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ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
リハーサル室

HALL
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〜
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（日） 13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】大人 1,500 円／中学生以下 500 円【主 催】NPO 法人語り手たちの会

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〜

（水） 13:30 開場／ 14:00 開演

※定員に達した場合はご入場いただけません｡

演】大山大輔（バリトン）
､大町彩乃（ピアノ）

【お問い合わせ先】
菅野 TEL：045-912-1595
須山 TEL：042-360-1272
こが TEL：090-9151-0472
【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

祈りのコンサート〜あの日を忘れない〜

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【入場料】無料【出 演】堀口加奈子､占部智美､橘和美優､大間史絵､Torte､横浜ブラスアンサンブル､ TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
横浜市立長津田第二小学校 5 年生､みどりアートパークゴスペルクワイア 他

13:00 開場／ 13:30 開演

（日）

全席自由

※当日会場で寄付金を募ります｡集まった寄付金は被災した地域の文化や芸術を支援している
団体に寄付させていただきます｡

第 71 回コーロピアチェーレ発表会

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【出

演】声楽演奏会

午後のアルゼンチンタンゴ〜歌･ヴァイオリン･ピアノによるコンサート〜
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 未就学児は親子室のみ可

（日）

【入場料】前売 1,500 円／当日 2,000 円
【内 容】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

箏曲教室うたわ会

（月）

14:30 開場／ 15:00 開演

【入場料】無料【出

発表会 34

演】発表会（箏･三弦･17 弦･フルートとの合奏）

15:45 開場／ 16:00 開演（予定） 全席自由 未就学児入場不可

【入場料】無料【出

演】ピアノの発表会（出演者は大人のみ）

認知症になっても安心して暮らすには

（水）

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

容】｢認知症と向き合う｣映画上映､パネルディスカッション 他

おしゃべりジャズ倶楽部 12 “ラジヲデイズ Part3”

【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
【お問い合わせ先】
岩﨑
TEL：045-922-1469
E-mail：utawakai̲kirigaoka@t.vodafone.ne.jp

第 17 回ピアノコンサート

（火）

Მ

全席自由

【入場料】500 円（当日現金支払い）【出

（木）

主催

申込終了

【お問い合わせ先】
奈良
E-mail：pianokyoshitsunara@gmail.com
【お問い合わせ先】
長津田地区社会福祉協議会
TEL：045-984-1218（月〜土午前中）

モーツァルト､アリアは弾けてバトルする

14:00 開場／ 14:30 開演 全席自由 未就学児入場不可（要問い合わせ）

（日）

【入場料】一般 3,000 円／ 20 歳以下 1,500 円
【内 容】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｡

横浜市立鴨居中学校吹奏楽部 30th Regular Concert

（火）13:30 開場／ 14:00 開演
【入場料】無料【内

容】吹奏楽部定期演奏会

横浜市立あかね台中学校音楽部スプリングコンサート

（火）

18:15 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】合唱とリコーダー演奏

なつメロでこんにちわ

（水）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】なつかしい歌をきいたり歌ったりする

Spring コンサート

（金）

12:30 開場／ 13:00 開演

【入場料】無料【内

容】箏･三弦･尺八の合奏､チェロ･コントラバスとのコラボ

【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
【お問い合わせ先】
浜野
TEL：045-934-3871 FAX：045-934-8739
E-mail：ak00-hamano@city.yokohama.jp
【お問い合わせ先】
横浜市立あかね台中学校
TEL：045-985-5010
【お問い合わせ先】
日髙
TEL･FAX：045-982-8177
【お問い合わせ先】
鈴木
TEL･FAX：045-983-0958

ギャラリー GALLERY

10 ~
11
（土）

電化ショップサンコー新商品展示発表会
10:00 〜 17:00

（日）【入場料】無料【内

容】家電製品の新商品発表会

【お問い合わせ先】
三光電気
TEL：045-981-0126

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 2 月 7 日現在の情報です。

長津田童謡の会

（火）

主催

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

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〜
13:30 開場／ 14:00 開演

（土）

Მ

全席自由 未就学児入場不可

チケット販売中

【入場料】一回券 800 円【定 員】60 名
【講 演】相澤雅雄（地域史研究家）

緑の風･歌のアルバム

（金）

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

【お問い合わせ先】
友井
TEL･FAX：042-749-7306
【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】
村上
TEL･FAX：042-735-5032

公開リハーサル

【お問い合わせ先】
植木
13:30 開場／ 14:00 開演
TEL：080-4433-5223 FAX：045-342-5223
【入場料】無料【内 容】
｢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 E-mail：uekitakehiro@mtd.biglobe.ne.jp

（金）

Information
Info
rmation
みどりアートパーク館長トークセッション開催

4

April 2018

3

｢ヨコハマアートサイト｣の活動と助成金のお話を､具体的な手続きの方法や質問コーナーを交えながら伺います｡
《日 時》3 月 9 日（金）18:00 開場／ 18:30 開演 《会
《ゲスト》小川智紀（ヨコハマアートサイト事務局）

