4

ホール

18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】歌とダンスのパフォーマンス

【お問い合わせ先】
春の桜まつり
髙畑
11:00 〜 17:00
TEL：080-5445-4407
【入場料】無料（ワークショップ等は有料）
E-mail：info̲ohanabatake@gmail.com
【内 容】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 Web：https://www.co-51.com/

（水）

（木）

歌声喫茶ともしび in 長津田
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】2,000 円【内

（土）

容】参加者とともに歌い合う集い

10:00 開場／ 10:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
桜田
TEL：03-6907-3801
FAX：03-6907-3812

全席自由

第 34 回かながわ音楽コンクール

ヴァイオリン部門

【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

3 歳以下入場不可

容】幼児〜一般におけるヴァイオリンのコンクール予選

健康公開講座〜しびれ･痛みからの解放〜脊椎治療の今

（日）

主催

【お問い合わせ先】
杉浦
TEL：090-2419-4491 FAX：045-971-2515
E-mail：dance-info@studio-bucci.com
Web：http://studio-bucci.com

STUDIO BUCCI 第 1 回発表会

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【講

師】医療法人志匠会

新横浜スパインクリニック院長

葛西直亮

ワン･コインコンサート Vol.27 〜心と体に響く和の音色〜

（火）

13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由

【入場料】500 円（当日現金支払い）【出

※定員に達した場合はご入場いただけません｡

演】太鼓笑人めでたい

【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
【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】
公開リハーサル
植木
13:30 開場／ 14:00 開演
TEL：080-4433-5223
【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､｢緑区､この街が好き｣合唱団 FAX：045-342-5223

（水）

主催

Მ

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

【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】つのだ☆ひろ 他

18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定

（金）

【お問い合わせ先】
鈴木
TEL：090-9238-8618 FAX：045-981-6626
E-mail：yasu@kib.biglobe.ne.jp

9:00 開場／ 9:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

容】詩吟の発表会

ソピックオリジナルコンサート
12:45 開場／ 13:00 開演 全席自由

（日）

【入場料】無料
【内 容】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

第 34 回かながわ音楽コンクール

（月）

10:00 開場／ 10:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

リハーサル室

（火）

ユースピアノ部門

3 歳以下入場不可

容】幼児〜高校生によるピアノコンクール準本選

【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
【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

REHEARSAL ROOM

長津田童謡の会

野口雨情愛の音楽会

【お問い合わせ先】
友井
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 TEL･FAX：042-749-7306

13:00 開場／ 14:00 開演

【入場料】500 円【内

（金）

Მ

未就学児入場不可

第 43 回緑神会吟道大会

（木）

主催

チケット販売中

知って得する食講座
10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】300 円【内

容】東洋医学春の巻

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シーズン 3･Vol.1 チケット販売中
10:00 〜 11:30

（火）

全席自由

未就学児入場不可

【入場料】1 回券 800 円／ 6 回券 B（Vol.7 〜 Vol.12）4,500 円※6 回券 A は完売しました
【講 師】ニシムラ･ユウ【定 員】60 名

親子リトミックコンサート

【入場料】500 円（要予約）
【内

②11:00 開場／ 11:15 開演

容】親子リトミックコンサート

【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】
伊藤
TEL：090-9076-2364
E-mail：info@animato-i.biz
Web：http://www.animato-i.biz/concert/

Attention

主催

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

写真講座 2018｢鉄道写真を撮ってみよう･･･｣第 1 回

（土）

12:00 〜 17:00

【参加費】10,000 円〜【講

師】広田泉【定

第 9 回張扇寄席

（月）

【入場料】500 円【内

容】社会人講釈師･落語家等による寄席

MAP なんでも相談日のご案内
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｡
時》4 月 22 日（日）10:00~16:00

5

May 2018

3

【募集】第 16 回みどり区民アート展実行委員募集中

5

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｡
《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｡

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｡

主催

《日 時》5 月 30 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
《出 演》Torte（土橋はるか／フルート･内田小百合／ファゴット）
※椅子席 30 席以外は立ち見となります｡（申込不要）

11

シャンソン発表会

ヴォイストレーニングクラス

4/11 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）

主催

Მ

主催

Მ

主催

Მ

主催

Მ

13

みどりアートパーク･キッズプログラム 2018｢ちょっとぼうけん｣

チケット販売中

【時 間】10:45 開場／ 11:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【定 員】60 名
【入場料】おとな 1,000 円／こども 500 円【対 象】乳幼児〜小学校低学年と保護者
【出 演】チカパン､おおたゆみこ
【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

