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November2016 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

リハーサル室 REHEARSAL ROOM

みどりアートパーク開館３周年記念〜抹茶を味わう秋のひととき〜

茶の湯 de 愉しむ花てまりコンサート

チケット販売中

15:00 開演 全席指定 ☆茶道体験ワークショップ･呈茶サービス有

Მ

【入場料】一般 1,800 円／中学生以下 500 円／親子ペア 2,000 円

Autumn Night JAZZ Chorus 〜 Swing Bird 〜
18:30 開場／ 19:00 開演

【入場料】無料（要整理券）【内

トリオ･リベルタ プレイズシネマ
18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定

【入場料】4,000 円【内

【お問い合わせ先】
斉藤
TEL：045-983-1429
E-mail：mi-sa2333@softbank.ne.jp

容】ジャズコーラスの発表会

トリオ･リベルタ結成 15 周年記念特別企画

チケット販売中

未就学児入場不可

容】トリオ･リベルタが奏でる映画音楽の数々

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

全席自由 未就学児は親子室のみ可

チケット販売中

【入場料】前売 2,500 円／当日 3,000 円【内 容】フラメンコの踊り､ギター､歌

ピアノとアンサンブルのコンサート

14:00 開場／ 14:30 開演

【入場料】無料【内

容】ﾋﾟｱﾉ･ｼﾀｰ･ｳﾞｧｲｵﾘﾝ･ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙなどのファミリーコンサート

ワン･コインコンサート Vol.17 〜チェコと日本の架け橋〜

主催

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

神奈川県立厚木高等学校
18:20 開場／ 18:40 開演

【入場料】無料【内

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

※満席の場合はご入場をお断りいたします。

演】アンサンブルティカリ､ムジカ･ヨコハマ

学校説明会

【お問い合わせ先】
ロングプランニング株式会社
TEL：03-6228-1630
E-mail：tl@live.jp
Web：http://www.trio-liberta.com

【お問い合わせ先】
大森
TEL：070-6632-8367 FAX：045-833-8505
E-mail：info@giraldillo.org
Web：http://www.giraldillo.org
【お問い合わせ先】
室井
TEL：080-5123-5650
【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】
加藤
TEL：046-221-4490
FAX：046-222-8243

容】学校説明会

【お問い合わせ先】
マンドリン＆ギター合奏 アンサンブル青葉 2016 年定期演奏会 青木
TEL：045-901-2229
18:30 開場／ 19:00 開演
E-mail：ensemble̲aoba@yahoo.co.jp
【入場料】無料【曲 目】海の組曲､真珠採りのタンゴ､リベル･タンゴ､グラナダ､富士旅情 他 Web：http://ensembleaoba.web.fc2.com/

L.B.Z.Jazz Chorus Group 10th Anniversary Concert
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料（要整理券）【内

容】ジャズコーラスコンサート

須川展也サクソフォン･リサイタル

主催

【お問い合わせ先】
腰高（ｺｼﾀｶ）
TEL：045-971-8439
E-mail：lbz̲jazz̲chorus@yahoo.co.jp
チケット販売中

14:15 開場／ 15:00 開演（プレコンサート 14:30 開演） 全席自由

Მ

【入場料】一般 2,000 円／高校生以下 1,000 円【出 演】須川展也､小柳美奈子､田奈中学校吹奏楽部

地域と支える青少年の自立〜事践を通して考える〜

【お問い合わせ先】
藤原
TEL：045-930-2318
FAX：045-930-2329
E-mail：sa02-fujiwara@city.yokohama.jp

18:30 開場／ 19:00 開演

【入場料】無料【内

容】青少年支援をテーマにした講演会

【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
Web：http://aobapiano.com

ジョイフルコンサート
13:15 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

容】大人のピアノリサイタル

ロバの音楽座｢秋のうららのオンガッカイ｣

主催

13:30 開場／ 14:00 開演

Მ

全席自由

【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

【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円／親子チケット 1,200 円
【出 演】ロバの音楽座､チリンとドロン

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

17 ~

（木）

21

第 9･1/2 回アトリエ｢小さなお花畑｣作品展
〜まんまるリースの向こう側〜
10:00 〜 17:00（最終日は 13:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

