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September2016 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

主催

第九回みどりアートパーク寄席｢扇遊･鯉昇二人会｣

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【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／ペア 5,000 円 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【出 演】入船亭扇遊､瀧川鯉昇､瀧川鯉丸 他

13:30 開場／ 14:00 開演

Მ

全席指定

第 12 回カンタービレ
13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】1,500 円【内

未就学児入場不可

ソロ･オペラハイライト

容】声楽発表会

【お問い合わせ先】
森
E-mail：emohill.info@gmail.com

17:30 開場／ 18:00 開演

容】アカペラコンサート

ピアノ発表会

主催

容】ピアノ発表会

舞台講座〜舞台編〜

参加申込受付中

13:00 〜 16:00

【参加費】500 円（当日現金支払い）
【定 員】20 名程度【対
【講 師】みどりアートパーク舞台スタッフ

象】中学生以上

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】800 円【内

【お問い合わせ先】
金田
TEL：080-1220-9597
FAX：045-864-4946

全席自由

容】童謡･唱歌を参加者全員で唄う会

第６回 MIU ピアノ教室発表会

【お問い合わせ先】
藤原
TEL：090-9379-1279

10:45 開場／ 11:00 開演

【入場料】無料【内

主催

容】ピアノ発表会

ワン･コインコンサート Vol.15 〜竹と土が織りなす風の歌〜
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

第 36 回 YMA ルルド
12:30 開場／ 13:00 開演

【入場料】無料【内

演】Project QuO

コンサート

北原惇价＆常盤靖郎コンサート

【入場料】無料（要整理券）
【内

主催

避難訓練コンサート 2016

13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】無料（事前申込制･先着順）【定 員】150 名【出

参加申込受付中

演】横浜市消防音楽隊

10:00 開場／ 10:30 開演

リハーサル室

主催

容】日頃の練習の成果を舞台で発表する

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
山下
TEL：090-3003-9132
FAX：045-981-8691

REHEARSAL ROOM

13（火）

ギャラリー GALLERY

（土）

第 14 回みどり区民アート展
出展作品募集
区民の手づくりによる個人を対象とした美術展です｡日ごろの創作活動
の成果を発表してみませんか？
《会 期》10 月 28 日（金）〜 11 月６日（日）
《出展料》500 円（高校生無料）
《出展資格》緑区に在住･在勤･在学､区内サークル活動に参加している高校生以上
《出展作品》
ジャンル：絵画（油彩･水彩･パステル･アクリル･日本画･水墨画･ちぎり絵 その他）
大きさ：壁掛け（額装）６号〜 20 号（作品のみのサイズ 72.7 ㎝ ×60.6 ㎝以内）
※作品は額装のこと｡なお額幅は 10 ㎝以内｡
（マット使用の場合はマット含む）
《申込期間》８月 11 日（木）〜９月 30 日（金）
《申込方法》申込書をご記入の上､みどりアートパークまで郵送､FAX または
窓口へ持参してください｡
※先着順の受付｡
（先着 120 点）一人１点｡

みどりアートパーク開館３周年記念行事

ＵＦＯ科学展

10 日：12:00 〜 18:00

（日） 【入場料】無料【内

11 日：10:00 〜 17:00

容】UFO､古代遺跡､ミステリーサークルのパネル展

10
1

区民企画委員の企画による､みどりアートパーク開館３周年記念イベントを
開催します｡地域の方々に感謝と友好の意を込めた､呈茶サービスや茶道体験
ワークショップなど茶の湯でリラックスした時間を過ごしませんか？
ホールでは筝とフルート､和洋のユニークなハーモニーをお楽しみください｡
《日 時》11 月 6 日（日）
○コンサート 13:00 ロビー開場／ 14:45 開場／ 15:00 開演
○呈茶サービス 13:30 〜 14:45､16:00 〜 17:00（要整理券･各回先着 50 名）
○茶道体験 WS 13:15 〜､13:45 〜､14:15 〜（事前申込制･チケットをお持ちの方のみ）
《入場料》一般 1,800 円 ／中学生以下５00 円／親子ペア 2,000 円
《会 場》みどりアートパーク ホール
《出 演》花てまり（フルートと筝の姉妹デュオ）
《ワークショップ講師》志水宗斗（茶道家）
､髙嶋英男（美術家）
《ワークショップ定員》各回 10 名※中学生以下対象（親子可）
横浜アーツフェスティバル実行委員会横浜音祭り 2016 パートナー事業

