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ホール

主催

ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

February 2018

みどりアートパーク･身体で聴こう音楽会 Vol.5
ダ･カーポコンサート〜日本のうたファンタジー〜

（土） 13:30 開場／ 14:00 開演

【お問い合わせ先】
株式会社上條制作室
【入場料】前売：大人 3,500 円／高校生以下 1,500 円 当日：大人 4,000 円／高校生以下 2,000 円
TEL：045-983-0081
【内 容】出演：野呂愛美（Vo）､角脇真（Pf）
､大塚義将（B）
､長谷川ガク（Dr）

14:30 開場／ 15:00 開演

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】無料【出

演】合唱の演奏会

ストリングコンサート

演】弦楽合奏発表会

小音楽会〜ベヒシュタインを弾く〜

【入場料】無料【出

演】ベヒシュタイン社フルコンサートピアノでのピアノ演奏

第十三回みどりアートパーク寄席｢春近し､花のお江戸へご案内｣
全席指定

ゆきゆかピアノ教室

発表会 Vol.10

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

全席自由

アフタヌーンコンサート＃４｢フルートを愉しむ｣

（木）

全席指定

【入場料】1,500 円※未就学のお子様は親子室でのご鑑賞となります｡
（限定６席･窓口販売のみ）
【出 演】アンサンブル･ラ･フォンターナ東京

第 19 回リトルコンサート

（土）

【入場料】無料【内

容】歌とピアノの発表会

後見的支援を知ろう！〜横浜市障害者後見的支援制度説明会〜
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

リハーサル室

【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】
瀧川
TEL：090-9384-6254 FAX：045-922-6138
E-mail：miharutaki0209@yahoo.co.jp

12:00 開場／ 12:30 開演

（水）

全席自由

容】後見的支援制度についての説明会

【お問い合わせ先】
横浜市健康福祉局障害企画課
TEL：045-671-3604 FAX：045-671-3566
E-mail：kf-kouken@city.yokohama.jp

REHEARSAL ROOM

第８回張扇寄席

（月）13:40 開場／ 14:00 開演
【入場料】500 円【内

全席自由

【お問い合わせ先】
冨田
TEL：090-2628-3177

未就学児入場不可

容】社会人講釈師･落語家等による寄席

長津田童謡の会

（火）

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

緑の風･歌のアルバム

（月）

Მ

【お問い合わせ先】
ゆきゆかピアノ教室
TEL：090-3433-5471

容】ピアノ教室発表会

13:30 開場／ 14:00 開演

9:45 開場／ 10:15 開演

【入場料】1,000 円【内

容】懐かしい歌､新しい歌､日本の歌､世界の歌をみんなで歌う会

街道ものがたり第五期･其の一〜神奈川道沿いの寺子屋教育〜
13:30 開場／ 14:00 開演

（土）

全席自由

未就学児入場不可

【入場料】一回券 800 円／二回通し券 1,500 円（二回通し券は窓口販売のみ）
【定
【講 演】相澤雅雄（地域史研究家）

（日）14:00 開場／ 14:30 開演

【入場料】無料（予約優先）
【内

全席自由

チケット販売中

員】60 名

横浜市長津田地域ケアプラザ 礒井純充氏 講演会
本で人とつながる｢まちライブラリー｣〜楽しみ方･作り方〜
容】
｢まちライブラリー｣提唱者礒井純充氏講演会

（日）

10:00 〜 13:00

【入場料】500 円【講

師】野村美由紀（株式会社 Woo-By.Style 代表取締役）【持ち物】筆記用具

【お問い合わせ先】
友井
TEL･FAX：042-749-7306
【お問い合わせ先】
村上
TEL･FAX：042-735-5032
【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】
長津田地域ケアプラザ（山口）
TEL：045-981-7755
FAX：045-981-7575

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 2018 年 1 月 15 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）

ギャラリー GALLERY

主催

みどりアートパーク公募写真展｢山下地域の風景｣

14 ~
19
（水）

来

10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

【入場料】無料
（月）

月のイチオシ

3

共催

4

7

主催

ワン･コインコンサート Vol.26
作曲家シリーズ第３弾｢モーツァルト｣〜オペラでめぐる
『神童』
の生涯〜

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール
【入場料】大人 1,500 円／中学生以下 500 円
TEL：045-912-1595 ／須山 TEL：042-360-1272 ／こが TEL：090-9151-0472

