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アマチュアスター歌謡祭

（木）

Მ

【入場料】無料【内

容】カラオケ発表会

開館二周年記念シリーズ｢歌のちから」“今日までそしてこれから”

14:30 開場／ 15:00 開演 全席自由

（土）

清水玲子ピアノリサイタル

15:30 開場／ 16:00 開演 全席自由

【入場料】無料【内

ピアノ発表会

容】ピアノ発表会

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

（日）

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

親子室のみ未就学児入場可

【入場料】前売 2,000 円／当日 2,500 円【内 容】アルゼンチンタンゴコンサート

港音楽事務所

（水）

カラオケ大会

【入場料】無料【内

容】カラオケ発表会

スペインの至宝･CD 発売記念コンサート

マリア･エステル･グスマン ギターの真髄を奏でる 東京公演 2015

（金）

18:20 開場／ 18:45 開演 全席自由

【入場料】前売 4,000 円／当日 4,500 円【内 容】クラシックギターコンサート

緑区健康づくり月間講演会
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

容】健康づくりに関する講演会

緑音葉研究会

オペラ公演「トスカ」ハイライト

（土）

18:30 開場／ 19:00 開演

【入場料】3,000 円【内

第 38 回緑区コーラスのつどい

（日）

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

容】コーラス団体の発表

ロビーコンサート Vol.9 〜はじめまして､T.C.Acoustics です！〜

（水）

13:00 開場 ／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】無料【出

演】T.C.Acoustics（歌とギター）
【定 員】先着 60 名

18:00 開場／ 18:30 開演 全席自由

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

長津田ジャズまつり 2015

（土）

12:50 開場／ 13:30 開演 全席自由

【入場料】1,500 円【内

容】一流の演奏家によるジャズ演奏

10:00 〜 17:00

【入場料】無料【内

絵手紙の展示会

容】絵手紙展

（水）

【お問い合わせ先】
地曳しず子ピアノ教室（地曳）
TEL：045-982-0752
【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://giraldillo.org

【お問い合わせ先】
カンパニージャ事務局
TEL：03-3728-4350
Web：https://sites.google.com/site/2015mariaesthertour/
【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
【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】
緑区コーラスの会（斉藤）
TEL･FAX：045-937-4088
【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】
早田ピアノ教室（早田）
TEL･FAX：045-983-7779
【お問い合わせ先】
長津田ジャズ愛好会（篠崎）
TEL･FAX：045-983-4760

【お問い合わせ先】
ネット神奈川かもめ（佐々）
TEL：045-514-0902

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 9 月 19 日現在の情報です。

第 20 回葉友会展

主催

Მ
主催

（金）~

（土）

【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）

10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）

リハーサル室

2
3･4
30イ

容】書道展

第 13 回みどり区民アート展

~ 11/3（火）【入場料】無料【内

主催

【お問い合わせ先】
葉友会（圡井田）
TEL：042-796-2218

10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から）

【入場料】無料【内

容】区民による作品展（会議室での展示もあります）

REHEARSAL ROOM

ゴスペルワークショップⅢ｢歌おう､ゴスペル｣ヴィオラ好評につき締切

【お問い合わせ先】

２日（金）
・9 日（金）
・23 日（金）19:00 〜 20:30（他 11 月にレッスン２回有）《主催》みどりアートパーク

【参加費】6,000 円

※ワークショップⅠ･Ⅱに参加した方または経験者対象のクラスです

赤ちゃんのはじめての音楽会｢チリンとドロン｣＃5

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

3.st のみチケット販売中

【お問い合わせ先】
〈1.st〉3 日（土）12:45 開場／ 13:00 開演 対象：１歳以上のこどもとおとな
《主催》みどりアートパーク
〈2.st〉4 日（日）10:15 開場／ 10:30 開演 対象：１歳以上のこどもとおとな
〈3.st〉4 日（日）12:45 開場／ 13:00 開演 対象：お誕生日前の０歳児とおとな･これからママになる方 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
（日）【入場料】おとな 500 円／こども 100 円

ゴスペルワークショップⅢ｢歌おう､ゴスペル｣ヴェルデ

（金）

申込受付中

30 日（金）19:00 〜 20:30（他 11 月にレッスン 2 回有）

【参加費】4,000 円

月の チオシ
今10
/10

※初心者対象のクラスです

14:30 開場
（土）15:00 開演

開館二周年記念 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

横浜市緑区民文化センター みどりアートパークは､きたる
10 月 5 日で開館二周年を迎えます｡その二周年を記念して､
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｡いっしょに
二周年をお祝いしませんか？
○二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みなさん｡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。