≪イベントボランティア募集中≫
コンサート当日､来場者への呈茶サービスのお手伝いをしていただける
方を募集しております｡詳細はチラシ･ホームページをご覧ください。

十日市場地区センター
ロビーコンサート

【お問い合わせ先】
磯野
TEL：080-3389-2496

二人の詩人と音楽家の朗読コンサート｢歌う詩 語る詩 微笑む詩｣

2
（日）

主催

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 8 月 20 日現在の情報です。

《日
《料
《会
《定
《出

時》９月９日（金） 18:00 〜 19:00（17:00 開場）
金》無料
場》十日市場地区センターロビー
員》80 名 ※申込不要
演》茨木智博（オカリナ奏者）

緑区役所 お昼のロビーコンサート
《日 時》10 月 26 日（水） 12:15 〜 12:50（12:00 開場）
《料 金》無料
《会 場》緑区役所 1F イベントスペース
※椅子席 30 席以外は立ち見となります。※申込不要
《出 演》フルート（遠藤まり）
＆オーボエ（桑水暁宏）

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】一般 2,000 円／高校生以下 1,000 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

別所哲也プロデュース

共催

5
（水）

横浜 18 区ショートフィルム＆コンサート

清水和音ピアノリサイタル

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 未就学児入場不可【入場料】2,000 円
【お問い合わせ先】ヨコオトチケットセンター TEL：045-453-5080

Მ

ふかさわピアノ教室

チケット販売中

ピアノ発表会

8
（土）

【時 間】10:30 開場／ 10:45 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】深沢 TEL：045-983-8077

地曳しず子ピアノ教室 ピアノ発表会

8
（土）

【時 間】16:00 開場／ 16:15 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】地曳 TEL･FAX：045-982-0752

主催

Მ

8
･
9
11
16

（土）

赤ちゃんのはじめての音楽会

チリンとドロンのコンサート

チケット販売中

【時 間】
〈1st.〉８日 10:15 開場／ 10:30 開演〈2st.〉９日 10:15 開場／ 10:30 開演〈3st.〉９日 12:45 開場／ 13:00 開演
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】おとな 500 円／こども 100 円【対 象】1st.･2st.：１歳~小３／ 3st.：０歳~13 か月
（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）
（火）第 21 回葉友会書道展

【時

間】10:00 〜 17:00（初日は 13:00 〜）【会

（日）
【お問い合わせ先】TEL：045-901-0919

みんなで歌おう！

13
（木）

Მ

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

健康歌声サロン スペシャル 2016 秋

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 1,500 円／当日 2,000 円
【お問い合わせ先】 廣瀬 TEL：090-6424-6347

ジョイフル Plus ピアノコンサート

14
（金）

【時 間】13:45 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】あおば♪ピアノの部屋（北條）TEL：090-6109-8163 E-mail：lesson@aobapiano.com

第 18 回アフタヌーンリサイタル（ピアノ連弾､歌､ヴァイオリン､フルート等の演奏会）

15
（土）

【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】佐藤 TEL･FAX：044-455-4736 E-mail：miwatorachan@yahoo.co.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 !?｣

18
（火）

主催

【時 間】10:00 〜 11:30【会 場】B1F リハーサル室【入場料】１回 700 円【定
【内 容】Vol.6 ぜひコンサートへ〜ライヴの醍醐味
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

スティルライフ展〜絵画サークルマイン〜
（水）

19
24

【時

間】11:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
【会
TEL：090-9825-3819

（月）
【お問い合わせ先】小峰

員】60 名

キャンセル待ち受付中

場】B1F ギャラリー【入場料】無料

第３回張扇寄席（社会人講談家･落語家による寄席）

22
（土）

【時 間】13:40 開場／ 14:00 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】冨田 TEL：090-2628-3177