ワン･コインコンサート Vol.26
作曲家シリーズ第３弾｢モーツァルト｣〜オペラでめぐる『神童』の生涯〜

【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）【出 演】大山大輔（バリトン）､大町彩乃（ピアノ）
【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

9

みどりアートパーク館長トークセッション｢助成金の上手な活用法を考える｣

申込受付中

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】B1F 会議室【入場料】無料
【ゲスト】小川智紀（ヨコハマアートサイト事務局）
【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

10

企画講座 2018 中級編

【時 間】10:00 〜 17:00【会 場】B1F 会議室【入場料】500 円（当日現金支払い）
【持ち物】筆記用具､昼食【講 師】野村美由紀（株式会社 Woo-By.Style 代表取締役）
【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

（土）電化ショップサンコー新商品展示発表会

10
11

家電製品の新商品発表会

【時 間】10:00 〜 17:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】三光電気 TEL：045-981-0126
（日）

（水）

主催

11

祈りのコンサート

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【出 演】堀口加奈子（ソプラノ）､占部智美（フルート）､橘和美優（ヴァイオリン）､Torte（土橋はるか／フルート･内田小百合／ファゴット）
みどりアートパークゴスペルクワイア､横浜ブラスアンサンブル､横浜市立長津田第二小学校 5 年生
【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）

13

Start

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

主催

出演

Მ

大山 大輔（バリトン）
大町 彩乃（ピアノ）

17

18
19

時》
※一組 20 分程度･予約不要

みどりアートパークお出かけコンサート
緑区役所 お昼のロビーコンサート
《日 時》3 月 14 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》中村賢太郎（サクソフォン）､大貫夏奈（ピアノ）

午後のアルゼンチンタンゴ〜歌とヴァイオリン･ピアノによるコンサート〜
アルゼンチンタンゴを気軽に楽しんでいただくカジュアルコンサート

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児は親子室のみ可
【入場料】前売 1,500 円／当日 2,000 円【お問い合わせ先】大森 TEL：070-6632-8367
FAX：045-833-8505 E-mail：info@giraldillo.org Web：http://giraldillo.org

箏曲教室うたわ会発表会 34

発表会（箏･三弦･17 弦･フルートとの合奏）

【時 間】14:30 開場／ 15:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】岩﨑 TEL：045-922-1469 E-mail：utawakai̲kirigaoka@t.vodafone.ne.jp

（月）

20

第 17 回ピアノコンサート

ピアノの発表会（出演者は大人のみ）

【時 間】15:45 開場／ 16:00 開演（予定）【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】無料【お問い合わせ先】奈良 E-mail：pianokyoshitsunara@gmail.com

（火）

21

認知症になっても安心して暮らすには

｢認知症と向き合う｣映画上映､パネルディスカッション

他

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】長津田地区社会福祉協議会 TEL･FAX：045-984-1218（月〜土午前中）

（水）
主催

Მ

Მ

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｡

チケット販売中

（日）

主催

MAP なんでも相談日のご案内

０歳のためのコンサート｢チリンとドロンのコンサート｣

【時 間】10:15 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F ギャラリー【入場料】おとな 800 円／こども 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
【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）

オペラの世界へようこそ！劇団四季ミュージカル｢オペラ座の怪人｣､
＜井上道義 × 野田秀樹＞モーツァルト歌劇｢フィガロの結婚〜庭師
は見た！〜｣の主演を始め､ヨハン･シュトラウス｢こうもり｣の台本
執筆､MC､ナレーションなど多岐にわたり活躍をする大山大輔さんが､
モーツァルトオペラの魅力を存分にお届けします｡大町さんのピアノ
曲と共にお楽しみください｡

Information

チケット販売中

（土）

18
Მ

※定員に達した場合は入場をお断りさせていただきます｡ご了承ください｡

チリンとドロン＋しみずけんた

【時 間】
①10:15 開場／ 10:30 開演②12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F ギャラリー
【入場料】おとな 800 円／こども 300 円【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）

