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4.7.
tue
4.24.
fri
5.12.
tue
5.16.
sat

※催事のタイトル及び内容は予告なく変更する場合がございます。

5.31.
sun
6.26.
fri
ㄭᣣ⊒ᄁ

 ࠻ࠨࡦࠦࡆࡠޟ8QN 㨨ࠕࡔࠞࡦࡧࠖࡦ࠹ࠫࡒࡘࠫ࠶ࠢ㨨ޠ

4.4.sat

ベンジャミン・クレーム
講演録画上映会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవࠕࠚࠪ ޤ㨭ࠗࡦ࠲࠽࡚ࠪ࠽࡞㨭ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
ޓ6'. 㧤  㧒ਛጊ㧓

4.9.thu

カンパニージャ
クラシックギターコンサート

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޓ
ޣ႐ᢱ  ⥸৻ ޤޓᒰᣣ  
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤 

4.11.sat

東日本大震災
フラメンコ・チャリティーコンサート

 㐿႐ 㐿ṶోᏨ⥄↱ޓ
ޣ႐ᢱ ޤ೨ᄁ  ޓᒰᣣ  
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ᄢ㧓
 ࡞ࡔ 'ޓ㧤 KPHQ"IKTCNFKNNQQTIޓ9GD 㧤 JVVRIKTCNFKNNQQTI

4.18.sat

ピアノ教室なかひら
ピアノ発表会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷ ޣ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ਛᐔ㧓

4. 19.sun

緑区民謡愛好会
第 66 回 緑区民謡愛好会演奏大会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ศᵿ㧓

4.27.mon

新宿ともしび･横浜友の会
歌声喫茶ともしび in 長津田

⓹ࠢࡄ࠻ࠕࠅߤߺڎญߦߡ࠴ࠤ࠶࠻ขᛒ

 㐿႐ ޓ㐿ṶోޓᏨ⥄↱
ޣ႐ᢱ ޤ೨ᄁ㨭ᒰᣣ  
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒వፒ㨭᪉↰㧓
' ࡔ࡞ 㧤 KPHQ"VQOQUJKDKEQLR

4.29.wed

ドルチェ
ピアノ音楽発表会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒⮮㧓
 ࡞ࡔ 'ޓޓޓޓޓޓޓޓ㧤 "IOCKNEQO

5.2.sat

加藤・飯塚音楽教室
ピアノ発表会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒㘵Ⴆ㧓

5. 3.sun

なかの美智江カラオケ教室
チャリティーフェスティバル

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ߥ߆ߩ㧓

5.4.mon

Colors of Tomihiro Hoshino
- 詩画の彩りを音楽と共に -

 㐿႐ ޓ㐿ṶోޓᏨ⥄↱ޓ
ޣ႐ᢱ ޤ೨ᄁ  ޓᒰᣣ  
ޣวࠊߖవ ޤንᒄ⟤ⴚ㙚ࠍ࿐ળ
ޓ6'. 㧤  㧒ᐔᣣ  㨨 㧓
ޓ9GD 㧤 JVVRYYYVQOKJKTQPGVEQPEGTV

5. 6.wed

ピティナピアノステップ長津田地区

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒᧻᳗㧓

5. 10.sun

第 47 回 Weekend Concert in 田園都市
イタリアバロックの旅〜テノールとともに〜

 㐿႐ ޓ㐿ṶోޓᏨ⥄↱ޓ
ޣ႐ᢱ ޤ೨ᄁ 㧤 ࡍࠕ    ⥸৻ޓޓ
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ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤 
 ࡞ࡔ 'ޓޓޓޓޓޓޓޓ㧤 PUKG"IOCKNEQO 㧒ਅጊ㧓

5.17.sun

第 46 回 緑区三曲協会
定期演奏会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒↰㧓
ޓޓޓޓޓޓޓޓ

