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大人のピアノリサイタル

【お問い合わせ先】
あおば♪ピアノの部屋（北條）
13:15 開場／ 13:30 開演 全席自由 ※未就学児入場不可
【入場料】無料【内 容】大人のためのピアノ教室｢あおば♪ピアノの部屋｣の発表会 E-mail：lesson@aobapiano.com

（土）

主催

Joyful Concert

ゴスペルワークショップ｢歌おう､ゴスペル｣仕上げのコンサート

【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
14:30 開場／ 15:00 開演 全席自由
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【入場料】無料【出 演】野呂愛美､角脇真､ゴスペルクワイア（ワークショップ受講生）

みどりアートパーク・ゴスペルコンサートⅢ

（日）

佐藤のりこ門下生 声楽発表会

（金）

11:40 開場／ 12:00 開演

【入場料】無料【内

Მ

全席自由

容】声楽コンサート

自民党緑区支部

（土）

マイナンバー勉強会

【お問い合わせ先】
斉藤たつや事務所
TEL：045-935-1315

18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】マイナンバーについての勉強会

みどりの森のクリスマスコンサート

チケット販売中

【お問い合わせ先】
※親子チケットは窓口販売･電話予約のみ
13:30 開場／ 14:00 開演 全席指定 ※小さいお子様は保護者のひざの上鑑賞の場合無料 《主催》みどりアートパーク
【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円／親子チケット 1,200 円【出 演】ロバの音楽座 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（日）

主催

【お問い合わせ先】
愛の翼ベルカント声楽会（佐藤）
TEL：080-1301-8371 FAX：042-760-8114
E-mail：sopranoritan-@ezweb.ne.jp

第２回室内楽演奏会 Emsenble Dolce

（土）

17:30 開場／ 18:00 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
玉城室内楽団（黒羽）
E-mail：gkurobane@yahoo.co.jp

全席自由

容】ピアノ五重奏

ピアチェーレ♪がおくる０歳からのクリスマスコンサート
10:00 開場 ／ 10:30 開演

（日）

主催

【入場料】大人 1,000 円／子ども 500 円（当日会場にて精算）
【内 容】乳幼児を持つおやこを対象としたクリスマスコンサート

ロビーコンサート Vol.10 〜フルートとチェンバロによるバロックの風〜

（月）

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【出

ギャラリー
（木）

~ 6（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）

GALLERY
トールペイント､３D アート

作品展

【お問い合わせ先】
トール､３D サークル（秋吉）
TEL：090-5530-3279

10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）

【入場料】無料【内

容】トールペイント､３D アートの作品展

【お問い合わせ先】
小さなお花畑（髙畑）
（木）
TEL：080-5445-4407
10:00 〜 17:00（12 日のみ 21:00 まで､最終日は 12:00 まで）
E-mail：info.ohanabatake@gmail.com
（月）【入場料】無料【内 容】トールペイントのインテリア雑貨 700 点展示､プレゼントや販売有 Web：http://www.co-51.com/

10
~ 14
18
~ 20

（金）

第９回アトリエ｢小さなお花畑｣作品展〜花あかりのキャロル〜

パッチワークキルト展〜めぐり逢った布たち〜
10:30 〜 16:30

（日）【入場料】無料【内

リハーサル室

Მ
主催

5

【お問い合わせ先】
J-OHARIKO（原口）
TEL：045-981-6322

容】布を使った作品の展示

12/13（日）
13:30 開場
14:00 開演

子どもからお年寄りまで楽しめるコンサートです。

「むかしの楽器や空想楽器で心温まる音と遊びの世界を創造」
ロバの音楽座は古楽器や空想楽器などにより､ファンタジックな音と遊び
の世界を繰り広げています。
歌あり､器楽合奏あり､踊りあり､参加ありの楽しいプログラム｡
むかしむかしの国からやって来た 30 種類以上の楽器たち､未来の国から
やって来た空想楽器も大活躍です！

