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ギャラリー GALLERY

ホール HALL
第２回マザプラスまつり

【入場料】無料【内

主催

Მ

容】子連れでも楽しめる 500 円ワークショップなど多数出展

おしゃべりジャズ倶楽部８〜ウィンター＆クリスマス特集〜

【お問い合わせ先】
チケット販売中
18:30 開場／ 19:00 開演 全席自由 未就学児入場不可
みどりアートパーク
【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 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【出 演】深水洋､相澤哲､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵､鵜飼一嘉､川平慈英（スペシャルゲスト）

長津田音祭り 2016

主催

12:00 開場／ 13:00 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）

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 with アンサンブル･メイプル､
御前田喜楽会､福澤優加､田奈中学校吹奏楽部､長津田コーラス､めぐみーず 他

佐藤のりこ門下生声楽発表会
11:40 開場／ 12:00 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
佐藤
TEL：080-1301-8371 FAX：042-760-8114
E-mail：operanoritan@yahoo.co.jp

全席自由

容】声楽･合唱コンサート

ゴスペルワークショップ｢歌おう､ゴスペル｣仕上げのコンサート

みどりアートパークゴスペルコンサートⅣ

主催

14:30 開場／ 15:00 開演

【入場料】無料【出

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

全席自由

演】野呂愛美､角脇真､みどりアートパークゴスペルクワイア

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
10:00 開場／ 10:30 開演

【お問い合わせ先】
フォーラムアソシエ
TEL：045-472-7093（平日 10:00 〜 17:00）
E-mail：piacere.musique@gmail.com
Web：http://piacere-music.jimdo.com/

全席自由

【入場料】大人 1,000 円／子ども 500 円（当日支払い）
【内 容】乳幼児おやこを対象としたクリスマスコンサート

フィオーレ･ディ･ムジカ
13:45 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
島田
TEL：080-9724-8272
E-mail：fdm@mdr.nifty.com

容】島田美香 声楽門下発表会

ラボっ子まつり

12:00 開場／ 12:15 開演

【入場料】無料【内

20 周年記念コンサート

【お問い合わせ先】
川越
TEL･FAX：045-594-0884
E-mail：eriko̲k@mta.biglobe.ne.jp

全席自由

容】歌や劇の発表

自由民主党 国･県･市政報告会
19:00 〜 21:00

【入場料】無料【出 演】ふくだ峰之（衆議院議員）
､やなぎした剛（県議会議員）
､斉藤たつや（横浜市会議員）

コーロ･ピアチェーレ
16:00 開場／ 16:30 開演

【入場料】無料【内

声楽発表会

容】オペラアリア､重唱､歌曲

SMILE! HAPPY! Christmas Concert 2016
12:00 開場／ 12:30 開演

【入場料】無料【内

リハーサル室

全席自由

容】ピアノ演奏､ソロ､アンサンブル､合奏など

【お問い合わせ先】
自民党緑区連合支部（鴨志田）
TEL：045-931-6600

【お問い合わせ先】
植村
TEL･FAX：042-797-1397

13（火）
15（木）

14:00 〜

全席自由

【入場料】800 円【内

容】童謡･唱歌を参加者全員で唄う会

クリスマスジャズピアノコンサート
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノコンサート

【お問い合わせ先】
アンサンブルドルフィン（佐藤）
E-mail：hawaiianquiltdolphin@gmail.com

2016EPC 写真展

（水）

（木）

容】会員の一年間の活動結果発表

手作り額縁展〜バーバラと仲間たち〜

【お問い合わせ先】
金田
TEL：080-1220-9597
FAX：045-864-4946
【お問い合わせ先】
瀬川
E-mail：i̲sing̲piano@yahoo.co.jp

容】額縁の展覧会

アートコレクション 2016

【お問い合わせ先】
西山
10:00 〜 17:00（最終日は 15:00 まで）
TEL：045-620-7811 FAX：045-620-7812
【入場料】無料【内 容】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／ E-mail：nishiyama@hokugei.jp
（月）美術／総合進学コースによる作品展示
Web：http://www.hokugei.jp/

