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August 2017 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

MAP BAND FES 2017 プレロビーコンサート

4
10（木）

主催

13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由（椅子席 60 席以外は立ち見）

演】青葉ミュージックフレンズ､はぴごら､めぐみーず
（金）【入場料】無料【出
【内 容】アマチュアバンドの競演でライブ演奏 ※会場はホールホワイエです

平成 29 年度

第 1 回神奈川県立霧が丘高等学校

学校説明会

《午前の部》10:30 〜受付／ 11:00 〜 12:00《午後の部》13:00 〜受付／ 13:30 〜 14:30
【入場料】無料【内

15

主催

容】学校説明会

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

（火）

10:00~20:00 のうち入替制

※申込期間は終了しましたが空枠がある場合､ご利用いただけます｡

ワン･コインコンサート Vol.21 〜わくわくドキドキ スティールパンをきこう！〜

17（木）
20（日）
26（土）

13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由（満席の場合はご入場をお断りさせていただきます）

【入場料】500 円（当日現金支払い）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皆様をお迎えいたします｡
【出 演】Okapi ／スティールパン､森悠也／ピアノ､オカピの愉快な仲間たち

ハイブリッドオペラコンサート｢スター誕生？物語｣
13:30 開場／ 14:00 開演

未就学児入場の場合は要問合せ

【入場料】前売 3,000 円／当日 3,500 円【内

容】オリジナルストーリーのオペラコンサート

私達の音楽会

【お問い合わせ先】
神奈川県立霧が丘高等学校（平野）
TEL：045-921-6934
【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】
髙松
TEL：090-7204-3595
E-mail：operasynk2015@gmail.com
Web：http://ameblo.jp/operasynk
【お問い合わせ先】
諸橋
TEL：045-983-9011

13:45 開場／ 14:00 開演（変更の場合あり）

【入場料】無料【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】ピアノ発表会

リハーサル室 REHEARSAL ROOM
ナビゲーター ニシムラ･ユウとひらく

10:00 〜 11:30 全席自由

Მ

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㈱､フォステクス電機㈱

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
①13:30 開場／ 14:00 開演 ②18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】前売 2,000 円

当日 2,500 円【内

容】芝居･語り公演

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

マリンバミニコンサート

主催

13:00 〜 14:00 定員 50 名（当日 12:00 より整理券配布）

【入場料】無料【出

演】マリンバデュオ Stucher 〜スチューチャー〜

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】童謡詩人野口雨情を研究し､童謡唱歌等を歌い広める会

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

【お問い合わせ先】
緑の風･歌のアルバム
村上
9:45 開場／ 10:15 開演 全席自由
TEL･FAX：042-735-5032
【入場料】1,000 円【内 容】なつかしい歌､新しい歌（世界の歌､日本の歌）をみんなで歌う会 E-mail：Masahiko.Murakami@jcom.home.ne.jp

ギャラリー
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~ 7（月）

（火）

主催

GALLERY
アトリエ｢小さなお花畑｣20 周年作品展〜夏畑の金魚まつり〜
10:00 〜 17:00（最終日は 13:00 まで）

【入場料】無料【内 容】トールペイント作品展示･ワークショップ･作品販売･プレゼントあり
☆3 日･6 日 19:00 〜 金魚ダンスパフォーマンス＆ぷち縁日あり

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

20（日）

10:00 〜 16:00

【参加費】無料（WS により 500 円）
【内 容】すてきなギターづくり､竹でつくるとり笛､
アフリカの楽器カリンバをつくろう､ストローのトロンボーンで音をならそう

【お問い合わせ先】
髙畑
TEL：080-5445-4407
E-mail：info@ohanabatake@gmail.com
Web：http://www.co-51.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）

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 7 月 20 日現在の情報です。

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》2017 年 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。
※定員に達し次第申込を締め切ります｡
※いただいた個人情報は本イベントと申込者への連絡のみに使用いたします｡
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《会 期》
2017 年 10 月 29 日（日）〜 11 月 5 日（日）
《出展資格》緑区在住･在勤･在学､区内サークルに参加している高校生以上の方
《出展料》500 円（高校生無料）
※作品搬入時にお支払いください｡
《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）
※展示は懸垂のため作品は額装のこと｡額幅は 10 ㎝以内（マット使用の場合はマット含む）
※ガラスのあるものは受付できません｡アクリルは可｡
《申込方法》
所定の申込書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｡（先着 120 点･一人 1 点まで）
《申込期間》2017 年 8 月 11 日（金）〜 9 月 30 日（土）
※いただいた個人情報は本イベントと申込者への連絡のみに使用いたします｡

シルバー会員登録について

シルバー会員登録をしていただきますと､通常窓口でしかご購入いた
だけないみどりアートパーク主催イベントの割引チケットを電話予約
することができます｡（※登録がないと割引チケットは電話予約できません）
《対 象》70 歳以上の方
《登録費》無料
《登録方法》
70 歳以上であることを証明できるものを持参の上､みどりアートパーク受付にて
所定の登録用紙を記入してください。
※登録は随時受け付けております｡
※いただいた個人情報は登録者への連絡のみに使用いたします｡

ポイントカードのご案内

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｡
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｡