主催

大島渚ドキュメンタリー作品上映＆小山明子講演会

23
（日）

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】一般 1,500 円／高校生以下 700 円
【内 容】第一部：｢KYOTO,MY MOTHERʼ S PLACE｣上映／第二部：小山明子講演｢映画人･大島渚｣
【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

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会 10 月定例会

24
（月）
25
（火）

【時 間】13:00 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】800 円
【お問い合わせ先】金田 TEL：080-1220-9597 FAX：045-864-4946

オペラ｢オテロ｣（演奏会形式）

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】3,000 円
【お問い合わせ先】緑音葉研究会（ヴェルディの声研究室）（堀内）TEL：080-5478-8156

名曲の花束 Vol.2（ソプラノ･ヴァイオリン･ピアノによるミニコンサート）

27
（木）

【時 間】14:45 開場／ 15:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】滝本 TEL：045-877-7734 E-mail：arioso.concert@gmail.com

28
6

主催

第 14 回みどり区民アート展

（金）

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー･会議室【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）
（日）

~

Attention

十日市場地区センター開館３０周年記念､重陽の節句イベントにて
オカリナのミニコンサートを開催いたします｡

さきどりスケジュール

清水玲子ピアノリサイタル Vol.2

みどりアートパークお出かけコンサート
みどりアートパークではアウトリーチ活動のひとつとして､普段ホールに
足を運ぶ機会の少ない方に､生の音楽を楽しんで頂くことを目的として
区内各地での出前公演（ミニ･コンサートなど）を実施しております｡

October2016

【時 間】17:00 開場／ 17:30 開演【会 場】1F ホール 未就学児入場不可【入場料】一般 2,500 円／小学生 1,500 円
（土）【お問い合わせ先】清水 E-mail：classic-concert-r@outlook.jp Web：https://www.facebook.com/concert.impromptu

茶の湯 de 愉しむ花てまりコンサート

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 !?」

10:00 〜 11:30 全席自由 未就学児入場不可
キャンセル待ち受付中 【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【参加費】１回 700 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
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【内 容】Vol.5 同曲異演聴きくらべ＝ベートーヴェン編《交響曲第５番｢運命｣》､三大ピアノ･ソナタ

10 ･
11

【入場料】500 円（小学生以上）
【出 演】Project QuO（山下 Topo 洋平､茨木智博､森悠也､相川瞳）
【お問い合わせ】みどりアートパーク ℡：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

~

カラオケ発表会

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
北原
TEL･FAX：045-981-1988

容】ふえとギターとピアノのしらべ

ワンコインで上質な音楽をお送りします｡第 15 回目はケーナ（Quena）とオカリナ
（Ocarina）
､二本の笛が生み出すハーモニーを中心に軽快なリズムセクションを加えた
新感覚ユニット｢Project QuO｣のコンサートをお届けします。

〜抹茶を味わう秋のひととき〜

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
竹下
TEL：045-985-0920

容】ピアノ発表会

13:30 開場／ 14:00 開演

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

〜竹と土が織りなす風の歌〜

Information

【お問い合わせ先】
伏見
TEL･FAX：045-937-1970

12:30 開場／ 13:00 開演

【入場料】無料【内

13:30 開場
14:00 開演

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

全席自由

Emo Hill Summer LIVE 2016 〜宴〜

【入場料】無料【内

9/20（火）

ワン･コインコンサート Vol.15

~

3（土）
4（日）
9（金）
10（土）
11（日）
13（火）
17（土）
20（火）
21（水）
24（土）
25（日）
28（水）

チケット販売中

今月のイチオシ

11/
主催

デフ･パペットシアター･ひとみ結成 25 周年記念作品ファミリー人形劇｢はこ／ BOXES 〜じいちゃんのオルゴール♪｣

30
（日）

Მ

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】一般 2,000 円／高校生以下 1,000 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）
チケット販売中

