7

July 2018 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール

主催

Მ
主催

Მ
主催

Მ

第十四回みどりアートパーク寄席｢落語･東と西｣

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】入船亭扇遊､桂福丸､入船亭遊京

（日）

13:30 開場／ 14:00 開演

全席指定

未就学児入場不可

おしゃべりジャズ倶楽部 13 〜ラテン･ジャズの夕べ〜

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】マンボ･イン､鵜飼一嘉

（土）

18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定

未就学児入場不可

デフ･パペットシアター･ひとみ｢河の童‐かわのわっぱ‐｣
13:30 開場／ 14:00 開演

（土）

全席自由

チケット販売中

【入場料】一般 2,000 円／高校生以下 1,000 円
【出 演】デフ･パペットシアター･ひとみ

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

第 3 回歌と舞いの集い

【お問い合わせ先】
中原
9:45 開場／ 10:00 開演
TEL：090-8440-2282 FAX：045-982-7243
【入場料】無料【内 容】カラオケ､舞踊､剣詩舞､詩吟､フラダンス､キッズダンス､演芸等発表会 E-mail：c-create@abeam.ocn.ne.jp

（日）

SUMMER CONCERT

（月）

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

カンタービレ第 14 回コンサート

（火）

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】2,000 円【内

Მ

【入場料】無料【内

容】ソロ､オペラ重唱､フィガロの結婚第 3 幕

（水）

チケット販売中

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】1,500 円【出 演】大矢菜季､フィリップ･ホルトマン､ホルトマン西江麻衣子

アンサンブル･メイプル

【入場料】無料【内

サマーコンサート

容】コーラス

【お問い合わせ先】
新出
TEL：090-3582-0115
E-mail：tenuto@outlook.jp
Web：https://www.facebook.com/tenuto.trb/

13:00 開場／ 13:30 開演 全席自由

容】管楽器アンサンブル演奏会

ピアノ発表会

容】ピアノ発表会

緑区未就園児の親子の集い

（火）

【お問い合わせ先】
加瀬
TEL：045-933-0318 FAX：045-933-0415
E-mail：takeyama-minami@fukushi-gakuen.ac.jp
Web：http://www.kidslink.jp/takeyama-minami/

10:00 開場／ 10:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

リハーサル室

容】親子で歌やパントマイムを楽しむ

REHEARSAL ROOM
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.4
10:00 〜 11:30 全席自由 未就学児入場不可

チケット販売中

（火）

【受講料】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【テーマ】弦楽器の妖艶

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

（水）

12:45 開場／ 12:50 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｡

9:45 開場／ 10:15 開演

【入場料】1,000 円【内

Მ

（土）

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

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 6 月 6 日の時点での情報です。

①10:15 開場／ 10:30 開演②12:45 開場／ 13:00 開演 全席自由

チケット販売中

【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円【出 演】チリンとドロン（松本野々歩･田中馨）､いづみれいな
【対 象】1 歳〜小学 6 年生までの子どもと保護者

（日）

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

全席自由

チケット販売中

【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円【出 演】チリンとドロン（松本野々歩･田中馨）
【対 象】0 歳〜 13 か月までの子どもと保護者､これからママになる方

25 ~
30
（水）

一生書作展

10:00 〜 18:00

【入場料】無料【内
（月）

82

容】書道作品展示

Information
Info
rmation

August 2018

日本舞踊､歌

（木）

昨年も開催したバスターミナルのサマーフェスタ｡地域の皆さまと長津田商店街の
交流を深める夏祭りです。

3

Მ

チケット販売中

出展作品募集中

（火）
【時 間】9:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
☆小学生の出展作品募集中！ 募集期間：7 月 1 日（日）〜 7 月 31 日（火）17:00 必着
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
（月）

０さいからのマリンバサマーコンサート
マリンバとパーカッションの親子向けコンサート

【時 間】10:30 開場／ 11:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】大人 1,000 円／子供 500 円
【お問い合わせ先】TONES コンサート事務局 TEL：090-6027-9307
E-mail：tones̲marimba@yahoo.co.jp Web：http://tones4.web.fc2.com/
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かぶとくわがた教室

