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ギャラリー

HALL
第六回みどりアートパーク寄席｢柳家喜多八･ろべえ親子会｣
13:30 開場／ 14:00 開演

（土）

全席指定

未就学児入場不可

【入場料】一般 2,500 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,500 円
【出 演】柳家喜多八、柳家ろべえ、江戸家小猫

緑音葉研究会

オペラ公演「ドン・ジョヴァンニ」

（金）

18:00 開場／ 18:30 開演 全席自由

【入場料】3,000 円【内

親子室のみ未就学児入場可

容】オペラ公演

【お問い合わせ先】
緑あったかフェスティバル実行委員会
10:00 開場／ 11:00 開演 全席自由
TEL：045-929-3030
【入場料】無料【内 容】日頃の練習の発表会（キッズダンス･踊り･フラダンス･カラオケ等） FAX：045-342-4330

（土）

主催

Მ

デフ･パペットシアター･ひとみ 人形劇と手話｢森と夜と世界の果てへの旅｣

【お問い合わせ先】
チケット販売中
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由
《主催》みどりアートパーク
【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
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
※ワークショップ｢いっしょに舞台に立とう！｣参加者募集中／定員 20 名（要予約）参加費：100 円

（日）

【お問い合わせ先】
ＪＡ横浜新治支店 シルバーセミナー
横浜農協新治支店（比留川）
12:45 開場／ 13:30 開演 全席自由 未就学児入場不可
TEL：045-931-2557
【入場料】無料（要整理券）【内 容】芸能人によるものまねショー､農協組合員女性部によるフラダンス等 FAX：045-934-7028

（水）

【お問い合わせ先】
横浜ルルド（竹下）
12:30 開場／ 13:00 開演
TEL：045-985-0920
【入場料】無料【内 容】クラシックコンサート（ピアノ､声楽､フルート､ヴァイオリン） E-mail：yumiko̲tkst@tme.ocn.ne.jp

（木）

リベルラ

（土）

ピアノ＆ヴォーカル・コンサート

17:40 開場／ 18:00 開演 全席自由

【入場料】無料【内

第３３回舞踊・民謡・歌謡の祭典（緑･芸術祭参加）

（日）

Მ

主催

容】音楽教室生徒による音楽会

10:15 開場／ 10:45 開演

【入場料】無料【後

援】緑区【内

容】舞踊･民謡･歌謡の祭典

第１２４回緑区民音楽祭ふれあいコンサート

〜歌の翼に夢をのせて〜新進演奏家による音楽の贈りもの

（火）13:30 開場 ／ 14:00 開演 全席自由 未就学児入場不可
【出

【入場料】500 円
演】北見 春菜､中山 美紀､今井 愛､柳川 瑞季､木村 愛子､緑が丘中学校合唱部･特別合唱部

避難訓練コンサート２０１５

（日）

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】無料（事前申込制･先着 150 名）【出

演】横浜市消防音楽隊

緑音葉研究会 オペラ公演「ドン・カルロ」演奏会形式による

（月）

18:30 開場／ 19:00 開演 全席自由

【入場料】3,000 円【内

容】オペラ公演

第２８回歌謡教室発表会

（水）

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】歌謡教室生徒の練習成果の発表会

【お問い合わせ先】
緑区役所地域振興課生涯学習支援係
TEL：045-930-2235
【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
緑音葉研究会（堀内）
TEL：080-5478-8156
【お問い合わせ先】
山下洋子と歌う仲間の会（山下）
TEL･FAX：045-981-8691

REHEARSAL ROOM

仲井ピアノ教室

（土）

【お問い合わせ先】
日本芸能文化協会（川嶋）
TEL：045-934-4762

ピアノリトルコンサート

14:00 開場／ 14:30 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

【お問い合わせ先】
仲井ピアノ教室（仲井）
TEL･FAX：045-983-6041

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 2015 年８月 26 日現在の情報です。
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エンジョイフォトクラブ

