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ホール

主催

HALL
みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

（水）

各日 10:00 〜 20:00 まで１時間ごと

（木）

【お問い合わせ先】
緑区体育協会事務局（谷村）
【入場料】無料【内 容】一部：式典･表彰式（14:00~14:30）／二部：講演会（14:45~16:15） TEL：045-932-0835
【講 師】㈱横浜フリエスポーツクラブ会長･サッカー指導者･日本人プロサッカー選手第１号 奥寺康彦氏 Web：http://www.midori-taikyou.org/

（土）

Მ

第 30 回緑区スポーツの集い「私のサッカー人生」
13:30 開場／ 14:00 開会

歌声喫茶ともしび in 長津田

（水）

【入場料】2,000 円【内

容】歌声喫茶

コーロピアチェーレ オペラアリア重唱発表会
容】植村憲市門下生声楽発表会

第２回「表現の市場」
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

容】和太鼓､ラップ､ダンス､演劇､聾者と聴者の人形劇など

東日本大震災フラメンコ･チャリティコンサート
13:30 開場 ／ 14:00 開演

（土）

主催

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

（日）

Მ

【お問い合わせ先】
ともしび事務センター（桜田）
TEL：03-6907-3801

13:30 開場／ 14:00 開演

（木･祝）

共催

定員 300 名（当日先着順）

全席自由

チケット販売中

未就学児は親子室のみ入場可

【入場料】前売 2,000 円／当日 2,500 円
【内 容】東日本大震災復興支援を目的としたフラメンコのコンサート

【お問い合わせ先】
《主催》みどりアートパーク
【入場料】無料【出 演】出井則太郎（テノール）
､根本愛（ピアノ）
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
※お客様多数の場合は入場を制限させていただきますのであらかじめご了承ください。

13:00 開場／ 13:30 開演

（水）

全席自由

定員 60 名程度（当日先着順）

きららリトミック リトミックとギターの発表会
9:30 開場 ／ 10:00 開演

【入場料】無料

緑区食品衛生協会 食品衛生責任者講習会

（月）

14:00 開場 ／ 14:30 開演

【受講料】1,500 円

ギャラリー

全席自由

【お問い合わせ先】
食品衛生協会（鈴木）
TEL･FAX：045-935-5022

未就学児入場不可

みどりアートパーク公募写真展 2016「鴨居の風景」

（火）

10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）

「未来へ届けアートの光」展

【お問い合わせ先】
株式会社アートクロス
TEL：03-5226-5225

11:00 〜 18:00

（月） 【入場料】無料

リハーサル室
主催

Მ
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REHEARSAL ROOM

第三期｢街道ものがたり｣其の二〜ぶらり中原街道歴史散歩〜

（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）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】800 円【定

全席自由

員】60 名【講

未就学児入場不可

師】相澤雅雄（郷土研究家）

チケット販売中

【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）

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 2016 年 1 月 21 日現在の情報です。

13:30 開場
（土）14:00 開演

日頃なにげなく通っている道でも､路傍に残る身近な歴史
遺物をよく観察すると､それぞれに秘められた庶民の歴史
を垣間みることができます｡身近から街道の歴史を知る楽しさを
共有し､街道を通じて身近な歴史への関心を向けていきましょう｡

主催

【入場料】800 円
【講 演】相澤雅雄（郷土研究家）
【お問い合わせ】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（金） 神奈川県立白山高等学校

4
6

おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.6
｢春の名曲特集｣
演奏曲リクエスト受付中

｢春｣をテーマとするジャズナンバーのリクエストをお待ち
しております｡ドシドシお寄せください！
下記の情報と共にメール､FAX､ハガキにてリクエストをください｡
※時間や内容の都合上､リクエストいただいた曲を演奏できない場合
もございます｡あらかじめご了承ください。
①氏名（ペンネーム OK） ②年齢 ③性別
④リクエスト曲 ⑤リクエスト曲に関する思い出など
《締
切》平成 28 年３月１日（火）必着
《宛
先》
〒226-0027 横浜市緑区長津田二丁目１番３号
FAX：045-986-2445 E-mail：otoiawase@m-artpark.com
横浜市緑区民文化センターみどりアートパーク まで
《公演詳細》
公演日：平成 28 年３月 12 日（土）18:30 開場／ 19:00 開演
出演者：深水洋､相澤哲､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵
演奏予定曲目（※変更になる場合がございます）
・Joy Spring
・Iʼ ll Remember April
・Skylark
・Up Jumped Spring
・Blue Spring Shuﬄe
ほか

