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December 2017 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
リハーサル室

HALL
佐藤のりこ門下生声楽発表会

（金）

【入場料】無料【内

小音楽会

（金）

共催

容】声楽･オペラアンサンブルコンサート

18:00 開場／ 18:15 開演 全席自由

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

長津田音祭り 2017

（日）

Მ

【お問い合わせ先】
村上
TEL：045-731-0545

一部･二部 11:00 開場／ 12:00 開演

三部 17:30 開場／ 18:00 開演

【入場料】一部･二部：無料（要整理券※当日 10:00 より配布）
三部：2,000 円（ワンドリンク or ワンフード付き）

第 3 回マザプラスまつり

（木）

主催

10:00 〜 15:00 ※会場はホワイエです

【入場料】無料【ワークショップ参加費】500 円（一部無料）
【内

14:30 開場／ 15:00 開演 全席自由

【入場料】無料【出

青葉吟詠会

（月）

演】みどりアートパークゴスペルクワイア､チェーロ､野呂愛美､角脇真

吟詠大会

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

容】詩吟の発表会

ワン･コインコンサート Vol.24 〜フルートとサクソフォン 冬の競演〜
13:30 開場／ 14:00 開演

（水）

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）
【出 演】鈴木研吾／サクソフォン､自由ノート（占部智美･中村音舞／フルート､柳田桜／ピアノ）

大人のピアノ教室

（日）

容】ギター発表会

志村ギター教室 発表会

山田彩実ピアノリサイタル

【お問い合わせ先】
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 未就学児は親子室（一人で鑑賞できる子は客席） 山田
TEL：090-9370-8578
【入場料】一般 2,000 円／学生 500 円（当日券：一般 2,500 円／学生 1,000 円）
E-mail：mich.yam.oslb@gmail.com
【内 容】ピアノ独奏によるクラシック音楽のコンサート

（金）

Მ

【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】
志村
TEL･FAX：045-981-1554
E-mail：g-lesson@shimura-guitar.com
Web：http://www.shimura-guitar.com

11:30 開場／ 12:00 開演 全席自由

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
鈴木
TEL：090-9238-8618
FAX：045-981-6626

ピアチェーレ♪がおくる 0 歳からのクリスマスコンサート

（日）

10:00 開場／ 10:30 開演

全席自由

【入場料】大人 1,000 円／子ども 500 円【内

佐藤

（日）

野地

【お問い合わせ先】
フォーラムアソシエ
TEL：045-472-7093
E-mail：piacere.musique@gmail.com
容】乳幼児おやこを対象としたクリスマスコンサート Web：http://piacere-music.jimdo.com/

合同ピアノ発表会

【お問い合わせ先】
野地
TEL：090-2527-2440

14:00 開演（予定）

【入場料】無料【内

容】ピアノ演奏

ギャラリー GALLERY
Hawaiian Quilt Show/Hawaiian Quilt Kananaka

30 ~
3

11/

（木）

10:00 〜 19:00（最終日は 17:00 まで）

【入場料】無料【内
（日）

16
17

主催

主催

Მ

【お問い合わせ先】
カクナカ
TEL：080-1036-6479

容】ハワイアンキルト作品展

チリンとドロン + えほん

（土）

①10:15 開場／ 10:30 開演

②12:45 開場／ 13:00 開演

チケット完売

【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円【対 象】1 歳〜小学 6 年生の子どもとおとな

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｣
10:15 開場／ 10:30 開演

（日）

【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円
【対 象】お誕生日前の 0 歳〜 13 か月の子どもとおとな･これからママになる方

チケット販売中

【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）

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 11 月 25 日現在の情報です。

【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

干支まつり〜仔犬のカレンダーボックスをつくりませんか〜

（金）

共催

①13:30 〜 14:30

②15:00 〜 16:00 要予約

【参加料】1,000 円（材料費･お菓子代込み）
【内

容】トールペイントで干支づくり

明日の語り手によるおはなし発表会

（日）12:50 開場／ 13:00 開演
【入場料】無料（要予約）
【内

容】おはなしのワークショップと小学生から大人の語りの会

緑の風･歌のアルバム

（月）

9:45 開場／ 10:15 開演 全席自由

【入場料】1,000 円【内

容】懐かしい歌､新しい歌（世界の歌､日本の歌）をみんなで歌う会

Information
2018 みどりアートパーク公募写真展
出品作品募集中

1
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〜魅力ある山下地域の風景｡残したい街の風景｡懐かしい昔の街の風景〜

今回のみどりアートパーク公募写真展は､緑区の北部に位置する北八朔町･
西八朔町･小山町･青砥町地域を対象とします｡ 鶴見川 ( 谷本川 ) と恩田川に
挟まれ､青葉区寺家につながる三角地の先端に位置しており､東名高速により
青葉区と分断､土地中央に尾根が張り出すという特徴的な地形を成し､農地や
まとまった樹林地に囲まれ､美しい生活環境のある地区｡そんな魅力ある
山下地域の現代と昔の風景写真を公募します｡
《募集テーマ》「山下地域の風景」
《会 期》2018 年 2 月 14 日（水）〜 2 月 19 日（月）
《出展料》無料※応募に係る費用は応募者の負担となります。
《応募方法》みどりアートパークのホームページ､または配布する募集要項を
よくご確認の上､応募要項に必要事項を記入して写真とともに､みどりアート
パークまたは山下地域交流センター､山下みどり台小学校コミュニティハウスへ
持参または郵送してください。
《募集期間》平成 29 年 10 月 11 日（水）〜 平成 30 年 1 月 10 日（水）