２０１５ＥＰＣ写真展

【お問い合わせ先】
エンジョイフォトクラブ（中村）
TEL：045-963-1586

24
29

理想科学工業株式会社横浜支店

~ 14（月）
（水）

~ 21（月）

10:00 〜 18:00（最終日は 15:00 まで）【入場料】無料【内

（木）13:00 〜 17:30

（火）

~ 10/4（日）

主催

Მ

26イ

【入場料】無料【内

ネット神奈川かもめ
10:00 〜 17:00

今9/26

ＲＩＳＯ展示会

容】印刷機･プリンター展示会

絵手紙の展示会

【入場料】無料【内

容】絵手紙展

語りと音楽・大人のためのファンタジー「音噺の会」

昼の部 14:30 開場／ 15:00 開演 夜の部 18:30 開演／ 19:00 開演 全席自由

（土）

月の

容】写真展

【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円【定 員】各回 60 名
【出 演】杉村 理加（語り･脚本）､古川 仁美（フルート･選曲）

チオシ

チ ケッ

ト販売

昼の部 - マチネ 14:30 開場 15:00 開演
夜の部 - ソワレ 18:30 開場 19:00 開演

（土）

中

「音噺の会」

語りと音楽･大人のためのファンタジー

｢語り｣と｢音楽｣が上質な室内楽のように
ハーモニーを奏でる､杉村理加と古川仁美の
オリジナル｡いわゆる｢朗読｣や｢一人芝居｣
でもない｡そしてフルートも BGM や効果音
ではない｡やさしく寄り添い､ときに烈しく
掛け合い｡言葉と音が互いの間を詰めたり､
離れたり…そう､まるで 2 重奏｡あなたの
想像力を刺激する笑って泣ける大人の
エンターテイメント｡とびきりのユーモアと
ペーソス､美しい音色と音楽｡泣いて笑って､迫力の舞台を是非､
観て体験してください。

Information
シルバー友の会申込受付中

70 歳以上の方を対象とした｢シルバー友の会｣ができました。
ご登録いただくと、みどりアートパーク主催事業の 70 歳以上
割引チケットを購入する際、年齢を証明できるものをお見せ
いただかなくても購入することができます。
《対
象》登録時に 70 歳以上の方
《必要書類》免許証･健康保険証など年齢その他が確認できるもの
《有効期限》毎年 3 月末まで。
※更新をご希望される方は、その時点で改めて確認書類 を確認
させていただいた上で、再度１年間の更新手続きをさせていた
だきます。
※登録の抹消は登録者が上記更新時に更新手続きをされなかった
時に削除させていただきます。
※いただいた個人情報はこれ以外の用途には使用いたしません。
お申し込みはみどりアートパーク受付窓口にて簡単なお手続きを
するだけです。必要書類をご持参の上、お申し込みください。

みどりアートパーク開館２周年記念行事
横浜市緑区民文化センター みどりアートパークは来る
10 月５日で開館２周年を迎えます。その２周年を記念して
地元の田奈中学校の合唱部のみなさんとつくりあげる
「“今日まで そして これから” コンサート｣を行います。

《日 時》10 月 10 日（土）14:30 開場／ 15:00 開演
《会 場》1F ホール
《出 演》亀山 勝子（ソプラノ･二期会会員）
亀山 法男（作編曲･ピアノ･歌）
横浜市立田奈中学校合唱部
《入場料》一般 1,000 円／中学生以下 500 円 ※チケット販売中！
《内 容》
○２周年の感謝を込めて
オシャレで誰でも楽しめる音楽を奏でる亀山勝子さん（ソプラノ）
、
亀山法男さん（ピアノ）と地元田奈中学校合唱部が素敵なステージを
お届けします。
○新しい曲を作ります
作詞は田奈中学校合唱部の皆さん。作曲は亀山法男さん。
「今まで」と
「これから」をテーマに新たな曲が誕生します。いよいよ、この日に
お披露目します。
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10/

【お問い合わせ先】
ネット神奈川かもめ（佐々）
TEL：045-514-0902
【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

さきどりスケジュール

ゴスペルワークショップⅢ
「歌おう、ゴスペル」 ☆２クラス同時募集！

2
（金）~

主催

【お問い合わせ先】
理想科学工業株式会社横浜支店（石丸）
TEL：045-330-9938

【期 間】10/2（金）~レッスン開始 12/6（日）仕上げのコンサート【講 師】野呂愛美､角脇真
【参加費】ヴィオラ（経験者コース）
：6,000 円（レッスン６回･本番）／ヴェルデ（初心者コース）4,000 円（レッスン４回･本番）
ヴィオラ申込受付中･ヴェルデ 9/11~受付開始
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