Information
緑区民音楽祭
第５回新人演奏会出演者募集
≪ピアノ･ヴァイオリン･声楽≫

地域の若手演奏家を発掘し､音楽活動の支援と発表の場
を提供します｡各部門の受賞者は､緑区民音楽祭実行委員会
及びみどりアートパークの登録アーティストとして主催･共催
するコンサートに出演していただきます。
《参加資格》次の①〜③のすべてに該当すること
①横浜市在住･在学･在勤の方､または過去に横浜市に在住･在学･在勤
されていた方｡
②平成 28 年３月末日で 15 歳〜 39 歳の方｡
③クラシック音楽を演奏される方｡
《実施部門》ピアノ部門（定員 20 名）
､ヴァイオリン部門（定員 20 名）
､
声楽部門（定員 20 名）
《応募期間》平成 27 年 11 月 16 日（月）〜平成 28 年 1 月 15 日（金）
《参 加 費》5,000 円（支払方法は振込のみ｡振込後の返金は不可｡）
《日
程》
ピアノ部門：平成 28 年 3 月 17 日（木）17:30 開始
ヴァイオリン部門：平成 28 年 3 月 20 日（日）13:00 開始
声楽部門：平成 28 年 3 月 20 日（日）16:00 開始（予定）
《審査委員》
ピアノ部門：仲道郁代（ピアニスト）
ヴァイオリン部門：永峰高志（国立音楽大学教授･元NHK交響楽団首席奏者）
声楽部門：佐藤美枝子（武蔵野音楽大学准教授･声楽家）
《応募方法》
規定の応募用紙に必要事項を記入の上､みどりアートパークに
持参または郵送してください｡
※応募用紙受理後､参加費振込先をお知らせします｡
※入金確認後､参加確定の通知をいたします｡
※定員を超えますと応募期間内でも締切とさせていただきます｡
《問い合わせ》
みどりアートパーク ℡045-986-2441
緑区地域振興課生涯学習支援係 ℡045-930-2235
緑区民音楽祭実行委員会（担当：本渡） ℡045-932-5321
※詳しくは応募要項をご覧ください。
応募要項はみどりアートパークで配布の他､緑区民音楽祭ホームページ
からもダウンロードできます｡→http://concert.happy.mepage.jp/

みどりアートパークで
YAMAHA CFX を弾こう！

ヤマハ最高峰のフルコンサートグランドピアノ｢CFX｣を
ホールで思いっきり弾いてみませんか？
《日
程》2016 年 1 月 20 日（水）
･21 日（木）
･2 月 3 日（水）
･4 日（木）
《利用料金》１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円（一人２時間まで）
《応募方法》応募用紙に必要事項を記入の上､みどりアートパーク
まで持参または FAX､郵送｡
※応募締め切り後の 12 月末以降に抽選結果のお知らせを郵送または
FAX､E メールにてご連絡いたします｡
※応募用紙はチラシの裏面にございます｡みどりアートパークの
ホームページからもダウンロードいただけます｡
※チラシに記載してある｢ご利用にあたっての注意事項｣をよくお読み
になって､応募期間内にお申し込みください｡期間を過ぎてからの
お申し込みは無効です｡
~2015 年 12 月 15 日（火）まで
《応募期間》2015 年 11 月 15 日（火）

（土）13:30 開場／ 14:00 開演
【参加費】800 円【講

全席自由 ※未就学児入場不可

師】相澤雅雄

主催

チケット販売中

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 11 月 20 日現在の情報です。

年末年始休館日のお知らせ

12/29（火）~1/3（日）
上記６日間は終日､全館休館です｡施設利用料金のお支払い､
事業チケットの窓口での購入･電話予約､その他お問い合わせ
等お取扱いできません｡

（月）９時より通常営業いたします｡
1/4
※横浜市市民利用施設予約システムからの予約や支払期限等については
予約システムサービスセンター（℡045-759-3737）に直接お問い合わせ
ください。
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（月）

January2016

【入場料】
一般 1,000 円
高校生以下 500 円
親子チケット 1,200 円

中

（一般 1 枚＋高校生以下 1 枚）

【出 演】
ロバの音楽座
（松本雅隆､上野哲生､冨田りぐま､
大宮まふみ､長井和明､松本更紗）

よーく耳をすましてきいてごらん「遠い昔の音がする」
「うれしくなったりジーンとしたよ」音楽って不思議フシギだね
いろんな楽器が出てくるよ｢なんでも楽器になるんだね」
よーく耳をすましてきいてごらん 身体じゅうすましてきいてごらん

REHEARSAL ROOM
【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）

ト販売

みどりの森のクリスマスコンサート

ロバの音楽座｢みどりの森のクリスマスコンサート｣は

【お問い合わせ】
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

中高生のための冬休み演劇ワークショップ「ようこそ､えんげきワンダーランドへ 冬」

【時 間】各日 10:00 〜 13:00､14:00 〜 17:00【会 場】1F ホール
12/11 より申込開始
【参加費】１コマ 100 円（全８コマ）
【対 象】中学生・高校生【定 員】各コマ 20 名
（火）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

5

MICHIKO カラオケ友の会

8
（金）

カラオケ発表会

【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】ミチコ TEL：090-7717-2048

鈴木ピアノ教室

9
（土）

室内楽をあなたと〜 Vol.3

【時 間】12:20 開場／ 12:40 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】水田 E-mail：info2016cma@gmail.com

