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ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
ギャラリー GALLERY

ホール HALL
第 34 回緑区社会福祉大会

2（水）
6（日）
11（金）
12（土）
13（日）
15（火）

12:00 開場／ 13:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】式典､みどりのわ･ささえ愛プラン地区事例発表

ぽこあぽこピアノ教室
13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

第６回ピアノ発表会

容】ピアノ発表会

「笑いは万病の薬」落語会

Მ

【お問い合わせ先】
緑区社会福祉協議会（松宮）
TEL：045-931-2478
FAX：045-934-4355

18:00 開場／ 19:00 開演

チケット販売中

全席自由

【入場料】3,300 円【出 演】三遊亭歌之介
15:00 〜 18:30 ホワイエにて｢マザールのバザール｣同時開催

おしゃべりジャズ倶楽部 Vol.6 〜春の名曲特集〜

主催

18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定

チケット販売中

【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
【出 演】鵜飼一嘉､深水洋､相澤哲､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵

スプリングコンサート

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

ワン･コインコンサート Vol.10 〜竹と樹が運ぶ春の風〜

主催

13:30 開場 ／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】小学生以上 500 円（当日現金支払い）
【出 演】海野茜（マリンバ）
､三浦咲（マリンバ）
､大河内淳矢（尺八）
､遠藤真治（ドラム）

16・
24
（水）

緑区食品衛生協会

14:00 開場／ 14:30 開講

食品衛生責任者講習

（木）【受講料】1,500 円

全席自由

新しい防災の知識で大切な家族を守る
容】緑区防災講演会

横浜市立あかね台中学校音楽部スプリングコンサート
13:00 開場 ／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

容】リコーダー演奏･合唱

2016 ピアノ発表会

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

18:15 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノソロ･連弾･ヴァイオリンとのアンサンブル他

第 32 回かながわ音楽コンクール

共催

10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】無料【内

ユースピアノ部門

容】幼児〜高校生によるピアノのコンクール予選

舞台講座｢ゼロから創る舞台｣その１〜吹奏楽のコンサート〜

主催

12:30 〜 16:00

※この催し物はコンサートを鑑賞することが目的ではありません

申込受付中

【参加費】500 円【定 員】20 名【対 象】中学生以上【協 力】玉川大学吹奏楽団
【内 容】舞台上に何もない状態から吹奏楽のコンサートが出来るように機材･機構を創り上げる

神奈川県立白山高等学校吹奏楽部
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

全席自由

第 24 回定期演奏会

容】クラシックからポップスまで様々な曲を演奏予定

横浜市立鴨居中学校吹奏楽部 第 28 回定期演奏会
15:00 開場／ 15:30 開演

【入場料】無料【内

容】吹奏楽演奏

箏綾会 スプリングコンサート
13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

全席自由

容】箏曲演奏会

春を呼ぶコンサート
18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】弦楽トリオとフルート､ホルンによる演奏会

【お問い合わせ先】
横浜市立あかね台中学校（髙坂）
TEL：045-985-5010
FAX：045-985-5015

【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
Web：http://www.kanaloco.jp/
【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】
神奈川県立白山高等学校吹奏楽部（吉田･佐藤）
TEL：045-933-2802
【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
【お問い合わせ先】
箏綾会（鈴木）
TEL･FAX：045-983-0958
【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

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 2 月 20 日現在の情報です。

PC 慶青会

写真展

~ 21（月）【入場料】無料【内
（金）

リハーサル室
Მ

【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

10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から）
容】写真の展覧会

ポーセリンクレイアート作品展

~ 28（月）【入場料】無料【内

【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

10:00 〜 18:00（最終日は 16:00 まで）

容】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の展示

REHEARSAL ROOM

第三期街道ものがたり其の三〜ぶらり神奈川道歴史散歩〜

5（土）
6（日）
20（日）
21（月）

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由 未就学児入場不可

【入場料】800 円【講

【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）

チケット販売中

師】相澤雅雄（郷土研究家）

杉山結香ソロギターコンサート

【お問い合わせ先】
杉山
E-mail：info@sugiyamayuka.com
Web：http://sugiyamayuka.com

13:00 開場／ 13:30 開演 全席指定

【入場料】前売 3,000 円／当日 3,500 円
【内 容】ギタリスト杉山結香作曲のオリジナル曲をお届けします

【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】
緑区役所（武村）
TEL：045-930-2208
FAX：045-930-2209

14:00 開場 ／ 14:30 開演

【入場料】無料【内

25

（火）

主催

【お問い合わせ先】
神奈川県立白山高等学校
TEL：045-933-2805

10:00 〜 18:00（会議室でも展示有り）
~ 6（日） 【入場料】無料【内
容】美術コース３年生が３年間の成果を発表します

【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/
【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）

神奈川県立白山高等学校 38 期美術コース卒業制作展

「My Green Days」

STUDIO BUCCI

ミュージカル

【お問い合わせ先】
STUDIO BUCCI
TEL：045-971-2515
E-mail：buchikyon7@docomo.ne.jp

①14:30 開場 15:00 開演 ②17:00 開場 17:30 開演

【入場料】無料【内 容】歌とダンスの発表会

主催

企画講座 2016 初級編〜企画書は踊る！〜
14:00 〜 16:00

全席自由

申込受付中

【参加費】無料【定 員】50 名【対 象】中学生以上【講
【内 容】社交ダンスウェアのブランド立ち上げを公開

Information
アートＵＰくらぶ第３期メンバー募集
みどりアートパークの自主事業に関わりながら催し物の企画制作を
学び､事業を自ら提案するとともに､みどりアートパークと協働で事業を
開催していきます。