3･4

赤ちゃんのはじめてのコンサート「チリンとドロン」

9/11 発売

【時 間】〈1st.〉3 日（土）12:45 開場／ 13:00 開演〈2st.〉4 日（日）10:15 開場／ 10:30 開演〈3st.〉4 日（日）12:45 開場／ 13:00 開演
Მ
【会 場】B1F リハーサル室【入場料】おとな 500 円／こども 100 円【対 象】1st.･2st.：１歳以上のお子様と保護者／ 3st.：0 歳児と保護者
（土）
（日）
【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２０回葉友会展（書道展）
6（火）【時
間】10:00 〜 17:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
11（日）【お問い合わせ先】葉友会（土井田）TEL：042-796-2218

8
（木）
10
（土）

カズミ

アマチュアスター歌謡祭

【時 間】9:30 開場／ 10:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】麻生音楽事務所（亀田）TEL：042-728-9825

主催

開館２周年記念 シリーズ｢歌のちから｣

“今日までそしてこれから” コンサート

チケット販売中

【時 間】14:30 開場／ 15:00 開演 全席自由【会 場】1F ホール【入場料】一般 1,000 円／中学生以下 500 円
【出 演】亀山勝子（ソプラノ･二期会会員）､亀山法男（作編曲･ピアノ･歌）､横浜市立田奈中学校合唱部
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

Მ

11
（日）
17
（土）
18
（日）
21

Მ

清水玲子ピアノリサイタル

【時 間】15:30 開場／ 16:00 開演 全席自由 未就学児入場不可【会 場】1F ホール【入場料】一般 2,500 円／小学生 1,500 円
【お問い合わせ先】清水玲子 TEL：080-9676-3638 E-mail：classic-concert-r@outlook.jp
Web：https://facebook.com/concert.impromptu

地曳しず子ピアノ教室

ピアノ発表会

【時 間】15:00 開場／ 15:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】 地曳しず子ピアノ教室（地曳）TEL：045-982-0752

Მ

東日本大震災アルゼンチンタンゴ・チャリティコンサート

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 親子室のみ未就学児可【会 場】1F ホール【入場料】前売 2,000 円／当日 2,500 円
【お問い合わせ先】ヒラルディージョ事務局（大森）TEL：070-6632-8367 FAX：045-833-8505
E-mail：info@giraldillo.org Web：http://giraldilo.org

港音楽事務所

カラオケ発表会

【時 間】10:30 開場／ 11:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
（水）【お問い合わせ先】 港音楽事務所（港）TEL：045-932-1850

23
（金）
24
（土）
24

カンパニージャ

クラシックギターコンサート

【時 間】18:15 開場／ 18:45 開演【会 場】1F ホール 【入場料】有料
【お問い合わせ先】カンパニージャ事務局 TEL：03-3728-4350

緑区健康づくり月間講演会

【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】緑区役所福祉保健課健康づくり係（内山）TEL：045-930-2357

緑音葉研究会

オペラ公演「トスカ」ハイライト

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】3,000 円
（土）【お問い合わせ先】緑音葉研究会（堀内）TEL：080-5478-8156
主催

28

ロビーコンサート Vol.9

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホールホワイエ【入場料】無料
（水）【出 演】T.C. アコースティクス【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

第 13 回みどり区民アート展
28（水）【時
間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー･会議室【入場料】無料
11/3
【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）

~

26

好評につき締切

【お問い合わせ先】
リベルラ（樋口）
TEL：070-6665-6839

容】マンションリフォーム展示説明

【お問い合わせ先】
住友不動産株式会社（山口）
TEL：045-451-4820

~

17
19
20
22
27
28
30

ＹＭＡコンサート

10:00 〜 17:00【入場料】無料【内

マンションリフォーム展示会

（火）

【お問い合わせ先】
緑音葉研究会（山本）
TEL：090-6949-2148

緑あったかフェスティバル

ロールアップスクリーン

8

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

みんなで歌おう！〜健康歌声サロンスペシャル Part３〜 【お問い合わせ先】
健康歌声サロン（廣瀬）
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 親子室のみ未就学児入場可
TEL：090-6424-6347
【入場料】前売 1,500 円／当日 2,000 円【内 容】懐かしの歌､思い出の歌を一緒に歌う会 E-mail：megmeg0001@me.com

（木）

12
13

チケット販売中

GALLERY

30

2015 Piano Concert（ピアノ発表会）

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演 全席自由 【会 場】1F ホール【入場料】無料
（金）【お問い合わせ先】早田ピアノ教室（早田）TEL･FAX：045-983-7779

