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ホール HALL
脊椎医療の最新情報〜しびれ･痛みからの開放〜

3（日）
10（日）
16（土）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料（要整理券）
【内

【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
容】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 Web：http://shinyoko-spine.jp

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

ヴァイオリン部門

【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

容】幼児〜一般によるヴァイオリンのコンクール第二次予選

音楽教室フィルハーモニー 音楽発表会

【お問い合わせ先】
音楽教室フィルハーモ二―（亀井）
TEL･FAX：045-507-6063
E-mail：philharmony.k@gmail.com
Web：http://www.philharmony-music.com

10:00 開場／ 10:15 開演 全席自由

【入場料】無料

17~
19

主催

（日）

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！ 申込受付中
17 日 18:00 〜 20:00 ／ 18 日･19 日 10:00 〜 20:00

各日１時間毎交代制

【利用料】平日１時間 1,800 円／土日１時間 2,000 円／連続２時間 3,000 円（平日のみ）

（火）【申込期間】2016 年 3 月 1 日（火）〜 31 日（木）※空枠はみどりアートパーク HP にてご確認ください

ピアノフェスティバル

24（日）
27（水）
29（金）
30（土）

10:00 開場／ 11:00 開演

【入場料】無料【内

主催

【お問い合わせ先】
榑沼（クレヌマ）
TEL：090-9643-9147

全席自由

容】コンサート

ワン･コインコンサート Vol.11 〜おしゃべりジャズ倶楽部 mini 〜
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】500 円（当日現金支払い）
【出 演】鵜飼一嘉（MC）
､深水洋（ドラム） 他

ピティナピアノステップ
9:15 開場

【入場料】無料【内

長津田地区

結愛 one-man live「LOVE WORLD」

【入場料】2,000 円【内

【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】
松永
TEL：045-935-4580

容】アドバイス付きの公開ピアノステージ

13:30 開場／ 14:00 開演

【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】
八幡
TEL：080-4370-6206 FAX：045-911-0742
E-mail：yyy.rrr.kira@i.softbank.jp

全席自由

容】コンサート（歌）

ギャラリー GALLERY

1

（金）

~ 3（日）

花村衣枝（93 歳）個展
9:00 〜 18:00

【入場料】無料【内

リハーサル室

【お問い合わせ先】
横井
TEL：090-5547-3861

容】手芸品の展示

REHEARSAL ROOM
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 !?」

19（火）
21（木）
23（土）

10:00 〜 11:30 未就学児入場不可

Მ

回数券販売中

【参加費】１回券 700 円／６回券 3,000 円【定 員】60 名【対 象】大人
【協 力】アキュフェース株式会社､フォスター電機株式会社
【内 容】クラシック音楽は西洋の伝統芸能 !? ほんとに癒しになるの？演奏家のクラシック音楽の味わい方

昼下がりジャズピアノコンサート

一部 14:30 開演（14:00 開場） 二部 15:50 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノコンサート

第１回張扇の会

13:15 開場／ 13:30 開演

【入場料】500 円【内

Attention

全席自由

未就学児入場不可

容】社会人講釈師出演の講談

【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】
瀬川
E-mail：i̲sing̲piano@yahoo.co.jp

【お問い合わせ先】
冨田
TEL：090-2628-3177

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 3 月 23 日現在の情報です。

今

回数券
販売中

月のイチオシ
4/19（火）

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 !?」

Vol.1「クラシック音楽は西洋の伝統芸能 !? ほんとに癒しになるの？演奏家のクラシックの味わい方」
クラシック音楽は好きだけど少し難しい･･･そして近寄りがたい･･･大丈夫｡ご案内します。
レコード芸術､カワイ音楽教室季刊誌､日本フルート協会会報など数々の音楽系列刊行物で名ナビゲーター
として活躍しているニシムラ･ユウ氏によるクラシック音楽のおもしろナビゲート｡
聴きくらべ､各回テーマに沿ったお話と同時に､関連した CD や DVD､独自で制作したオリジナル資料も使い､
ファンタジーを呼び起こす !?

10:00~11:30

【参加費】１回券 700 円／６回券 3,000 円 ※券とは別に席の予約が必要です
【講 師】ニシムラ･ユウ（ナビゲーター､フルーティスト）
【定 員】60 名【対 象】大人【協 力】アキュフェース株式会社､フォスター電機株式会社
【お問い合わせ】みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
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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。
《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､ロビー
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

《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｡
※ご自身のスケジュールに合わせた自由参加制です。
※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

みどりアートパークで
YAMAHA CFX を弾こう！６月
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》6 月 5 日（日）18:00~20:00､6 日（月）10:00~20:00､７日（火）10:00~20:00
《利用料金》平日１時間 1,800 円／土日１時間 2,000 円／連続２時間 3,000 円（平日のみ）
《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 1 日（金）〜 4 月 30 日（土）