すず蘭書展〜和様の書を求めて〜

【お問い合わせ先】
立石
TEL：090-6195-4940
Web：http://suzuran-syoken.net

13:30 〜 18:30（最終日は 17:00 まで）

【入場料】無料【内
（日）

今月のイチオシ
12/4（日）
12:00 開場
13:00 開演

容】書道作品の展示発表会

長津田音祭り 2016

「音楽好き みんな長津田に集まろう！｣をキャッチコピーに老若男女､プロフェッショナル･アマチュア
問わず､長津田の街を音楽で盛り上げます｡ミドリンをはじめとする､ゆるキャラたちも大集合！
その他､みどりアートパークホワイエにて｢ながつた市｣､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｣も同時開催いたします｡
【入場料】無料
【出 演】長津田囃子保存会､むつみ幼稚園、ながつた幼稚園 with アンサンブル･メイプル､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､長津田地域ケアプラザ
【協 賛】㈲市川板金工業所､イムス横浜国際看護専門学校､㈲岩川園､かない生花店､㈱カワグチ､㈲河原製作所､㈲カワハラプリント､環境霊園
横浜みどりの里･森 おたすけ隊､㈲岸田屋酒店､キッズパスポート､㈲グリーンステージ､㈱すがのや､スナック はまなす､住友生命ヨコハマ
緑支部､Century21 ㈱鈴幸ハウス長津田店､創菜美酒たかお､創作菓子アトリ､大林寺､㈱高尾土木､㈲武明鈑金工業所､都筑開発㈱､
中華料理 東名台､デンタルクリニック長津田､東急リバブル㈱､東洋システム㈱､土志田建設㈱､長津田駅北口郵便局､長津田自治連合会､
長津田ジャズ愛好会､長津田商店街協同組合､長津田郵便局､ハウジングセンター㈱長津田営業所､ハウジングセンター㈱長津田南口営業所､
パブスナック アキナ､｢ハマッ子｣直売所四季菜館､美容室 CLASSY､㈱ Berry､香港飲茶 臥龍､㈱マックライフ､㈱丸産技研､神輿同好会 緑和睦､
学校法人森村学園､八千代銀行長津田支店､㈲山下木材店､㈲ヤマノ電設､横浜きりがおかマタニティクリニック､横浜銀行､横浜葬祭㈱､
横浜農業協同組合長津田支店､読売センター長津田､井上勝昭､井上秀雄､小泉俊夫（※敬称略）

Information
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･
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主催

（水）

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）

《日
程》2017 年 1 月 18 日（水）､19 日（木）10:00 〜 20:00
《利用料金》１時間 1,800 円／連続２時間 3,000 円
《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 またはみどりアートパーク受付窓口へ直接ご持参ください｡
《申込期限》2016 年 11 月 25 日（金）〜 12 月 20 日（火）
※本番･公開を目的とした利用にはお使いいただけません。

みどりアートパークが行うアウトリーチ活動の演奏者になりませんか？
《対
象》管楽器奏者
《資
格》横浜市在住･在学･在勤の方｡または過去に横浜市に居住･通学･
通勤されていた方で､申込時に 18 歳以上の方｡プロ､アマチュア
問わず｡個人･団体も問いません｡
《定
員》20 組程度※応募者多数の場合は書類審査あり
《 参 加 費 》2,500 円（申し込み後の返金はいたしません）
《応募方法》所定の応募用紙に必要事項を記入し､みどりアートパーク受付
窓口へ来館または郵送｡※申込用紙は Web にてダウンロード可能
《申込期限》2017 年 1 月 31 日（火）必着

みどりアートパークお出かけコンサート

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）《入場料》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）

January2017

さきどりスケジュール

中高生のための冬休み演劇ワークショップ｢ようこそ､えんげきワンダーランドへ｣

【時 間】10:00 〜 17:00【会 場】1F ホール【参加費】1 コマ 200 円【定 員】各コマ 20 名
【講 師】大島広子､小山ゆうな､立川志ら乃
申込受付中
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（木）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

長津田童謡の会

10
（火）

野口雨情愛の音楽会

【時 間】13:00 開場／ 14:00 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

15
（日）

新音楽講座（ピアノ公開レッスン）

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】一般 3,000 円／学生 2,000 円
【お問い合わせ先】重松 TEL：042-705-9315 E-mail：masahiro.shigematsu@aqua.plala.or.jp
Web：http://shigematsu.jimdo.com/

主催

18
･
19

主催

18
22

みどりアートパークで CFX を弾こう！

（水）

【時 間】各日 10:00 〜 20:00 一時間毎【会 場】1F ホール
【利用料】一時間 1,800 円／連続二時間 3,000 円
（木）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

11/25 より申込受付開始

山田雅子写真展｢高座の表情､高座の景色｣

（水）

【時 間】10:00 〜 17:00【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
（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）

主催

主催

第十回みどりアートパーク寄席｢雲助･一朝二人会｣

チケット発売中

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール
【出 演】五街道雲助､春風亭一朝､春亭右乃香､柳亭市楽 他
【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
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

21
（土）

Მ

22
（日）

舞台講座〜照明編〜

申込受付中

【時 間】13:00 〜 16:00【会 場】1F ホール【入場料】500 円（当日現金支払い）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

24
（火）

MICHIKO カラオケ発表会

【時 間】9:30 開場／ 10:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】大門 TEL：090-7717-2048

早春うららかコンサート･皆上晶子ヴァイオリンリサイタル

26
（木）

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール
【入場料】前売 1,500 円／前売ペア 2,500 円／当日 2,000 円
【お問い合わせ先】皆上 TEL･FAX：046-274-8114 E-mail：akkymint3737@yahoo.co.jp

26
28

玖美刺しゅう展

（木）

青葉グループ

【時 間】10:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）【会 場】B1F ギャラリー【入場料】無料
（土）
【お問い合わせ先】渡辺 TEL･FAX：045-962-9846 E-mail：mieko.tan-tan.5@docomo.ne.jp

~

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 11 月 21 日現在の情報です。

【お問い合わせ先】
酒井
TEL：090-2315-7028

10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から､最終日は 16:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

（土）

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

10:00 〜 18:00（最終日は 15:00 まで）

（月）【入場料】無料【内

みどりアートパーク登録アーティスト募集

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。

（水）

みどりアートパークで YAMAHA CFX を弾こう！

REHEARSAL ROOM

長津田童謡の会･野口雨情愛の音楽会

3012/
~ 5
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~

1（木）
2（金）
4（日）
8（木）
11（日）
15（木）
17（土）
18（日）
18（日）
22（木）
23（金）

10:00 〜 15:00

【お問い合わせ先】
池田
E-mail：y-midorimama@hotmail.co.jp
Web：http://ameblo.jp/y-midorimama

