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ホール

主催

リハーサル室

HALL
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」
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5

（月）

【お問い合わせ先】
①1/4( 月 )9:30~12:30｢こどもの国でアイデア探し｣②1/4( 月 )13:30~17:00｢写真の瞬間をヒントに､戯曲を書く｣
《主催》みどりアートパーク
③1/5( 火 )10:00~13:00･④1/5( 火 )14:00~17:00｢作品づくりとミニ発表会｣ 申込受付中
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【参加費】1 コマ 200 円（全 4 コマ）
【対 象】中学生･高校生【定 員】各コマ 20 名（先着順）

（火）
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MICHIKO カラオケ教室 カラオケ発表会

【入場料】無料【内

容】カラオケ教室発表会

「室内楽をあなたと〜 Vol.3」

（土）

うたわ会

容】室内楽演奏会

筝曲教室第 32 回箏・ひきぞめ会

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

主催

18:30 開場／ 19:00 開演

ワン･コインコンサート Vol.9 〜音楽の福袋 2016 〜
13:30 開場／ 14:00 開演

（木）

全席自由

【入場料】500 円（当日現金支払い）
【定 員】300 名
：飯田彰子､ふじいみのり､久原恵里子
【出 演】みどりアートパーク登録アーティスト（ピアノ）

稲葉､川辺音楽教室

発表会

13:00 開場 ／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

10:00 開場／ 10:30 開演

【参加費】おやこ 1,000 円【内

月のイチオシ

1/24（日）
17:00 開場
17:30 開演

全席自由

容】ピアノと声楽の発表会

13:30 開場／ 14:00 開演

（日）

全席指定

チケット販売中

【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】春風亭一朝､春風亭柳朝､春風亭朝 也

20
・21

（水）

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！
各日 10:00 〜 20:00 １時間毎（一人２時間まで）

【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）

緑区心の健康づくり推進事業講演会

【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

【入場料】１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円
※申込受付は終了しましたが､空枠がある場合は申込可能です｡お問い合わせください｡

13:15 開場 ／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】睡眠に関する区民向け講演会

江戸糸あやつり人形･結城座

※ワークショップあり（1/11,1/17,1/24）

｢宮沢賢治の写し絵劇場｣〜注文の多い料理店〜

17:00 開場／ 17:30 開演
（日）

全席指定

４歳以下入場不可

チケット販売中

【入場料】一般 2,500 円／大学生以下 1,500 円【出 演】江戸糸あやつり人形･結城座

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〜

13:00 開場 ／ 13:30 開演
（火）
【入場料】無料【内

容】食の講演会

ウッドウィンド･アンサンブル･ブリス〜木管十重奏の調べ〜
18:30 開場 ／ 19:00 開演

（金）

ギャラリー

16
~ 18

（土）

全席自由

【入場料】一般 2,000 円／高校生以下 1,500 円
【曲 目】ジャン･フランセ：バレエ音楽｢ソフィーの不幸より｣７つのダンス 他

【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】
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
【お問い合わせ先】
ウッド･アンサンブル･ブリス（田中）
E-mail：ensemblebliss@gmail.com

GALLERY
第９回「建築家展」
10:00 〜 18:00

（月） 【入場料】無料【内

容】建築家による住宅作品展示及び相談会

【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
E-mail：info@jhomes.jp
Web：http://www.j-homes.com