30~12/
5
（水）

2016EPC 写真展

10:00 〜 18:00（最終日は 15:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

容】会員の一年間の活動結果発表

【お問い合わせ先】
中村
TEL･FAX：045-963-1586
E-mail：t.nakamura807@gmail.com

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 10 月 24 日現在の情報です。

13:30 開場／ 14:00 開演

自由席（一部予約席有）

【入場料】無料【定員】50 席【出 演】The Backs team JS､J フライト､めぐみーず､Thumbs up 64

みどりアートパーク

シリーズ｢地域の歴史と文化を探る｣

チケット販売中

街道ものがたり第四期･其の一〜神奈川道沿いの地名歴史探訪〜

主催

13:30 開場／ 14:00 開演

Მ

※全三回（其の二：2/18

其の三：3/18）

【入場料】一回券 800 円／三回通し券 2,200 円【講 演】相澤雅雄（地域史研究家）

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会 11 月定例会
13:00 開場／ 14:00 開演

今

【入場料】800 円【内

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

月のイチオシ 茶の湯 de 愉しむ花てまりコンサート

みどりアートパーク開館３周年記念〜抹茶で味わう秋のひととき〜

11/6（日）
13:00 ロビー開場
14:45 開場
15:00 開演

開館３周年を記念して地域の皆様へ感謝の気持ちをこめた､区民企画のお茶会コンサート｡
西洋楽器の｢フルート｣と日本の伝統楽器｢箏｣というユニークな組み合わせの姉妹デュオによる演奏や
呈茶サービス､茶道体験ワークショップなどをお楽しみください｡

【入場料】大人 1,800 円／高校生以下 500 円／親子ペア 2,000 円
【出 演】花てまり（後藤直子／フルート､後藤幹子／箏）
【演奏曲目】チャールダッシュ､みのり（花てまりオリジナル曲） 他
○茶道体験ワークショップ（事前申込制･チケットをお持ちの方のみ）
①13:15 〜／②13:45 〜／③14:15 〜各回 10 名※中学生以下対象（親子可）
講師：志水宗斗（裏千家茶道准教授）
､髙嶋英男（美術作家）
○呈茶サービス（各回先着 50 名）
①13:30 〜 14:45 ／②16:00 〜 17:00 ※13:00 より整理券配布
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Information
2017 みどりアートパーク公募写真展
出展作品募集中
《募集テーマ》
「十日市場の風景」
《会 期》2017 年 2 月 15 日（水）〜 2 月 20 日（月）
《出展料》無料※応募に係る費用は応募者の負担となります。
《応募方法》みどりアートパークのホームページ､または配布する募集要項を
よくご確認の上､応募要項に必要事項を記入して写真とともに､みどりアート
パークまたは十日市場地区センターへ持参または郵送してください。
《募集期間》平成 28 年 10 月 9 日（日）〜 12 月 27 日（火）

みどりアートパークお出かけコンサート

中山地区センター
親子ミニシアター＆ミニコンサート
《日
《会
《出

時》11 月 9 日（水）10:30 開場／ 11:00 開演《料
場》中山地区センター
演》ふじいみのり

金》無料

緑区役所 お昼のロビーコンサート
《日 時》12 月 21 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》大矢菜季（ソプラノ）
､鈴木文香（ピアノ）

長津田音祭り 2016

音楽好き みんな長津田に集まろう！
《日
《料
《会
《出

時》12 月 4 日（日） 12：00 開場／ 13:00 開演
金》無料 ※全席自由
場》横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク ホール
演》長津田囃子保存会､ながつた幼稚園 with アンサンブル･メイプル､
むつみ幼稚園､御前田喜楽会､福澤優加､田奈中学校吹奏楽部､
田奈中学校合唱部､コーロ･アマービレ､長津田コーラス､Thumbs up 64､
めぐみーず､OhaginZ､おぬきのりこ with 谷口英治＆北島直樹
《主 催》長津田音祭り実行委員会
横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク
《共 催》横浜市アーツフェスティバル実行委員会
《後 援》緑区役所／長津田自治連合会／長津田商店街協同組合
長津田地区社会福祉協議会／長津田ケアプラザ
★みどりアートパーク内ホワイエにて｢ながつた市｣開催
★長津田駅北口駅前ロータリーにて｢長津田フリーマーケット｣同時開催
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December2016