6/14（火）

施設利用料金のお支払い､チケットのご予約･ご購入など
全ての業務のお取扱いがございません。ご了承ください。
6 月 15 日（水）9:00 より平常通り開館いたします｡

森の音楽会 リトルウィングコンサート

【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】TEL：090-2330-5482

2016 なかの美智江チャリティーフェスティバル（カラオケ大会）

3
（火）

【時 間】9:00 開場／ 9:45 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】中野 TEL：090-8874-1052 FAX：045-933-2632

吟道国敞流 第 12 回緑あったかフェスティバル（踊り､カラオケ､その他演芸）

5
（木）

【時 間】10:00 開場／ 11:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】今野 TEL：090-3084-1840 E-mail：konno@konno-norito.com

青葉の街シャンソン会 シャンソンコンサート

6
（金）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】斎藤 TEL：045-971-0894 ／ 080-5087-0894

13

主催

みどりアートパーク･ヴォイストレーニングクラス

6/10, 7/8 キャンセル待ち受付中

【時 間】14:00 〜 15:30【会 場】B1F リハーサル室【参加費】１回 1,000 円（当日支払い）
【定 員】30 名【講 師】野呂愛美【内 容】歌う時､声を出す時に大切なことを学べる 1回完結型のクラス
（金）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00） ※事前申込制

13

主催

ゴスペルワークショップ･アドヴァンスクラス（5/13･6/10･7/8 の全３回レッスン）

キャンセル待ち受付中
【時 間】19:00 〜 20:45【会 場】B1F リハーサル室【参加費】全３回 5,000 円
【定 員】20 名【講 師】野呂愛美【内 容】毎年好評ゴスペル WS の更に上を目指す方のためのクラス
（金）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00~22:00） ※事前申込制

The 22nd Emu Concert（第 22 回大宮門下生ピアノ発表会）

14
（土）

【時 間】11:00 開場／ 11:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】レッスンルームエミュー（大宮）TEL･FAX：045-943-5036 E-mail：tempo̲di̲valse@nifty.com

主催

Მ

17

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 !?｣

座席予約受付中 回数券販売中
【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､フォスター電機株式会社
（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）

横浜クラシック音楽復興協会 ホルンアンサンブルコンサート

18
（水）

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】2,000 円
【お問い合わせ先】藤本 TEL：090-5199-8544

緑区在宅医療相談室

21
（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】TEL：045-937-2303

主催

主催

21

赤ちゃんのはじめてのコンサート

チケット販売中

【時 間】
〈1st.〉12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F ギャラリー【出 演】チリンとドロン
【入場料】親子２名で 600 円（子ども 100 円／大人 500 円）
【対 象】１歳〜小学３年生
（土）
【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

22

赤ちゃんのはじめてのコンサート

チケット販売中

【時 間】〈2st.〉10:15 開場／ 10:30 開演〈3st.〉12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F ギャラリー【出 演】チリンとドロン
【入場料】親子２名で 600 円（子ども 100 円／大人 500 円）【対 象】〈2st.〉１歳〜小学３年生〈3st.〉０歳･プレママ
（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）

Მ

主催

22

主催

25

石田泰尚の華麗なる世界 2016

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 未就学児入場不可
Მ
【入場料】一般 3,500 円／高校生以下 1,500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 2,800 円
（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）

チケット販売中

ワン･コインコンサート Vol.12 〜サクソフォンでおくる音楽のフルコース〜

【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】サクソフォン四重奏団〜奏 kanade 〜
（水）【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

壽山忠身トランペットリサイタル Vol.15

27
（金）

【時 間】18:15 開場／ 18:45 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】前売一般 3,000 円／前売学生以下 2,000 円／当日一般 3,500 円／当日学生以下 2,500 円
【お問い合わせ先】壽山 TEL：090-3573-7180 FAX：042-766-1369 E-mail：tp-suyama@ezweb.ne.jp

施設点検に伴う休館日のお知らせ

は終日休館です｡

さきどりスケジュール

1
（日）

みどりアートパーク運営ボランティア募集
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｡

May2016

主催

主催

29

みどりアートパークおやこ寄席

3/29 チケット発売

第八回みどりアートパーク寄席｢上方落語で賑やかに｣

3/29 チケット発売

【時 間】10:30 開場／ 11:00 開演【会 場】1F ホール 未就学児入場不可【対 象】小学生
【入場料】親子券 2,500 円／大人席（中学生以上）2,000 円／小学生席 800 円【出 演】桂文我､桂米平､桂宗助､桂まん我
（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）

Მ

29

【時 間】14:00 開場／ 14:30 開演【会 場】1F ホール 未就学児入場不可【出 演】桂文我､桂米平､桂宗助､桂まん我
【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,800 円
（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）

Მ