ゴスペルワークショップ第５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｡誰でもゴスペルに親しめるワークショップ､
初心者から経験者まで楽しく歌うクラスです｡
《日 程》
9/29､10/6､10/20､11/3､11/17､12/1､12/8､12/9（リハーサル）､12/10（本番）
《参加費》10,000 円（保険料･練習用 CD･歌詞カード･コンサート費含む）
《定 員》60 名※定員を超過する申込があった場合は厳正なる抽選を行います｡
《講 師》野呂愛美､角脇真
《申込方法》
往復はがきの往信面に①郵便番号②住所③氏名④電話番号を明記の上､下記宛先
へ 8 月 15 日（火）までにご郵送ください｡
《申込先》
〒226-0027 横浜市緑区長津田二丁目 1 番 3 号
横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク ゴスペルワークショップ係
※いただいた個人情報は本イベントと申込者への連絡のみに使用いたします｡

さきどりスケジュール

スタジオ BeBe 発表会･寺井尚子カルテットコンサート

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】有料※完売･当日券なし
【お問い合わせ先】北島 TEL：045-962-5384 FAX：045-961-5800
Web：http://bebe-fancy.com

（金）

親子リトミック

【時 間】
①9:45 開場／ 10:00 開演（9 か月〜 1 歳）
②10:50 開場／ 11:05 開演（1 歳半〜 2 歳学年）
【会 場】B1F リハーサル室【入場料】1,500 円（親子二人一組）
【お問い合わせ先】いとう FAX：045-530-5525 E-mail：info＠animato-i.biz
Web：http://animato-i.biz

（土）
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ピティナステップ

【時 間】9:30 開場／ 10:30 開演（予定）
【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】松本 TEL：045-947-1400 FAX：045-943-0090
E-mail：l-ﬂat@peach.ocn.ne.jp Web：http://www.l-ﬂat.co.jp

（日）
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（水）

第 1 回｢アーティスタ･イン･霧が丘｣作品展（工芸･絵画･写真の作品展）

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料

（月）【お問い合わせ先】梅津

第 15 回みどり区民アート展作品募集
みどり区民アート展は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？

September2017
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TEL･FAX：045-921-9103

Have a good time（大学生によるアカペラライブ）
【時 間】17:30 開場／ 18:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料

（金）【お問い合わせ先】EmoHill

8

E-mail：umkouhei@fpp.itscom.net

E-mail：emohill05.kan＠gmail.com Twitter：＠Emo̲Hill̲LiVE

みんなあつまれ！ぶたくんとあそぼ♪いち･にの･さーんぽ

【時 間】10:10 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】おやこ 2,000 円／追加 1,000 円
【お問い合わせ先】NPO 法人ハッピーマザーミュージック（フォーラムアソシエ）
TEL：045-472-7093（受付時間 10:00 〜 17:00） Web：https://www.happymothermusic.net/

（金）
主催
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ヴォイストレーニングクラス⑤

8/8 申込受付開始

【時 間】14:00 〜 15:30【会 場】B1F リハーサル室【参加費】1,000 円
【定 員】60 名【講 師】野呂愛美
【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）
主催
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チリンとドロン＋いづみれいな

チケット販売中

【時 間】①10:15 開場／ 10:30 開演 ②12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F リハーサル室
【入場料】おとな 800 円／こども 300 円【出 演】松本野々歩､田中馨､いづみれいな
【対 象】1 歳〜小学 6 年生の子どもとおとな
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（土）
主催
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赤ちゃんのはじめての音楽会 チリンとドロンのコンサート チケット販売中

【時 間】10:15 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室
【入場料】おとな 800 円／こども 300 円【出 演】松本野々歩､田中馨
【対 象】0 歳〜 13 ヶ月の子どもとおとな･これからママになる方
【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）
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花まるメソッド音の森ファミリーコンサート

【時 間】①11:00 開場／ 11:45 開演②13:00 開場／ 14:00 開演③15:00 開場／ 16:00 開演
【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】花まるメソッド音の森（鈴木）TEL･FAX：03-5289-7702
E-mail：otonomori.stage@hanamarugroup.jp Web：http://www.otono-mori.com

（日）
主催

Მ

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.6
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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
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ワン･コインコンサート Vol.22 〜秋の彩り 音にのせて〜

【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】大平治世（フルート）､木村有沙（サクソフォン）
※今年度みどりアートパーク登録アーティストのお披露目コンサートです
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（水）

19

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

【時 間】12:45 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円

（火）【お問い合わせ先】 友井
主催

TEL･FAX：042-749-7306

避難訓練コンサート 2017

24

E-mail：ken.kou-365.115@ezweb.ne.jp

申込受付中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【参加費】無料
【定 員】先着 300 名（事前申込制）
【出 演】横浜市消防音楽隊
【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）
主催

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！ 申込締切 8/31

25
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（月）
【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）

〜

15（火）
18（金）
20（日）
22（火）
29（火）

｢クラシック音楽への扉 2017･シーズン 2｣Vol.5

主催

避難訓練コンサート 2017

〜

2,500 円／連続２時間 5,000 円
~16（水）【利用料】録音あり：１時間
録音なし：１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円

主催

9

Information

29

緑の風･歌のアルバム

【時

間】9:45 開場／ 10:15 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】一般 1,000 円

（金）【お問い合わせ先】村上
主催
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TEL･FAX：042-735-5032 E-mail：cookietochocorin19471110@ezweb.ne.jp

第十二回みどりアートパーク寄席｢活きの良い若手競演｣

チケット販売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【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】柳家三三､三遊亭萬橘､桂宮治
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（土）

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》

8 月 27 日（日）10:00 〜 17:00

※一組 20 分程度･予約不要