夏休み！親子プログラム

申込期間 7/20 10:00 〜

【時 間】
①10:00 〜 12:00 ②14:00 〜 16:00 ※事前申込制【会 場】B1F ギャラリー
【参加費】1,000 円（当日現金支払い）【講 師】みどりコミュニティーセンター｢カブトクワガタ研究所｣
【定 員】各回 15 セットまで【対 象】小学生以下のお子様（要保護者同伴）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

コンサート × おしばい｢ベートーヴェン物語｣
ピアノコンサート × 一人芝居

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】3,000 円
【お問い合わせ先】アティエ範子 TEL：070-5466-7293
E-mail：mimumimunomori@yahoo.co.jp Web：https://mimumimu.org/

（金）

第 10 回張扇寄席

12

講談､落語､その他演芸
間】13:40 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
TEL：090-2628-3177

【時

（日）【入場料】500 円【お問い合わせ先】冨田

14

長津田童謡の会

野口雨情愛の音楽会

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】12:45 開場／ 13:00 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）

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

主催

14
15

主催
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申込期間 6/14 〜 7/14

（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
【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）

ワン･コインコンサート Vol.29 〜キッズ大集合みんなで楽しもうマリンバ !! 〜

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由※満席の場合はご入場いただけません｡
【入場料】500 円（当日現金支払い）【出 演】真崎佳代子､湯浅ちさ､マリンバキッズ
※子どもアドベンチャー 2018 同時開催につき子どもスタッフが皆様をお迎えいたします｡
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（金）

オペラ｢マノン｣

18

マスネ作曲のフランスオペラ｡マノンの自由に生き破滅する人生を描いた作品

【時 間】16:00 開場／ 16:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】3,500 円
【お問い合わせ先】TEL：080-5478-8156 E-mail：entri.in-buon-punto@ezweb.ne.jp

（土）
後援

山田彩実ピアノリサイタル

19

クラシック音楽

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 未就学児は声を出さずに聞くことができれば可
【入場料】一般 2,000 円／学生 500 円／当日券 2,500 円
【お問い合わせ先】E-mail：yamadaayami.piano@gmail.com

（日）

子どもアドベンチャー 2018
ホールスタッフお仕事体験

《日 時》8 月 17 日（金）10:00 〜 16:00 《参加費》無料
《対 象》小学 5 年生〜中学 3 年生《定 員》20 名（同伴者不可）
《申込方法》
往復はがきの往面に住所･氏名･年齢･学年を明記の上､郵送にてお申し込みください｡申込者が 20 名
を超えた場合は抽選となります｡尚､抽選後のキャンセルは受け付けられません｡
《申込締切》
2018 年 7 月 11 日（水）※消印有効
※プログラムに当選した場合､キャンセル（譲渡含む）はできません｡
※参加の可否については 7 月中旬までに返信いたします｡
※昼食･飲み物等はご持参ください｡
※いただいた個人情報は本申込以外に他の目的や第三者への提供･開示を行うことはございません｡

みどりアートパークこどもギャラリー

7
13

10

ナビゲーター ニシムラ･ユウの解説と最上級のアンプとスピーカーでクラシック音楽を
楽しみませんか？夏休みに親子でもクラシック音楽にふれあいましょう！

みどりアートパークでワン･コインサートのスタッフとして､一緒にお客様をお迎えして
みませんか？普段は入れない舞台裏や照明･音響室の見学もあります｡

夏休み親子プログラム･クラシック音楽への扉シーズン 3･Vol.5

【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
【受講料】1 回券 800 円／ 6 回券 B（Vol.7~12）4,500 円※6 回券 A は完売
【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）

（水）

夏休み親子プログラム
クラシック音楽への扉･シーズン３｢タイトル付き作品｣

員》60 名

コーラス演奏会

（水）
主催

みどりアートパークのギャラリーを使ってみませんか？施設利用料が通常料金より 3 割引
にて１日単位でご利用いただけるお得な期間です。

象》小学生〜 《定

7

8

ギャラリートライアル期間

《日 時》8 月 7 日（火）10:00~11:30 《対
《受講料》800 円 《講 師》ニシムラ･ユウ

ベルコーラス演奏会（Bellchorus Summer Concert）

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】碓井 TEL：045-962-8928 E-mail：BELLchorus@yahoo.co.jp
Web：http://bellc.web.fc2.com