今3/27

月のイチオシ

みどりアートパークでイベント当日のお手伝いをしていただける方を
募集しています｡
《応募資格》
みどりアートパークでの催し物の運営に興味のある方｡原則として､緑区在住･
在勤･在学の 18 歳以上の方。
《活動期間》2016 年５月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日まで
《活動内容》みどりアートパーク主催事業公演当日の運営のお手伝い。
※登録制のボランティアスタッフであり､給与･謝礼･交通費等の支給はありません｡
※活動前にオリエンテーションと簡単な研修があります｡
《募集人数》10 名程度
《応募方法》所定の応募用紙に必要事項をご記入の上､みどりアートパークまで
郵送･FAX または直接ご持参ください｡
《募集期間》2016 年 4 月 30 日（土）まで

みどり区民アート展実行委員募集
秋に開催する｢みどり区民アート展｣をいっしょにつくりあげませんか？
《内
容》アート展の企画･運営
《対
象》月１回の実行委員（平日昼間）に参加可能な方。
《募集人数》10 名
《応募方法》所定の応募用紙に必要事項をご記入の上､みどりアートパークまで
郵送･FAX または直接ご持参ください｡
《申込期限》2016 年 4 月 30 日（土）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）

申込受

付中

舞台講座｢ゼロから創る舞台｣
その１〜吹奏楽のコンサート〜

（日） 日々違う分野の催し物が開催され､かたちを変える舞台｡必ずまっさらな

12:30~16:00

《応募資格》
みどりアートパークでの催し物の企画制作に興味のある方｡原則として､緑区在住･
在勤･在学の 18 歳以上の方｡月 1 回の企画委員会に参加できる方。
《活動期間》2016 年５月 1 日〜 2017 年 3 月 31 日※原則､平日 19:00 〜を予定
《活動内容》みどりアートパークで開催する催し物の企画制作､企画講座への
参加､ワン･コインコンサートの企画制作､平成 28 年度開館 3 周年イベントの
企画制作
《募集人数》10 名程度※応募者多数の場合は書類選考を行う場合がございます。
《応募方法》所定の応募用紙に必要事項をご記入の上､みどりアートパークまで
郵送･FAX または直接ご持参ください｡
《応募締切》2016 年 4 月 30 日（土）まで

みどりアートパーク運営ボランティア募集

師】山梨榮利子（デザイナー）

4
1

状態から､舞台設営･音響･照明と創り上げていきます｡この講座では､ホール
見学やバックステージツアーでは目にすることの少ない｢素舞台からの設営｣
を実際に体験します。

【参加費】500 円（保険料含む）
【定 員】20 名【対 象】中学生以上【協 力】玉川大学吹奏楽団
【お問い合わせ】
みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

April2016

（金）花村衣枝（93

さきどりスケジュール

歳）個展

【時 間】9:00 〜 18:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】横井 TEL：090-5547-3861
（日）

~

19（土）
21（月）
21（月）
26（土）
27（日）
28（月）
29（火）
30（水）
31（木）

（金）

15

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

未就学児入場不可

4

【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/

【お問い合わせ先】
安田
TEL･FAX：045-481-2366
E-mail：mimi.yasuda.k@docomo.ne.jp

10:15 開場／ 10:30 開演

共催

3

脊椎医療の最新情報~しびれ･痛みからの開放~（脊椎の疾患が引き起こす痛みやしびれの解説と最新情報の提供）

3
（日）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（要整理券）
【お問い合わせ先】医療法人志匠会（宮地）TEL：03-5781-0705 FAX：03-5781-0825
E-mail：miyaji-m@shinyoko-spine.jp Web：http://shinyoko-spine.jp

共催

10

主催

19

第 32 回かながわ音楽コンクール

ヴァイオリン部門

【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】神奈川新聞社（塚田）TEL：045-227-0779 FAX：045-227-0095
（日）E-mail：k-tsukada@kanagawa-shimbun.jp Web：http://www.kanaloco.jp/

ナビゲーター ニシムラ･ユウとひらくクラシック音楽への扉｢ともあれ聴かなきゃはじまらない !?｣

【時 間】10:00 〜 11:30【会 場】B1F リハーサル室 未就学児入場不可
【入場料】１回券 700 円／６回券 3,000 円【定 員】各回 60 名【協 力】アキュフェース株式会社
（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）

Მ

昼下がりジャズピアノコンサート

21
（木）

【時 間】14:00 開場／一部 14:30 開演･二部 15:50 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料
【お問い合わせ先】瀬川 E-mail：i̲sing̲piano@yahoo.co.jp

第１回張扇の会（社会人講釈師出演の講談）

23
（土）

【時 間】13:15 開場／ 13:30 開演【会 場】B1F リハーサル室 未就学児入場不可【入場料】500 円
【お問い合わせ先】張扇の会（冨田）TEL：090-2628-3177

ピティナピアノステップ 長津田地区

29
（金）

【時 間】9:15 開場
【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】ホットスタッフコスモ（松永）TEL：045-935-4580

結愛

30
（土）

LIVE（歌のライブ）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会
【お問い合わせ先】

場】1F ホール【入場料】2,000 円