場》B1F 会議室 《入場料》無料

3
4
5

【提携】区民ミュージカル｢カ･ラ･フ･ル｣発表会開催

6

時》3 月 18 日（日）10:00~16:00

7

主催

主催

《内 容》開館 5 周年記念イベントやワン･コインコンサートの企画･制作･運営､企画講座･舞台講座の受講
《資 格》みどりアートパークでの催し物の企画制作に興味･関心のある 18 歳以上で月 1 回の企画委員会に参加できる方
《募集人数》10 名程度《任 期》2018 年 4 月 1 日（日）〜 2019 年 3 月 31 日（日）
《応募期間》2018 年 3 月 1 日（木）〜 3 月 20 日（火）
《応募方法》所定の応募用紙を記入の上､みどりアートパークへ FAX･郵送またはご持参ください｡
※応募者多数の場合は書類選考を行うことがございます｡（緑区在住者優先）
※給与･謝礼･交通費等の支給はございません｡
※いただいた個人情報は企画委員登録･応募者への連絡･傷害保険契約以外には使用いたしません｡

第 34 回かながわ音楽コンクール ヴァイオリン部門
幼児〜一般によるヴァイオリンのコンクール予選

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 3 歳以下入場不可【入場料】無料
【お問い合わせ先】塚田 TEL：045-227-0779 FAX：045-227-0095
E-mail：k-tsukada@kanagawa-shimbun.jp Web：http://www.kanaloco.jp

クラシック音楽への扉シーズン３･Vol.1

チケット販売中

【時 間】10:00 〜 11:30（9:45 〜受付）【会 場】B1F リハーサル室 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】1 回券 800 円／ 6 回券 A（Vol.1~6）4,500 円／ 6 回券 B（Vol.7~12）4,500 円
【講 師】ニシムラ･ユウ【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

13

ヴォイストレーニングクラス①

3/14 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【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）

脊椎医療の今
脊椎治療の講演会

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（要申込）
【お問い合わせ先】品川志匠会病院健康公開講座係 TEL：03-5781-0705 FAX：03-5781-0825
E-mail：hello@shinyoko-spine.jp

17

ワン･コインコンサート Vol.27

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

（火）

18

公開リハーサル

主催

75 歳･植木武裕ソロ歌唱､｢気楽に楽しく｣合唱団､｢緑区､この街が好き｣合唱団

【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】植木 TEL：080-4433-5223 FAX：045-342-5223

（水）

20

みどりアートパーク開館５周年記念つのだ☆ひろオンステージ

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･障がい者割引 2,000 円／ペア 5,000 円
【出 演】つのだ☆ひろ 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）

22

親子リトミックコンサート
親子リトミックコンサート

【時 間】
①9:45 開場／ 10:00 開演②11:00 開場／ 11:15 開演【会 場】B1F リハーサル室
【入場料】500 円（要予約）【お問い合わせ先】伊藤 TEL：090-9076-2364
E-mail：info@animato-i.biz Web：http://www.animato-i.biz/concert/

（日）

みどりアートパークでイベント当日の運営のお手伝いをしていただけるボランティアスタッフを募集します｡

催し物の企画制作を学び事業を提案､みどりアートパークと協働で事業を開催する企画委員を募集します｡

東洋医学 春の巻

（日）

【募集】運営ボランティア募集

【募集】区民企画委員アート UP くらぶ第 5 期メンバー募集

10

15

みどりアートパークの主催イベントを鑑賞し､感想や意見をレポートしていただく区民モニターを募集します｡

《内 容》みどりアートパーク主催イベント当日の運営（お客様の受付･案内等）※ノルマ等はございません
《資 格》みどりアートパークのイベントに興味･関心のある 18 歳以上の方
《募集人数》10 名程度《任 期》2018 年 4 月 1 日（日）〜 2019 年 3 月 31 日（日）※期間中随時参加可能
《応募方法》所定の応募用紙を記入の上､みどりアートパークへ FAX･郵送またはご持参ください｡
※登録制のボランティアスタッフであり､給与･謝礼･交通費等の支給はございません｡尚､活動前にオリエンテーションと
簡単な研修がございます｡
※保険加入の都合上､参加を希望する催事日の一週間前までにお申込みいただく事前申込制です｡
※いただいた個人情報はボランティア登録･応募者への連絡･傷害保険契約以外には使用いたしません｡