みどりアートパーク
ポイントカードのご案内

練習室と会議室をご利用の方対象で 10 ポイントためると
次回ご利用時の施設利用料金が１コマ分無料でお使いいた
だけるお得なカードです｡
みどりアートパークポイントカードは所定の規約を承諾され､会員に
登録された個人及び団体に対して１枚発行いたします｡ご希望の方は
ご利用時にご申請くださいませ｡
《詳
細》
入会金･年会費無料
対象施設：練習室１･２･３､会議室 A･B
上記施設を１コマ利用されるごとに､１ポイント押印いたします｡
ただし､１日あたり１ポイントを上限といたします｡同時に複数の施設
をご利用いただいた場合も同様です｡
有効期限：１個目の押印の翌月から一年間（12 ヶ月目の末日まで）
ただしサービス適用有効期限はカードポイント満了となった翌月の
一ヶ月間のみとさせていただきます｡

2/23

休館日のお知らせ

（火）
は終日休館です｡

38 期美術コース卒業制作展「My Green Days」

【時 間】10:00 〜 18:00【会 場】B1F ギャラリー･会議室【入場料】無料
【お問い合わせ先】神奈川県立白山高等学校 TEL：045-933-2805
（日）

第三期｢街道ものがたり｣其の三〜ぶらり神奈川道歴史散歩〜

チケット販売中

5
（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

ぽこあぽこピアノ教室 第６回ピアノ発表会

6
（日）

【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】ぽこあぽこピアノ教室（岡田）TEL：090-2955-4605 E-mail：noridar77@ybb.ne.jp
Web：http://music.geocities.jp/poco̲a̲poco̲piano̲yokohama/

杉山結香ソロギターコンサート

6
（日）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席指定
【入場料】前売 3,000 円／当日 3,500 円
【お問い合わせ先】杉山 E-mail：info@sugiyamayuka.com Web：http://sugiyamayuka.com

11
（金）

｢笑いは万病の薬｣落語会

チケット販売中

12
（土）

おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.6 〜春の名曲特集〜

チケット販売中

Მ

【時 間】18:00 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】3,300 円【出 演】三遊亭歌之介
【お問い合わせ先】有限会社マザール（あべ）TEL：045-308-7047 Web：http://www.motheru.jp/
☆15:00 〜 18:30 マザールのバザール開催（ホワイエにて）

主催

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 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 500 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

スプリングコンサート（ピアノ発表会）

13
（日）

【時 間】10:15 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】安田 TEL･FAX：045-481-2366 E-mail：mimi.yasuda.k@docomo.ne.jp

ワン･コインコンサート Vol.10 〜竹と樹が運ぶ春の風〜（マリンバ･尺八･ドラム）

15
（火）

主催

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】500 円（当日現金支払い）
【出 演】海野茜､三浦咲､大河内淳矢､遠藤真治
【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

Information

緑区社会福祉協議会 第 34 回緑区社会福祉大会

【時 間】12:30 開場／ 13:30 開演【入場料】無料
【お問い合わせ先】緑区社会福祉協議会（田中）TEL：045-931-2478

共催

●中原街道（主に久末あたりから都岡までを中心に）
・別名「御酢街道」と言われた由来
・街道の坂（東山田の道中坂､寺山の長坂等）
・道標（指差し観音等）
・句碑（上白根の俳人高橋紅子と稲荷社の内藤鳴雪句碑の由来）
・都岡町の都筑郡役所跡
・街道沿いで盛行した庚申信仰､
念仏信仰等
・石造物（越谷市出身の力持ち
芸人が係わった力石､宮物を
刻んだ石工飯島吉六､
川崎神地の石工松原傳右衛門等、
佐江戸の双体道祖神）
・街道沿いの御堂（鎌田堂と
三宝廃寺）
・久末の義民伝承