5. 22.fri

Rapparʼ s
トランペットコンサート（仮）

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ᄈጊ㧓

5. 23.sat

青葉の街･シャンソン会
コンサート Vol.11

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣวࠊߖవ ޤ6'. 㧤  㧒ᐔየ㧓

5. 24.sun

佐藤のりこ門下生声楽発表会

 㐿႐ ޓ㐿Ṷޣޓ႐ᢱ ޤήᢱ 㧒ⷐᢛℂ㧓
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ᢃփἮἻὅἘỵỴٻѪᨼὲ
ṼỚỄụỴὊἚἣὊἁỂỶἫὅἚ࢘ଐỉấˡẟử
ᴾᴾᴾẲềẟẺẻẬỦ૾ửѪᨼẲềẟộẴẇ
≪応募資格≫

・みどりアートパークでの催し物の企画・制作に興味のある方。
・原則として緑区在住・在勤・在学の 18 歳以上の方。

≪活動期間≫

・2015 年 5 月 1 日〜 2016 年 3 月 31 日まで。
・事前オリエンテーションは 2015 年 5 月 23 日 ( 土 ) を予定。

≪活動内容≫

※催事のタイトル及び内容は予告なく変更する場合がございます。

ޓᤨޣ㑆  ޤ㐿႐㧙  㐿Ṷ ޣ႐ᢱ ޤήᢱ
ޣળޓ႐ࠛࠗࡢࡎޓ( ޤ
̪߅ቴ᭽ᄙᢙߩ႐วߪ႐ࠍ㒢ߐߖߡߚߛߊߎߣ߇
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㧞㧛ᣣ⊒ᄁ ޣ႐ᢱ  ߥߣ߅ ޤ㧙ߎߤ߽ 㧒 ᱦ㨨ዊቇ  ᐕ↢߹ߢ㧓  
ޣޓṶ ࡦࡠ࠼ߣࡦ࠴ ޤ㧒᧻ᧄ㊁ޘᱠ㨬↰ਛ㚌㧓 ޣળޓ႐ ޤ$(ࠡࡖޓ

5.21.
thu

ߏޓغ↪⠪᭽ਥ࠻ࡦࡌࠗ࡞ࡎޓᖱႎ

・みどりアートパーク主催事業公演当日の運営のお手伝い。
登録制ボランティアスタッフであり、原則として給与・謝礼・
交通費などの支給はありません。
・活動前にオリエンテーションと簡単な研修があります。
募集人員：10 名程度 応募締切 4 月 30 日まで

ޓỚỄụỴὊἚ

ᵳᵮ ẪỤố ᵴᶍᶊᵌᵐ

ṼỚỄụỴὊἚἣὊἁỉᐯɼʙಅỆ᧙ỪụễầỤᑈӨỉ
ᴾᴾᴾ˖ဒС˺ửܖỎῑʙಅửᐯỤ੩కẴỦểểờỆỚỄụ
ᴾᴾᴾỴὊἚἣὊἁểңỂʙಅử͵ẲềẟẨộẴẇ
≪応募資格≫

・みどりアートパークでの催し物の企画制作に興味のある方。
・原則として緑区在住・在勤・在学の 18 歳以上の方。
・月 1 回の企画委員会に参加できる方。

≪活動期間≫

・2015 年 5 月 1 日〜 2016 年 3 月 31 日まで。
・原則平日夜 19:00 〜を予定しています。
・事前オリエンテーションは 2015 年 5 月 8 日 ( 金 ) を予定。

≪活動内容≫

・みどりアートパークで実際に開催する催し物を企画制作する。
『区民のための企画講座』への参加、ロビーコンサート、ワン
コインコンサートの企画制作
募集人員：10 名程度 応募締切 4 月 30 日まで

各詳細については受付窓口及びお電話にてお問い合せください。 TEL 045-986-2441

Მ マークのついているチケットのご購入方法は裏面をご参照ください。

ߏغ↪⠪᭽ਥ࡞ࠨࡂޓቶࠗࡌࡦ࠻ᖱႎ ※催事のタイトル及び内容は予告なく変更する場合がございます。
4.26.sun

転倒予防と歩き方教室

 㐿႐ޣޓ႐ᢱ  ޤ
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