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ホール HALL

（木）

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

（金）

全席自由

容】日本舞踊､歌

ベルコーラス演奏会（Bellchorus Summer Concert）
18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】コーラス演奏会

０さいからのマリンバサマーコンサート

コンサート × おしばい｢ベートーヴェン物語｣

（金）

10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】3,000 円【内

容】ピアノコンサート × 一人芝居

18:00 開場／ 18:10 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】ピアノ発表会

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 !! 〜
13:30 開場／ 14:00 開演

（金）

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｡

オペラ｢マノン｣

（土）

16:00 開場／ 16:30 開演

未就学児入場不可

山田彩実ピアノリサイタル
18:30 開場／ 19:00 開演

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【内

容】クラシック音楽

おいでよ！劇場 遊ぼう！表現のひろばで

20 ~
23

【お問い合わせ先】
重松
TEL：042-705-9315
E-mail：masahiro.shigematsu@aqua.plala.or.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】
TEL：080-5478-8156
E-mail：entri.in-buon-punto@ezweb.ne.jp
【お問い合わせ先】
E-mail：yamadaayami.piano@gmail.com

【お問い合わせ先】

〜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〜
みどりアートパーク
各日 10:00 〜 17:00
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
（木）
【参加費】1 ワークショップにつき 100 円【定 員】各ワークショップ 20 名【講 師】大島広子 他

カルチャー祭

（土）

15:00 開演

【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/

全席自由

【入場料】無料【内

容】ダンス発表会

リハーサル室 REHEARSAL ROOM

主催

Მ

（火）

夏休み親子プログラム･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.5

10:00 〜 11:30

全席自由

【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】タイトル付き作品

第 10 回張扇寄席

（日）

13:40 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】500 円【内

容】講談､落語､その他演芸

12:45 開場／ 13:00 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）

9:45 開場／ 10:15 開演

【入場料】1,000 円【内

ギャラリー

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

知って得する食講座
12:50 開場／ 13:00 開演

【入場料】300 円【内

7~
13

【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
【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

全席自由

容】食育講演会｢病気にならない健康づくり｣

みどりアートパークこどもギャラリー
9:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）

【入場料】無料【展示作品のテーマ】｢ぼくの･わたしの夏休み｣
（月）【内 容】小学 1 年生〜 6 年生までの児童による未発表作品の展示

【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
【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。

26
28

10:30 〜 19:00（初日は 13:00 から）

【入場料】無料【内 容】
｢少年｣をテーマに母たちが写真やパステル画など多彩な手法で表現する
（日）ディープな愛のアート｡セルフィや作品展示を楽しめるコーナーも予定｡ご来場の方のマイボーイ
作品展示コーナーを設けます｡ご希望の場合はハガキサイズまでの写真等をご持参ください。

年金者組合（横浜青葉･緑･都筑）支部 文化展

【入場料】無料【内
（木）

容】絵画､文芸､手芸､陶芸､書道､写真､盆栽

てしごとマルシェ

（日）

10:00 〜 15:00

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
星野
Web：https://ameblo.jp/cachecache2018

容】ワークショップイベント

美と健康と癒しの時間

【お問い合わせ先】
西
【入場料】無料【内 容】カラダケア（ピラティス･背中美人など）
･メイクアップ･ハンドマッサージ･ TEL：080-9391-0756
E-mail：akiepurin@gmail.com
インスタ映え写真塾･リボン WS･スクラップブック WS

10:00 〜

（火）

91

Information
８月の MAP なんでも相談日

時》8 月 26 日（日）10:00~16:00

※一組 20 分程度･予約不要

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 7 月 15 日の時点での情報です。

戸塚刺しゅうを楽しむ仲間たち展

刺しゅう作品の展示と講習 ミニ額の刺しゅう講習（200 円）
場】B1F ギャラリー【入場料】無料

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
【会
（日）【お問い合わせ先】鈴木 TEL･FAX：045-983-7253

主催

7

ヴォイストレーニングクラス

8/7 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）

（金）

8

小山由美公開レッスン
ドイツ語声楽曲の公開レッスン

【時 間】13:15 開場／ 13:30 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由 未就学児入場不可
【聴講料】1,000 円【お問い合わせ先】松村 TEL：090-6039-7061
E-mail：nkkenkyukai@gmail.com Web：http://neueklaenge.wix.com/index

（土）

8

EmoHill Summer Festival 2018｢Sparkle｣
アカペラライブ

チケット販売中

【時 間】17:30 開場／ 18:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】塩屋 TEL：090-4411-1115 E-mail：naohiro.enya@icloud.com

（土）

9

プッチーニ アリアコンサート＆オペラ｢修道女アンジェリカ｣
オペラ

【時 間】15:00 開場／ 15:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】3,000 円
【お問い合わせ先】内田 TEL：090-4608-5367 E-mail：suorangelica2018@gmail.com

（日）
主催

Მ

11

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.6

【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）

（火）

緑の風･歌のアルバム

17

ゴスペルワークショップ第６弾｢歌おう､ゴスペル｣
参加者募集

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 全席自由【入場料】1,000 円
【お問い合わせ先】村上 TEL･FAX：042-735-5032

（月）

18

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】13:30 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）
主催

ワン･コインコンサート Vol.30 〜フルート 2 本の彩〜
あや

19

【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】西村祐､佐藤智子
【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）