（火）

主催

※一組 20 分程度･予約不要

《トライアル利用対象期間》
2018 年 8 月〜 9 月の空枠（※空き枠はお問い合わせください｡）
《利用料金》
入場料無：１日 3,010 円（通常 4,300 円）／入場料有：１日 4,480 円（通常 6,400 円）
※1 日よりご利用が可能で､最大連続 14 日間ご利用いただけます｡
（通常は１週間単位での貸出です｡）
※利用料金のお支払いは､お申込みが確定した日より８日以内（同曜日）となります｡
※附帯設備利用料金は通常料金です｡ご利用最終日にお支払いいただきます｡
《申込方法》
所定の申込用紙を記入の上､FAX またはみどりアートパーク受付窓口へ直接ご持参ください。
（申込用紙の到着順で受付いたします）
※申込用紙はみどりアートパークホームページにも掲載しております。
《申込期限》
2018 年 6 月 11 日（月）10:00 より申込受付開始｡先着順の受付｡
※いただいた個人情報は本申込以外に他の目的や第三者への提供･開示を行うことはございません｡

さきどりスケジュール

（金）
主催

7 月の MAP なんでも相談日

時》7 月 15 日（日）10:00~16:00

温習会

【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】花柳 TEL･FAX：045-961-4008 E-mail：clover@c06.itscom.net
Web：http://home.k09.itscom.net/nami/

長津田ふれあいサマーフェスタ 2018

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｡

【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】
書道教室･一生（川窪）
TEL･FAX：045-931-3468

奈美の会

《日 程》７月 8 日（日）
《入場料》無料《会 場》長津田駅北口バスターミナル特設会場
先着 300 名様にかき氷プレゼント！ヨーヨーコーナーもあります｡
■パフォーマンスコーナー（15:00 〜）※雨天決行
《出 演》むつみ幼稚園による発表会
■長津田商店街夕焼けカフェ（16:00 〜 20:00）※雨天決行
メニュー：野菜煮びたし･磯部揚げ･だんご･焼き鳥･焼売･唐揚げ･もつ煮･いか焼き･焼きそば･角煮･
生ビール･ワイン･ラムネ･緑茶･缶コーヒー など（昨年の一例です）
■スペシャルライブ（16:00 〜）
《出 演》青葉ミュージックフレンズ､めぐみーず､はぴごら､サイリュームダンス｢りんね｣､ひろせめぐみ
主催：長津田商店街協同組合 後援：緑区役所・長津田自治会連合会
協力：横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク

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

20

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（フォークからクラシックまで）
間】9:45 開場／ 10:15 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由【入場料】1,000 円
TEL･FAX：042-735-5032

【時

（月）【お問い合わせ先】村上
主催

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コレクション第 10 回〜

20
23

（月）
【時 間】各日 10:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【定 員】各ワークショップ 20 名
【参加費】1 ワークショップにつき 100 円（全 8 ワークショップ）
【講 師】大島広子､伊藤和美､木皮成､野呂愛美､保科由里子､立山ひろみ 他
（木）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

〜

緑の風･歌のアルバム

（月）

主催

7
8

チリンとドロン＋いづみれいな

〜

【お問い合わせ先】
渡辺
TEL･FAX：045-983-3453
E-mail：piapia18@ezweb.ne.jp

9:30 開場／ 9:40 開演

【入場料】無料【内

Მ

《日

TENUTO10 周年記念コンサート

【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】
アンサンブル･メイプル（千田･髙橋）
TEL：045-983-4015（千田）
045-984-4536（髙橋）

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

（日）

10
25
30

【お問い合わせ先】
髙井
TEL：090-9310-2993

容】ピアノ教室によるピアノコンサート

アフタヌーンコンサート #6 〜うたを愉しむ〜

（土）

Მ

未就学児入場不可

12:45 開場／ 13:00 開演 全席自由

（木）

主催

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

第 12 回オリーブの会ピアノコンサート

（月）

主催

【お問い合わせ先】
高木尚子ピアノ教室
E-mail：takagipiano5326@gmail.com

13:15 開場／ 13:45 開演

主催

〜

1
7
14
15
16
17
23
25
26
28
29
31

ギャラリー GALLERY

HALL

25

カルチャー祭
ダンス発表会

【時 間】15:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】TEL：042-728-8784 FAX：042-724-1561 E-mail：culture@sopic-jp.com
Web：http://culture.sopic-jp.com/

（土）

27

知って得する食講座

食育講演会｢病気にならない健康づくり｣

【時 間】12:50 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由【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

（月）