さきどりスケジュール

2
（水）

みどりアートパーク シリーズ「地域の歴史と文化を探る」

第三期｢街道ものがたり｣其の二
〜ぶらり中原街道歴史散歩〜

March2016

（火）PC

15
21

慶青会

写真展

【時 間】10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から）【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】PC 慶青会（白石）TEL：045-982-4682 E-mail：de3t-sris@asahi-net.or.jp
（月）

緑区食品衛生協会

16
（水）

食品衛生責任者講習会

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【受講料】無料
【お問い合わせ先】緑区食品衛生協会（鈴木） TEL：045-935-5022

新しい防災の知識で大切な家族を守る（緑区防災講演会）

19
（土）

【時 間】14:00 開場／ 14:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】緑区役所（武村）TEL：045-930-2208 FAX：045-930-2209

STUDIO BUCCI ミュージカル（歌とダンスの発表会）

20
（日）

【時 間】未定【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料
【お問い合わせ先】STUDIO BUCCI TEL：045-971-2515 E-mail：buchikyon7@docomo.ne.jp

横浜市立あかね台中学校音楽部スプリングコンサート

21
（月･祝）

【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】横浜市立あかね台中学校（髙坂）TEL：045-985-5010

21

FAX：045-985-5015

2016 ピアノ発表会（ピアノソロ･連弾･ヴァイオリンとのアンサンブル他）

【時

間】18:15 開場／ 18:30 開演【会

場】1F ホール【入場料】無料

【お問い合わせ先】スタジオ 841（上田）TEL･FAX：045-963-1360
（月･祝）

緑区食品衛生協会 食品衛生責任者講習会

24
（木）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【受講料】無料
【お問い合わせ先】緑区食品衛生協会（鈴木） TEL：045-935-5022

（金）ポーセリンクレイアート作品展（西洋陶芸･壺やコンポートに花や人形をつけて焼いた作品）

25
28

【時

~

催】横浜市白山地区センター
~15（月） 【入場料】無料【共
【内 容】魅力ある鴨居の残したい･懐かしい街の風景をテーマとした市民の公募による写真展

（水）

【お問い合わせ先】
きららリトミック（村上）
TEL：042-795-5677

GALLERY

9

24
~ 29

【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

ロビーコンサート Vol.11 〜テノールとピアノ〜

（土）

主催

【お問い合わせ先】
《主催》NPO 法人ぷかぷか（髙﨑）
TEL：045-453-8511

2/20

ト販売
中

~

6
10
11
14
20
24
27
29

【利用料】１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円
※申込受付は終了いたしました。

【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）

3

チケッ

~

3・
4

今

月のイチオシ

間】10:00 〜 18:00（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】アトリエ夢の木（渡辺）TEL･FAX：045-962-7923 E-mail：sanae@happytown.ocn.ne.jp
（月）

第 32 回かながわ音楽コンクール

26
（土）

共催

ユースピアノ部門

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 三歳以下入場不可 【入場料】無料
【お問い合わせ先】神奈川新聞社（塚田）TEL：045-227-0779 FAX：045-227-0095
E-mail：k-tsukada@kanagawa-shimbun.jp

神奈川県立白山高等学校吹奏楽部定期演奏会

28
（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】神奈川県立白山高等学校 TEL：045-933-2802

横浜市立鴨居中学校吹奏楽部

29
（火）

第 28 回定期演奏会

【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】横浜市立鴨居中学校（見上）TEL：045-934-3871 FAX：045-934-8739

箏綾会

30
（水）

箏曲演奏会

【時 間】12:00 開場／ 12:30 開演【会 場】1F ホール 【入場料】無料
【お問い合わせ先】箏綾会 TEL：045-983-0958

春を呼ぶコンサート（弦楽トリオとフルート､ホルンによる演奏会）

31
（木）

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 ※未就学児入場不可【入場料】1,500 円
【お問い合わせ先】オルフィックアンサンブル（松田）TEL･FAX：045-981-8623
E-mail：matsudahrﬂpf@yahoo.co.jp