うたわ会

10
（日）

箏曲教室第 32 回筝･ひきぞめ会

【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】うたわ会（岩崎）TEL：045-922-1469 E-mail：utawakai̲kirigaoka@t.vodafone.ne.jp

主催

11･
17･
24

舞台芸術参加企画「江戸の伝統芸能に挑戦してみよう！」

（月）
【詳

細】１コマ目：11 日（月）13:00 〜 14:30 ／２コマ目：11 日（月）15:00 〜 16:00
３コマ目：17 日（日）13:30 〜 15:00 ／４コマ目：17 日（日）15:15 〜 17:15
５コマ目：24 日（日）13:00 〜 19:00 ※全日程に参加できる方のみ
（日）
【会 場】1F ホール･B1F リハーサル室【参加費】無料【対 象】小学生以上〜 25 歳まで
【定 員】
①写し絵作画 30 名②音楽演奏参加 30 名 ※先着順【申込方法】直接来館･電話･FAX
（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）

Percussion Ensemble Grop Klar

12
（火）

パーカッションアンサンブルコンサート

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】有料
【お問い合わせ先】Percussion Ensemble Grop Klar（鶴田）TEL：090-3681-5281 E-mail：klar.perc@gmail.com

ワン･コインコンサート Vol.9 〜音楽の福袋 2016 〜（登録アーティストによるピアノコンサート）

主催

14
（木）

【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】みどりアートパーク登録アーティスト：飯田彰子､久原恵里子､ふじいみのり（共にピアノ）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

16
（土）

稲葉、川辺音楽教室発表会（ピアノと声楽の発表会）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】稲葉 TEL：090-4675-3964

16
18

第 9 回「建築家展」（建築家による住宅作品展示及び相談会）

（土）
【時

間】10:00 〜 18:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】ジェイホームズ株式会社（酒井）TEL：045-912-9090 FAX：045-910-1119
（月）E-mail：info@jhomes.jp Web：http://www.j-homes.com

第七回みどりアートパーク寄席「春風亭一朝一門会」

17
（日）

主催

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【出 演】春風亭一朝､春風亭柳朝
【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
【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

主催

20･
21

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

（水）

チケット販売中

他

申込受付中

【時 間】各日 10:00 〜 20:00 １時間毎（一人２時間まで）
【料 金】１時間 1,800 円､連続２時間 3,000 円
【申込方法】応募用紙に必要事項を明記の上､申込期間内に郵送･FAX･持参【申込期間】11/15 〜 12/15
（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）

緑区心の健康づくり推進事業講演会（睡眠に関する区民向け講演会）

23
（土）

【時 間】13:15 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】緑福祉保健センター高齢･障害支援課障害者支援担当 TEL：045-930-2434 FAX：045-930-2435

江戸糸あやつり人形･結城座公演｢宮沢賢治の写し絵劇場｣〜注文の多い料理店〜

24
（日）

主催

Მ

第三期｢街道ものがたり｣其の一 ぶらり大山街道歴史散歩

チケッ

ロバの音楽座がやってくる！

~

3

演】山田芳恵（フルート）
､中村恵美（チェンバロ）

【お問い合わせ先】
フォーラムアソシエ
TEL：045-472-7093（平日 10:00 〜 17:00）

今

月のイチオシ

チケット販売中

【時 間】17:00 開場／ 17:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】一般 2,500 円／大学生以下 1,500 円※４歳以下入場不可
【ワークショップ】1/11 13:00~16:00､1/17 13:30~17:15､1/24 13:00~19:00 参加費無料 対象：小学生以上~25 歳まで
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

食の安全･安心のために､もっと表示を活用しよう〜新しい食品表示法と機能性表示食品について〜

26
（火）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】公益財団法人横浜市消費者協会（金井） TEL：045-845-5640 FAX：045-845-7720
E-mail：kanai@yokohama-consumer.or.jp Web：http://www.yokohama-consumer.or.jp

おやこが幸せになる☆ピアチェーレ♪のおはなし音楽会

27
（水）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室 【入場料】おやこ券 1,000 円
【お問い合わせ先】ピアチェーレ♪
（佐藤） TEL：090-8336-2006
E-mail：piacere.musique@gmail.com Web：http://piacere-music.jimdo.com

ウッドウィンド･アンサンブル･ブリス〜木管十重奏の調べ〜

29
（金）

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 【入場料】一般 2,000 円／高校生以下 1,500 円
【お問い合わせ先】木管 10 重奏（田中）TEL：090-5990-5912 E-mail：ensemblebliss@gmail.com