チケッ
ト販売
【入場料】
中
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】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

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。
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（日）

【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

田崎ルミ＆歌仲間チャリティーコンサート

【時

間】10:30 開場／ 11:00 開演【会

場】1F ホール【入場料】1,500 円
E-mail：parl-77@softbank.ne.jp

（金）【お問い合わせ先】YOKOHAMA 屋（田崎）TEL：080-4187-5500
みどり認知症フォーラム

【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】介護老人保健施設みどりの杜（武藤・斎藤）TEL：045-929-5000

華川祐里奈

舞踊 45 周年記念祭（舞踊・歌など）

【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】華川会（福山）TEL：090-3149-4549

9
（月）
10
（火）

子育て Sweet&Bitter VOL.4「うまれる ずっと､いっしょ｡」上映会

【時 間】9:45 開場／ 10:15 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料【定 員】180 名（緑区在住･在勤の方）
【お問い合わせ先】緑区地域子育て支援拠点いっぽ TEL：045-989-5850

年末調整等説明会

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】緑税務署（鎌田）TEL：045-972-7771

12
（木）
17
（火）

家事家計講習会

【時 間】10:00 〜 12:00【会 場】B1F リハーサル室 【入場料】無料
【お問い合わせ先】東京第四友の会緑方面（山田）TEL：045-983-9752 FAX：045-983-9762

主催

ワン・コインコンサート Vol.8 〜作曲家シリーズ第１回｢ショパン｣〜（ピアノ演奏）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】500 円（当日現金支払い）
【出 演】小坂友紀子､山田彩実【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

組写真展（風景・スナップ・心象）
17（火）【時
間】10:00 〜 17:00
【会
23（月）【お問い合わせ先】フォト長津田（塩田）TEL：045-471-6101
（初日は 13:00 から､最終日は 15:00 まで）

深沢ピアノ教室

ピアノ発表会

2015 緑･芸術祭

伝統文化発表会

21
（土）
22
（日）
22
（日）
23
（月）

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

【時 間】13:30 開場／ 13:45 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】深沢ピアノ教室（深沢）TEL：045-983-8077
【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】横浜緑伝統文化協会（服部）TEL･FAX：045-932-3132

JOY 音

コンサート（弦楽合奏団コンサート）

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】JOY 音（三浦）TEL･FAX：042-728-5607 E-mail：fu-miura-447ga@ab.auone-net.jp

『キレる子どもの食生活』 講師：野本健司氏（食の安全を考える会）

【時 間】9:45 開場／ 10:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料
【お問い合わせ先】生活クラブ緑センター（竹内）TEL：045-971-2173 FAX：045-971-1837

キルトハウス Happy heart ハンドメイド作品展示
24（火）【時
間】10:00 〜 18:00
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
30（月）【お問い合わせ先】キルトハウス Happy heart（花田）TEL：090-6152-7045
（初日は 13:00 から､最終日は 16:00 まで）

~

~ 4（日）

【お問い合わせ先】
清水玲子
TEL：080-9676-3638
E-mail：classic-concert-r@outlook.jp
Web：http://www.facebook.com/concert.impromptu

GALLERY

ネット神奈川かもめ
（火）

9/29

※お客様多数の場合は入場を制限させていただくことがございます。
予めご了承ください。

2015 Piano Concert

（金）

ギャラリー

容】オペラ公演

28

【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】
港音楽事務所（港）
TEL：045-932-1850

10:30 開場／ 11:00 開演

（土）

主催

未就学児入場不可

【入場料】一般 2,500 円／小学生 1,500 円【内 容】ピアノリサイタル

15:00 開場／ 15:30 開演
（土）

Მ

コンサート

チケット販売中

【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

地曳しず子ピアノ教室

~ 11（日）

【お問い合わせ先】
麻生音楽事務所（亀田）
TEL：042-728-9825

9:30 開場／ 10:00 開演

（日）

Მ

（火）

~

8
10
11
17
18
21
23
24
24
25
28
30
31

主催

6

HALL

29
（日）

主催

Მ

身体で聴こう音楽会 Vol.3「イッツフォーリーズが歌ういずみたくの世界」

チケット販売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】おとな 1,000 円／高校生以下 500 円
※体感音響システムの使用は事前申込制
【出 演】イッツフォーリーズ（泉 里沙､藤森 裕美､大塚 庸介､水谷 圭見）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

