30 〜受付／ 11:00 〜 12:00 午後の部：13:00 〜受付／ 13:30 〜 14:30
場】1F ホール【入場料】無料

（木）【お問い合わせ先】霧が丘高等学校（平野） TEL：045-921-6934
主催

Მ
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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 2017 シーズン 2｣Vol.5

チケット販売中

【時 間】10:00 〜 11:30【会 場】B1F リハーサル室【入場料】700 円
【定 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㈱
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（火）

主催

15
16

主催
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みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！ 申込締切 7/15

（火）
【時

間】各日 10:00 〜 20:00（入替制）【会 場】1F ホール
【利用料】録音あり：１時間 2,500 円／連続２時間 5,000 円
録音なし：１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円
（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（土）
30（日）
31（月）

14:30 開場／ 15:00 開演

【お問い合わせ先】
安達
TEL：090-2649-8220
E-mail：campanula.oﬃce@gmail.com

（木）

〜

1（土）
7（金）
8（土）
9（日）
14（金）

12:30 開場／ 13:00 開演

ワン･コインコンサート Vol.21

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】500 円
【出 演】オカピ（スティールパン）森悠也（ピアノ）､オカピの愉快な仲間たち
※子どもプログラム同時開催につき､当日は子どもスタッフがお客様をお迎えいたします
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（木）
主催
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みどりアートパーク

子どもプログラム 2017

申込締切 7/20

【時 間】10:00 〜 16:30【会 場】1F ホール【参加費】無料
【定 員】20 名※申込多数の場合は抽選【対 象】小学 5 年生〜中学 3 年生
【内 容】ワン･コインコンサートのスタッフ体験
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（木）

18

うろのひびきの生音付き芝居＆語り 怪し･恐し･楽し−怖い話−紙一重の向こう側

【時 間】①13:30 開場／ 14:00 開演②18:00 開場／ 18:30 開演
【会 場】B1F リハーサル室 全席自由 未就学児入場不可【入場料】前売 2,000 円
【お問い合わせ先】うろのひびき TEL：070-5455-4155 FAX：045-952-5911
E-mail：uronohibiki@outlook.jp Web：http://www.uronohibiki.com

（金）
主催
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みどりアートパーク 夏休み 音づくり子どもわくわくフェスタ

【時 間】10:00 〜 16:00【会 場】B1F ギャラリー･リハーサル室【参加費】無料〜 500 円
【定 員】20 名〜 100 名【対 象】小学生（ミニコンサートはどなたでも） 7/11 申込受付開始
【内 容】体験できる楽器作りとミニコンサート ※プログラムにより要申込
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（日）

20

ハイブリッドオペラコンサート｢スター誕生？物語｣

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】前売 3,000 円／当日 3,500 円
【お問い合わせ先】髙松 TEL：090-7204-3595 E-mail：operasynk2015@gmail.com
Web：http://ameblo.jp/operasynk

（日）

22

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】 友井

26

私達の音楽会（ピアノ発表会）

【時

間】13:45 開場／ 14:00 開演【会

（土）【お問い合わせ先】諸橋

29

場】B1F リハーサル室【入場料】500 円

TEL：042-749-7306

緑の風･歌のアルバム

【時

間】9:45 開場／ 10:15 開演【会

（火）【お問い合わせ先】村上

場】1F ホール【入場料】無料

TEL：045-983-9011

場】B1F リハーサル室【入場料】一般 1,000 円

TEL･FAX：042-735-5032 E-mail：Masahiko.Murakami@jcom.home.ne.jp

MAP なんでも相談日

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｡
《日 時》
7 月 30 日（日）10:00 〜 17:00 ※毎月１回開催（次回予定 8 月 20 日）
※一組 20 分程度･予約不要