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 12 月 17 日現在の情報です。

江戸糸あやつり人形･結城座
宮沢賢治の写し絵劇場｢注文の多い料理店｣

光と影で描く妖しの｢写し絵｣と人形たちとの饗宴のはじまり！舞台はレストラント｢山猫軒｣
ちょっと怖くて楽しい幻想的な結城座版賢治ワールドが炸裂します｡

チケッ
ト販売
中

第一部｢賢さんのトランク｣では､宮沢賢治の人となりを芝居仕立で紹介しながら｢ひのきとひなげし｣｢祭りの晩｣を､
第二部では賢治の代表作｢注文の多い料理店｣を上演します｡人気画家･寺門孝之の描き下ろしによる何百枚もの絵が､
劇場中をダイナミックに駆け巡ります｡暗闇から極彩色のガラス絵が色鮮やかに写し出される結城座ならではの幻想的
な世界を､ぜひ体験してください｡
●江戸写し絵について
江戸糸あやつりの結城座に伝わるもう一つの伝統芸能で､その歴史は約 200 年｡十七世紀半ば頃にヨーロッパで発明
された映像技術を使った芸能で､｢風呂｣と呼ばれる箱型の幻燈機に｢種板｣と呼ばれるガラス製の原画を差し込みスクリーン
等に投影します｡遣い手が｢風呂｣を巧みに操り､複数の遣い手が行きを合わせて様々なシーンを演じていきます｡
●江戸糸あやつり人形結城座（記録選択無形民俗文化財／東京都無形文化財）
江戸時代の寛永 12 年（1635 年）に初代結城孫三郎が創設以来､現在 12 代目結城孫三郎まで 380 年以上の歴史があります｡
古典の糸あやつりをベースに､写し絵芝居､新作公演､海外公演､国際共同制作公演等､幅広い公演活動を行っています｡
【入場料】一般 2,500 円／大学生以下 1,500 円【出 演】結城千恵､結城育子､結城数馬､岡泉名､他 結城座人形遣い
【客 演】服部吉次（黒テント）
【原 作】宮沢賢治【台本･脚本】山元清多【写し絵･画･人形美術】寺門孝之
【音 楽】寺嶋陸也【照 明】斎藤茂男【音 響】島猛【舞台監督】吉木均【演出助手】鈴木章友
【音楽指導（参加者）
】ふじいみのり
【お問い合わせ】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

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

文化庁委託事業｢平成 27 年度戦略的芸術文化創造推進事業｣

Information
舞台芸術参加企画
｢江戸の伝統芸能に挑戦してみよう！｣
ワークショップ参加者募集中
｢江戸糸あやつり人形｣と｢江戸写し絵｣を体験したあと､
｢注文の多い料理店｣の｢江戸写し絵｣に使う絵を描いて
みたり､宮沢賢治の作曲した曲を､好きな楽器や歌で演奏
するワークショップ｡本番公演にも参加していただきます｡

《詳
細》
【１コマ目】
1 月 11 日（月）13:00 〜 14:30 ｢江戸糸あやつり人形｣の体験
【２コマ目】
1 月 11 日（月）15:00 〜 16:00 ｢江戸写し絵｣の体験
【３コマ目】
1 月 17 日（日）13:30 〜 15:00 ｢江戸写し絵｣の作品制作
【４コマ目】
1 月 17 日（日）15:15 〜 17:15 音楽演奏の稽古
【５コマ目】
1 月 24 日（日）13:00 〜 19:00 稽古･リハーサル･本番
※時間は変更になる場合がございます。
※１コマ目と２コマ目は必修です｡
17 日以降は写し絵作品制作か音楽演奏か選択できます｡両方受講
も可能です｡音楽演奏受講者は稽古､舞台稽古を経て､本番公演でも
演奏していただきます｡
写し絵作品制作受講者は､本番日は本番前の舞台上での稽古と舞台
稽古を見学していただきます｡自分たちが描いてプランした絵が
結城座の写し絵技師によりどのように変化していくのか､舞台裏を
真剣に観ていただきます｡
《対
象》小学生以上 25 歳まで
《定
員》全 60 名（写し絵の作品制作：30 名､音楽演奏：30 名）
《参 加 費》無料
《申込方法》
みどりアートパークへ直接来館または電話･FAX