《日 程》
レッスン：9/28･10/12･10/26･11/9･11/30 いずれも金曜日 19:00 〜 20:30
リハーサル：12/7（金）
･12/8（土）
本番：12/9（日）
《受講料》10,000 円 《定 員》60 名 《講 師》野呂愛美､角脇真
《参加条件》
上記レッスン･リハーサル･本番に参加できる高校生以上の方
《申込方法》
みどりアートパーク受付窓口に直接ご来館の上､お申し込みください｡初日に限り､地下 1 階ギャラリー
特設窓口にて受付いたします｡
※お電話でのお申込みは受付いたしません。
※一申込みにつき 3 名様までお申込み可能です。
※受講料のお支払い（全額）をもって受付完了となります。
《申込受付期間》
2018 年 8 月 27 日（月）10:00 〜 定員に達し次第､受付終了｡
※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｡

（土）ヴァーチャルからリアルへ｢インスタリアル展｣＜同時開催＞｢相原聰建築ディテール展｣

22
24

いつもはインスタグラムなどの仮想空間に展開している世界を実展示で表現してみると？多様なアートの可能性が広がるオムニバス展｡
場】B1F ギャラリー

【時 間】10:00 〜 18:00（初日は 13:00 から､最終日は 16:00 まで）
【会
【入場料】無料【お問い合わせ先】相原 E-mail：autisia@i.softbank.jp
（月）

23

第 36 回チャリティ民謡･舞踊･歌謡の祭典
飛び入り参加コーナーあり

【時 間】10:00 開場／ 10:45 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】川嶋 TEL：090-6199-8862

（日）

24

アンサンブル青葉

マンドリン､ギターの合奏

2018 年

定期演奏会

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】加藤 TEL：045-961-7231 E-mail：emsemble̲aoba@yahoo.co.jp

（月）

24

お月見コンサート

フルートとハープによる演奏会

【時 間】15:40 開場／ 16:00 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】1,500 円
【お問い合わせ先】松田 TEL：090-5423-8608 E-mail：yuyuﬂute.52@gmail.com

ポイントカードのご案内

（月）

25

荒木玉緒ユーフォニアムリサイタル いろんな音楽！神奈川公演
注目を浴びている管楽器 “ユーフォニアム” のリサイタル

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】一般 3,000 円／高校生以下 1,500 円
【お問い合わせ先】荒木玉緒ユーフォニアム･リサイタル実行委員会 E-mail：tamao2018ricital@gmail.com

（火）

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｡

26

タンゴ映画上映会＆バンドネオン･トークライブ

アニバル･トロイロ ドキュメンタリー映画 “Pichuco” 上映会と小川紀美代のバンドネオン演奏会

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール【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

（水）

27

お出かけコンサートのご案内

第 38 回 Y.M.A ルルドコンサート
ピアノ､声楽､フルートの演奏会

【時 間】12:00 開場／ 12:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】竹下 TEL：045-985-0920 E-mail：yumiko̲tkst@true.ocn.ne.jp

（木）

サックスとピアノの演奏を親しみやすいプログラムに楽しいお話を織り交ぜてお送り
します｡
◆緑ほのぼの荘 秋の小音楽会（仮称）
《日 時》2018 年 9 月 18 日（火） 16:00 開演（17:00 終演予定）
《会 場》緑ほのぼの荘 1 階 ホール（70 席）
《入場料》無料
《出 演》木村有沙（サクソフォン） 他

脳卒中･胆のうの病気に関する講演
間】9:30 開場／ 10:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
齋藤 TEL：045-984-6216
Web：http://www.shinmidori.com

【時

（金）

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。

楽譜を使わずに耳から聴いた楽曲をからだに染み込ませるレッスン！仕上げはホール
での発表会｡初心者から経験者まで楽しく歌うクラス､誰でもゴスペルに親しめるワーク
ショップです｡

さきどりスケジュール

みんなの健康講座 in みどりアートパーク

7
9

ギャラリートライアル期間

《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 より申込受付中｡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｡

September 2018

地域医療連携室
（土）【お問い合わせ先】横浜新緑総合病院
FAX：045-984-6271 E-mail：syoukai@shinmidori.com

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･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

【お問い合わせ先】
相原
E-mail：autisia@i.softbank.jp
【お問い合わせ先】
齋藤
TEL･FAX：045-982-5016

9:00 〜 17:00（初日は 11:00 から､最終日は 15:00 まで）

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｡

GALLERY

（月）

（火）

未就学児入場不可

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

（火）

主催

未就学児入場不可

チケット販売中

（月）

マイボーイ展＜同時開催＞スペース HAL2018

〜

25
7
12
14
20
27

全席自由

容】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

【入場料】3,500 円【内

（日）

（月）

【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/

全席自由

小音楽会

（木）

主催

【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

【お問い合わせ先】
TONES コンサート事務局
TEL：090-6027-9307
10:30 開場／ 11:00 開演 全席自由
E-mail：tones̲marimba@yahoo.co.jp
【入場料】大人 1,000 円／子供 500 円【内 容】マリンバとパーカッションの親子向けコンサート Web：http://tones4.web.fc2.com/

（水）

主催

【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/

（金）

〜

2
3
8
10
16
17
18
19

奈美の会 温習会

17 ~
19
20 ~
23

29

Joyful Plus コンサート
大人のピアノリサイタル

【時 間】13:45 開場／ 14:00 開演【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】あおばピアノの部屋 北條 TEL：090-6109-8163
E-mail：lesson@aobapiano.com Web：http://aobapiano.com

（土）
主催

30

みどりアートパーク･避難訓練コンサート 2018

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由 【入場料】無料
【定 員】当日先着 200 名※満席の場合はご入場いただけません｡【出 演】横浜市消防音楽隊
【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）