みどりアートパーク･キッズプログラム 2018｢チカパンのパント TIME!｣

【時 間】14:45 開場／ 15:00 開演【会 場】B1F ギャラリー【定 員】90 名
【入場料】おとな 1,000 円／こども 500 円【対 象】小学生と保護者
【出 演】チカパン
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

チケット販売中

（日）

15

クラシック音楽への扉シーズン 3･Vol.2

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 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）

（火）

16

アフタヌーンコンサート #5 〜グランドハープを愉しむ〜

チケット販売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席指定 未就学児は親子室のみ
【入場料】1,500 円【出 演】景山梨乃
【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

壽山忠身トランペットリサイタル Vol.17
クラシック音楽

【時 間】17:30 開場／ 18:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】前売：一般 3,000 円／学生以下 2,000 円 当日：一般 3,500 円／学生以下 2,500 円
【お問い合わせ先】壽山 TEL：090-3573-7180 FAX：042-766-1369 E-mail：tp-suyama@ezweb.ne.jp

（土）

20

スプリングコンサート
ピアノ･エレクトーン発表会

【時 間】12:00 開場／ 12:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】名取 TEL：045-943-3289 FAX：045-943-3777

（日）

（水）今井ヨキ

23
27

―手作り手毬の世界―

手まりなどの展示と写真集の販売

【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】今井 TEL：045-982-0904
（日）

第 44 回鴨居エキコンのご案内

みどりアートパークがお届けする｢お出かけコンサート｣｡フルートとファゴットの調べを
お楽しみください｡

青葉の街のシャンソン会発表会

（金）

（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のご案内

ピアノ発表会
間】12:15 開場／ 12:30 開演（予定）
【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
E-mail：pianokyoshitsunara@gmail.com

【時

（金）

《対 象》70 歳以上の方《登録料》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ご登録
ください。
（登録は随時受付中）
※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｡

時》4 月 15 日（日）13:00 〜 14:30 《入場料》無料
場》JR 鴨居駅改札前 《出 演》マリンバキッズ､The GRACE

第 23 回ピアノ発表会

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（要整理券）
【お問い合わせ先】平尾 TEL：090-8890-8375

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 70 歳以上
割引チケットを電話予約することができる会員制度です｡

《日
《会

バイオリン発表会

11

シルバー会員のご案内

マリンバキッズと The GRACE の出演です｡子どもたちのマリンバ演奏とジャズコーラス
の二部構成でお届けします｡

バイオリン教室 KLANG 発表会
【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】指原 TEL：090-8505-3707 Web：http://www.012.upp.so-net.ne.jp/violin/

（土）【お問い合わせ先】奈良

《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】運営ボランティア募集中

さきどりスケジュール

（木）

※一組 20 府程度･予約不要

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｡

【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

13:40 開場／ 14:00 開演 全席自由

rmation

《日

申込受付中

員】20 名

27

大人のピアノリサイタル

Joyful Concert

ピアノの発表会
【時 間】13:15 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】あおばピアノの部屋（北條）TEL：090-6109-8163
E-mail：lesson@aobapiano.com Web：http://aobapiano.com

（日）

28

緑の風･歌のアルバム

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

【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･FAX：042-735-5032

（月）
主催

（火）みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！
【時 間】10:00 〜 20:00（入替制）
【会 場】1F ホール

29
30
30
6/
3

申込期間 3/22 〜 4/22

【利用料】録音あり 2 時間 6,000 円／録音なし 2 時間 4,000 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）

（水）ミルクちゃんファミリー展 Vol.2 〜釧路と横浜を繋ぐホッキョクグマの仲間たち〜

〜

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 3 月 8 日現在の情報です。

（金）

【お問い合わせ先】
村上
TEL：090-9107-7290
FAX：042-735-5032

〜

（日）

①9:45 開場／ 10:00 開演

【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

27
28
30

緑の風･歌のアルバム

〜

3
4
5
7
15
17
18
20
26
29
30
3
6
10
22

HALL

（火）

Მ

ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

April 2018

ホッキョクグマの写真と羊毛フェルト作品

【時 間】11:00 〜 18:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
（日）
【お問い合わせ先】sazy E-mail：niko25kuma-chan@yahoo.co.jp