みどりアートパーク公募写真展
「鴨居の風景」出展作品募集中
緑区の東部に位置する鴨居､白山､竹山､東本郷を対象と
します｡魅力ある風景が多くある地域･鴨居の風景写真を
募集します｡
《募集テーマ》
「鴨居の風景」
鴨居､白山､竹山､東本郷の建物､風景､寺社仏閣などの写真｡
《応募写真の規格》
・カラー､モノクロ可｡
・デジタルデータ不可､プリントして応募｡
・プリントは｢四つ切｣あるいは｢A4 判｣
・昔の写真についてはサイズは問いません｡
《応募方法》
みどりアートパークのホームページ､またはチラシ記載の募集要項
をよくご確認の上､応募用紙に必要事項を記入し､写真と共にみどり
アートパークまたは白山地区センターへ持参か郵送してください｡

主催
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さきどりスケジュール

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

【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
※申込受付は終了しましたが､空枠がある場合は申込可能です｡お問い合わせください。
（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）

4

第 30 回緑区スポーツ人のつどい 「私のサッカー人生」 奥寺 康彦 氏

6
（土）

【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】緑区体育協会（杉山） TEL：045-932-0835

主催

（火） みどりアートパーク公募写真展

9
15

2016「鴨居の風景」

作品受付中

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
（月）

歌声喫茶ともしび in 長津田

10
（水）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】2,000 円
【お問い合わせ先】ともしび事務センター（桜田） TEL：03-6907-3801

あひるの会

11
（木･祝）

声楽発表会

【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】植村 TEL：042-797-1397

Მ

20

東日本大震災フラメンコ･チャリティコンサート

チケット販売中

街道ものがたり第三期其の二〜ぶらり中原街道歴史散歩〜

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】前売 2,000 円／当日 2,500 円※未就学児は親子室のみ可
【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
（土）E-mail：info@giraldillo.org Web：http://giraldillo.org

主催

20
（土）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由 ※未就学児入場不可
【講 演】相澤雅雄（郷土研究家）
【入場料】800 円【定 員】60 名
【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

「未来へ届けアートの光」展
（水）

24
29

~

23
24
26
29

パーカッション･アンサンブル･グループ｢クラール｣
（鶴田）
TEL：045-873-6695
E-mail：klar.perc@gmail.com

【お問い合わせ先】
稲葉
TEL：090-4675-3964

第七回みどりアートパーク寄席｢春風亭一朝一門会｣

（土）

Მ

全席自由

【入場料】一般 2,500 円／学生 1,000 円
【内 容】クラシックの名曲を打楽器アンサンブルならではの楽しいアレンジで。

（木）

主催

（水）

~

主催

今

【お問い合わせ先】
ピアチェーレ♪（佐藤）
TEL：090-8336-2006
全席自由
E-mail：piacere.musique@gmail.com
容】乳幼児おやこのためのミニコンサート､読み聞かせ Web：http://piacere-music.jimdo.com

おやこが幸せになる☆ピアチェーレ♪のおはなし音楽会

パーカッション･アンサンブル･グループ｢クラール｣ニューイヤーコンサート 【お問い合わせ先】

（土）

Მ

【お問い合わせ先】
うたわ会（岩崎）
TEL･FAX：045-922-1469

全席自由

容】筝曲演奏発表会

（火）

主催

【お問い合わせ先】
水田
E-mail：info@2016cma@gmail.com

12:20 開場／ 12:40 開演

【入場料】無料【内

（日）

Მ

【お問い合わせ先】
ミチコ
TEL：090-7717-2048

9:30 開場／ 10:00 開演

27

REHEARSAL ROOM

【時

間】11:00 〜 18:00（初日は 13:00 から､最終日は 16:00 まで）
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
TEL：03-5226-5225

【お問い合わせ先】
（株）アートクロス
（月）

きららリトミック

リトミックとギターの発表会

緑区食品衛生協会

食品衛生責任者講習会

27
（土）

【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】村上 TEL：042-795-5677

29
（月）

【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】鈴木 TEL：045-935-5022

年末年始休館のお知らせ
12 月 29 日（火）〜 1 月 3 日（日）は終日休館いたします。