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､館長がお答えいたします｡
《日 時》

12 月 24 日（日）10:00 〜 17:00

主催

《日

時》12 月 3 日（日）
一部･二部 11:00 開場／ 12:00 開演 三部 17:30 開場／ 18:00 開演
《料 金》一部･二部：無料（要整理券※当日 10:00 より配布）全席自由
三部：2,000 円（ワンドリンク or ワンフード付き） 全席指定
《会 場》横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク ホール
《出 演》長津田囃子保存会､御前田喜楽会､むつみ幼稚園､長津田小学校､福澤優加 with
田奈中学校吹奏楽部､Heartstrings､みどりグランデコーア･こーる JiJi､
田奈中学校合唱部､おぬきのりこ､谷口栄治､遠藤征志､Mark Tourian､
室賀紀子､みどりアートパークゴスペルクワイア･クワイアチェーロ､
山浦眞緒 & 松田裕子､東工大管弦楽団 弦楽カルテット
《主 催》長津田音祭り実行委員会
《共 催》緑区役所､横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク
《後 援》長津田自治連合会､長津田商店街協同組合､長津田地区社会福祉協議会､
長津田地域ケアプラザ
★みどりアートパーク内ホワイエにて｢ながつた市｣開催
★長津田駅北口駅前ロータリーにて｢長津田フリーマーケット｣同時開催

さきどりスケジュール

長津田童謡の会

野口雨情愛の音楽会

TEL･FAX：042-749-7306
申込期間 11/1 〜 11/30

（火）
【時 間】各日 10:00 〜 20:00（２時間ごと･入替制）
【会 場】1F ホール
【利用料】録音あり：6,000 円／録音なし：4,000 円
※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｡
（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）
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ワン･コインコンサート Vol.25 〜トランピアの陽気な木曜日〜

【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（当日現金支払い）
※満席の場合はご入場いただけません｡
【出 演】トランピア（鬼頭伸明･秋山俊介･服部美沙･坂井志帆）
【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 第 9 回〜

（土）
【時 間】各日 10:00 〜 17:00【会 場】1F ホールなど
【参加費】800 円【定 員】20 名（先着順）
【講 師】行貝チヱ（写真家）
､小山ゆうな（演出家）､大島広子（舞台美術家）
（日）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

白山高校美術展

（金）
【時

間】10:00 〜 18:00【会

申込受付中

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

【お問い合わせ先】長崎 TEL：045-933-2805

FAX：045-935-0573

（日）Web：http://www.hakusan-h.pen-kanagawa.ed.jp/

共催

21

表現の市場

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会

（日）【お問い合わせ先】NPO 法人ぷかぷか

場】1F ホール【入場料】無料
TEL：045-453-8511

知って得する食講座

25

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】300 円
【お問い合わせ先】野村 TEL：090-3420-8942 FAX：045-981-9875
E-mail：k.live-well0221@ezweb.ne.jp

緑区役所 お昼のロビーコンサート

この冬も音楽好きは長津田へ！！

【お問い合わせ先】
村上
TEL･FAX：042-735-5032

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

9
10

13
14
共催
19
21
主催

みどりアートパークお出かけコンサート

長津田音祭り 2017

【お問い合わせ先】
芝
TEL･FAX：045-909-0236
E-mail：shoko.erzahler@hotmail.co.jp
Web：http://www.katarite.com/

（木）

※一組 20 分程度･予約不要

《日 時》12 月 20 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》福澤優加（トロンボーン）
､梨本卓幹（ピアノ）

【お問い合わせ先】
髙畑
TEL：080-5445-4407
E-mail：info.ohanabatake@gmail.com

January2018

（火）【お問い合わせ先】友井
主催

【お問い合わせ先】
友井
TEL･FAX：042-749-7306

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円

〜

容】ピアノ発表会

【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）

【お問い合わせ先】
あおばピアノの部屋（北條）
TEL：090-6109-8163
E-mail：lesson@aobapiano.com
Web：http://aobapiano.com

Joyful Concert

（土）

13:15 開場／ 13:30 開演

【お問い合わせ先】
マザプラス
E-mail：y-midorimama@hotmail.co.jp

（火）

野口雨情愛の音楽会

13:00 開場／ 14:00 開演

〜

後援

容】ワークショップなど

みどりアートパークゴスペルコンサートⅤ

（日）

主催

【お問い合わせ先】
長津田音祭り実行委員会 事務局
TEL：045-981-0803
FAX：045-988-1803
E-mail：nagatsuta.otomatsuri@gmail.com

12
15
17
18

長津田童謡の会

〜

1
1
3
7
10
11
13
16
17
22
24
24

【お問い合わせ先】
佐藤
TEL･FAX：042-760-8114

11:40 開場／ 12:00 開演 全席自由

REHEARSAL ROOM

（木）
主催
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舞台講座｢ゼロから創る舞台｣その３〜落語会の舞台をつくる〜

申込期間 1/27 まで

【時 間】13:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【参加費】500 円（保険料含む･当日現金支払い）
【講 師】草柳俊一 ※動きやすい服装でお越しください
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（日）

29

緑の風･歌のアルバム

【時 間】9:45 開場／ 10:15 開演【会

（月）【お問い合わせ先】村上

場】B1F リハーサル室【入場料】1,000 円

TEL･FAX：042-735-5032

下記日程は年末年始の休館日です

12月29日（金）〜1月3日（水）
䜖䜛䜻䝱䝷䛯䛱䜒䜔䛳䛶䛟䜛䘊
䜖
ミドリン