さきどりスケジュール

第２回マザプラスまつり

【時 間】10:00 〜【会 場】1F ホール【入場料】無料
E-mail：y-midorimama@hotmail.co.jp Web：http://ameblo.jp/y-midorimama

（木）【お問い合わせ先】池田

おしゃべりジャズ倶楽部 8 〜ウィンター＆クリスマス特集〜

主催

2
（金）

チケット販売中

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【出 演】深水洋､鵜飼一嘉､川平慈英（スペシャルゲスト）他
【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 1,800 円／ペア 5,000 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）※未就学児入場不可

Მ

4
（日）

主催

長津田音祭り 2016

【時 間】12:00 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【出 演】長津田囃子保存会､ながつた幼稚園 × アンサンブル･メイプル､田奈中学校吹奏楽部 他
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

7
12

（水）

手作りの額縁展〜バーバラと仲間たち〜

【時 間】10:00 〜 17:00（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
（月）
【お問い合わせ先】酒井 TEL：090-2315-7028

佐藤のりこ門下生声楽発表会

8
（木）

【時 間】11:40 開場／ 12:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】佐藤 TEL：080-1301-8371 FAX：042-760-8114 E-mail：operanoritan@yahoo.co.jp

11
（日）

主催

みどりアートパークゴスペルコンサートⅣ
（ゴスペルワークショップ仕上げのコンサート）

【時 間】14:30 開場／ 15:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【出 演】みどりアートパークゴスペルクワイア､野呂愛美､角脇真
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

13
（火）

【時 間】14:00 開場／ 16:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円
【お問い合わせ先】 金田 TEL：080-1220-9597 FAX：045-864-4946

ピアチェーレ♪がおくる 0 歳からのクリスマスコンサート

15
（木）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】大人 1,000 円／子ども 500 円
【お問い合わせ先】フォーラムアソシエ TEL：045-472-7093 E-mail：piacere.musique@gmail.com
Web：http://piacere-music.jimdo.com/

クリスマスジャズピアノコンサート

15
（木）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 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

フィオーレ･ディ･ムジカ 20 周年記念コンサート

17
（土）

【時 間】13:40 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料（未就学児入場可）
【お問い合わせ先】島田 TEL：080-9724-8272 E-mail：fdm@mbr.nifty.com

アートコレクション 2016

17
19

（土）
（北海道芸術高等学校横浜サテライトキャンパス マンガ･イラスト／美術／総合進学コースによる作品展示）

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
（月）
【お問い合わせ先】横浜サテライトキャンパス 西山 TEL：045-620-7811 E-mail：nishiyama@hokugei.jp

ラボっ子まつり（歌や劇の発表）

18
（日）

【時 間】12:15 開場／ 12:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】川越 TEL･FAX：045-594-0884 E-mail：eriko̲k@mta.biglobe.ne.jp

自由民主党

18
（日）

国･県･市政報告会

【時 間】19:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】自民党緑区連合支部 鴨志田 TEL：045-931-6600

22
（木）

コーロ･ピアチェーレ 声楽発表会

【時 間】16:00 開場／ 16:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】植村 TEL･FAX：042-797-1397

22
25

すず蘭書展〜和様の書を求めて〜

（木）

【時 間】13:30 〜 18:30（最終日は 17:00 まで）
【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
【お問い合わせ先】立石 TEL：090-6195-4940 Web：http://suzuran-syoken.net
（日）

~

Attention

容】トールペイント･インテリア雑貨展示･ワークショップ等

【お問い合わせ先】
髙畑
TEL：080-5445-4407
E-mail：info.ohanabatake@gmail.com
Web：http://www.co-51.com

5（土）
12（土）
24（木）

アマチュアバンド＠みどりアートパーク｢MAP BAND FES 2016｣

~

ギャラリー GALLERY

長津田音祭り 2016 プレイベント

主催

~

6（日）
9（水）
10（木）
12（土）
13（日）
14（月）
18（金）
19（土）
20（日）
23（水）
25（金）
26（土）
27（日）

主催

アンサンブルドルフィン

23
（金）

クリスマスコンサート 2016

【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】佐藤 E-mail：hawaiianquiltdolphin@gmail.com