知って得する食講座
【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

（金）

毎年秋に開催する区民公募による美術展｢みどり区民アート展｣を一緒に創りあげる実行委員を募集します｡

《内 容》みどりアートパークの主催イベントを年間 3 本鑑賞または参加し､意見や感想を原稿用紙一枚程度にまとめて
提出｡また､自身の SNS（Twitter･FaceBook･instagram 等）でイベントについての発信やみどりアートパークで開催する
意見交換会（年間 1 回）へ参加。
《資 格》みどりアートパークのイベントに興味･関心のある横浜市緑区在住･在勤･在学の 18 歳以上の方
《募集人数》10 名程度《任 期》2018 年 4 月〜 2019 年 3 月 《申込期間》2018 年 3 月 1 日（木）〜 3 月 20 日（火）
《申込方法》所定の申込用紙を記入の上､みどりアートパークへ FAX･郵送またはご持参ください｡
※無報酬のボランティアです｡給与･謝礼･交通費等の支給はございません｡尚､応募者多数の場合は選考がございます｡
※いただいた個人情報はモニター登録･申込者への連絡以外には使用いたしません｡

参加者とともに歌い合う集い

（火）
主催

《内 容》みどり区民アート展の企画･運営･広報 《対 象》月 1 回の実行委員会（平日昼間）に参加できる方
《申込期間》2018 年 3 月 15 日（木）〜 4 月 15 日（日）
《申込方法》所定の申込用紙を記入の上､みどりアートパークへ FAX･郵送またはご持参ください｡
※いただいた個人情報は実行委員登録･申込者への以外には使用いたしません｡

【募集】区民モニター “MAP モニター” 募集

歌声喫茶ともしび in 長津田
【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】2,000 円
【お問い合わせ先】桜田 TEL：03-6907-3801 FAX：03-6907-3812

（土）

※一組 20 府程度･予約不要

【募集】第 16 回みどり区民アート展実行委員募集

桜コサージュのワークショップ･お茶会･バレエ･歌とホルン･ゴスペル･フラダンス･ダンスと歌

（金）

場》1F ホール

MAP なんでも相談日のご案内

《日

春の桜まつり

【時 間】11:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】髙畑 TEL：080-5445-4407 E-mail：info.ohanabatake@gmail.com
Web：https://www.co-51.com/

（木）

劇団スーパー･エキセントリック･シアター､テアトルフォンテ､みどりアートパークが提携し､地域のみなさんと
一緒に創作した歌あり､ダンスあり､アクションありのステージ｡

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｡

STUDIO BUCCI 第 1 回発表会

歌とダンスのパフォーマンス

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】杉浦 TEL：090-2419-4491 FAX：045-971-2515 E-mail：dance-info@studio-bucci.com

（水）

時》3 月 14 日（水）12:15 〜 12:50（11:45 開場）《会 場》緑区役所 1F イベントスペース 《入場料》無料
演》中村賢太郎（サクソフォン）､大貫夏奈（ピアノ） ※椅子席 30 席以外は立ち見となります｡（申込不要）

《日 時》3 月 17 日（土） ①12:00 開場／ 12:30 開演 ②15:00 開場／ 15:30 開演 《会
《入場料》無料（要整理券※℡03-6433-1669 へ電話申込制）

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｡
間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円
TEL･FAX：042-749-7306

【時

（火）

みどりアートパークがお届けする｢お出かけコンサート｣｡サクソフォンとピアノの調べをお楽しみください｡
《日
《出

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

（火）【お問い合わせ先】友井

緑区役所 お昼のロビーコンサート開催

チケット販売中

【お問い合わせ先】
18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定
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】深水洋､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵､鵜飼一嘉 他

（金）

13
24
30
30

REHEARSAL ROOM

26

全席自由

第 43 回緑神会吟道大会
詩吟の発表会

【時 間】9:00 開場／ 9:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】鈴木 TEL：090-9238-8618 FAX：045-981-6626 E-mail：yasu@kib.biglobe.ne.jp

（木）

27

緑の風･歌のアルバム

みんなで歌いましょう！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）
主催

28

みどりアートパーク写真講座 2018｢鉄道写真を撮ってみよう･･･｣

申込受付中

【時 間】12:00 〜 17:00【会 場】B1F リハーサル室【対 象】中学生以上
【受講料】10,000 円〜（写真展･フレームレンタル代込）
【定 員】20 名【講 師】広田泉
【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）

29

ソピックオリジナルコンサート

音楽発表会〜ピアノ･バイオリン･フルート･バンド等〜クラシック･ポピュラー音楽

【時 間】12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】ソピックカルチャー音楽教室 TEL：042-728-8784 Web：http://culture.sopic-jp.com/

（日）

30

第 34 回かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門
幼児〜高校生によるピアノコンクール準本選

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 3 歳以下入場不可【入場料】無料
【お問い合わせ先】塚田 TEL：045-227-0779 FAX：045-227-0095
E-mail：k-tsukada@kanagawa-shimbun.jp Web：http://www.kanaloco.jp

（月）

30

第 9 回張扇寄席

社会人講釈師･落語家等による寄席

【時 間】13:40 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室
【お問い合わせ先】冨田 TEL：090-2628-3177

（月）

全席自由【入場料】500 円