主催

【入場料】500 円（全席自由･定員 300 名）
【曲 目】
《フィガロの結婚》より 訴訟に勝っただと？
《コジ･ファン･トゥッテ》より 女達よ､貴女がたはよく浮気をする
《ドン･ジョヴァンニ》より 窓辺においでよ 他

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｡

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円
【お問い合わせ先】友井 TEL･FAX：042-749-7306

（火）

13:30 14:00

2 月 18 日（日）10:00 〜 16:00

さきどりスケジュール

（土）

3/
7

《日

March 2018

青い地球にことばの種を！〜谷川俊太郎さんと谷川賢作さんをお迎えして〜

（水）

区民企画委員 “アート UP くらぶ” がお届けする

Open

【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）【お問い合わせ先】菅野

チケット販売中

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【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 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【出 演】柳家小里ん､橘家圓太郎､柳亭市江 他

13:00 開場／ 14:00 開演

（日）

主催

【お問い合わせ先】
重松
TEL：042-705-9315
E-mail：masahiro.shigematsu@aqua.plala.or.jp

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

（土）

12
13
19
24
25

【お問い合わせ先】
小林
E-mail：michikoba-0325@ezweb.ne.jp

14:40 開場／ 15:00 開演 全席自由 未就学児入場不可

【入場料】無料【出

（月）

Მ

【お問い合わせ先】
寺岡
TEL：090-1107-6938
E-mail：thomastallinu@gmail.com

企画講座 2018 初級編
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主催

全席指定

タリヌスコラーズ第１回定期演奏会

（日）

主催

演】ダ･カーポ

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

野呂愛美コンサート Sorriso 〜笑顔をあなたに〜

（土）

Მ

全席自由（体感音響システム利用席は指定）

【入場料】無料※要事前申込【出

（日）

主催

申込受付終了

〜

3
4
10
11
12
17
18
22
24
28

会議室 CONFERENCE ROOM

HALL

23

おしゃべりジャズ倶楽部 12 “ラジヲデイズ Part3”

チケット販売中

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 全席指定 未就学児入場不可
【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者 2,000 円／ペア 5,000 円
【出 演】鵜飼一嘉､深水洋 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）

24

街道ものがたり第五期･其の二〜大山街道沿いの寺子屋教育〜

チケット販売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 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】800 円【講 演】相澤雅雄（地域史研究家）
【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）

25

モーツァルト､アリアは弾けてバトルする

モーツァルトのオペラよりアリアと二重唱をたっぷり歌います｡日本語で歌います｡

【時 間】14:00 開場／ 14:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可（要問合せ）
【入場料】一般 3,000 円／ 20 歳以下 1,500 円【お問い合わせ先】佐山 TEL･FAX：045-334-0525
E-mail：sayama-ongaku@mail.goo.ne.jp Web：http://home.catv-yokohama.ne.jp/55/s-ongaku

（日）

27

横浜市立鴨居中学校吹奏楽部 30th Regular Concert
吹奏楽部定期演奏会

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】浜野 TEL：045-934-3871 FAX：045-934-8739
E-mail：ak00-hamano@city.yokohama.jp

（火）

27

あかね台中学校音楽部スプリングコンサート
合唱とリコーダー演奏

【時 間】18:15 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】横浜市立あかね台中学校 TEL：045-985-5010

（火）

28

なつメロでこんにちわ

懐かしい歌をきいたり歌ったりする

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール
【お問い合わせ先】日髙 TEL･FAX：045-982-8177

（水）

30

全席自由【入場料】無料

緑の風･歌のアルバム

みんなで歌おう懐かしい歌､新しい歌

【時 間】9:45 開場／ 10:15 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】1,000 円
【お問い合わせ先】村上 TEL：090-9107-7290 FAX：042-735-5032

（金）

30

Spring コンサート

箏､三弦､尺八の合奏､チェロ､コントラバスとのコラボ

【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】鈴木 TEL･FAX：045-983-0958

（金）

30

公開リハーサル

｢75 歳･植木武裕｣ソロ歌唱＆｢気楽に楽しく｣合唱団の公開リハーサル

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料
【お問い合わせ先】植木 TEL：080-4433-5223 FAX：045-342-5223
E-mail：uekitakehiro@mtd.biglobe.ne.jp

（金）

