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ギャラリー GALLERY

ホール HALL

主催

Მ

おしゃべりジャズ倶楽部９〜春の宴は JAZZ の調べに乗せて〜

3（金）
4（土）
4（土）
11（土）
16（木）
19（日）
20（月）
20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
25（土）
26（日）
27（月）
28（火）
29（水）
30（木）

18:30 開場／ 19:00 開演 全席指定

未就学児入場不可

チケット販売中

【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
【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､野呂愛美（スペシャルゲスト）

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

共催

０歳から聴けるクラシックコンサート むじくるの音楽列車

【お問い合わせ先】
むじくる
【入場料】前売：こども（3 歳〜）500 円／おとな 1,200 円／ 2 歳以下の膝上鑑賞とおとな 1,500 円 E-mail：music̲come̲musicle@yahoo.co.jp
Web：musicle.amebaownd.com
当日：こども（3 歳〜）500 円／おとな 1,500 円／ 2 歳以下の膝上鑑賞とおとな 1,800 円

10:15 開場／ 10:30 開演

18:30 開場／ 19:00 開演

【お問い合わせ先】
浅野
TEL：03-6380-4560

全席自由

【入場料】前売 2,000 円（当日 2,500 円）／中学生以下 500 円

主催

祈りのコンサート〜あの日を忘れない〜

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【入場料】無料【出 演】栗岩薫､奥平純子､田村哲､西村祐､アンサンブル･セレーノ､野呂愛美､ TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
角脇真､みどりアートパークゴスペルクワイア 他

15:30 開場／ 16:00 開演

全席自由

認知症予防フォーラム｢本気の認知症予防ナウ」
13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【講 演】朝田隆（筑波大学名誉教授･東京医科歯科大学特任教授）､碓田茂（フォルクモア常務理事）

第 33 回かながわ音楽コンクール ヴァイオリン部門第１次予選
10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】無料【内

主催

舞台講座

容】幼児から一般が対象のヴァイオリンコンクール

ゼロから創る舞台･その２〜物語とピアノ〜

8:45 受付開始

9:00 〜 17:00（予定）

申込受付中

【参加費】1,000 円（当日現金支払い）
【定 員】20 名程度

主催

Მ

宮沢賢治作｢どんぐりと山猫｣
14:30 開場／ 15:00 開演

チケット販売中

全席自由

【入場料】おとな 800 円／中学生以下 500 円【出 演】山猫合奏団

春うららかコンサート･皆上晶子 VIOLIN RECITAL
18:30 開場／ 19:00 開演

全席自由

【入場料】前売 1,500 円／前売ペア 2,500 円／当日 2,000 円

なつメロでこんにちわ
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】無料【内

主催

容】なつかしい歌をみんなで楽しむ会

ワン･コインコンサート Vol.19
作曲家シリーズ第２弾｢シューマン｣〜オーボエで奏でる愛の情景〜
13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由 ※満席の場合はご入場をお断りさせていただきます｡

【入場料】500 円（当日現金支払い）
【出 演】浅原由香／オーボエ､沢田千秋／ピアノ

共催

オペラシアターこんにゃく座公演｢ロはロボットのロ｣
13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】大人 4,000 円（寄付金付き 5,000 円）／中高生 2,000 円／子ども（小学生以下）500 円

Spring コンサート

容】箏､三弦､尺八の合奏

横浜市立あかね台中学校音楽部スプリングコンサート
18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】リコーダーアンサンブル･合唱

横浜市立鴨居中学校吹奏楽部 29th REGULAR CONCERT
14:00 開場／ 14:30 開演

【入場料】無料【内

容】吹奏楽部定期演奏会

第 33 回かながわ音楽コンクール
10:00 開場／ 10:30 開演

【入場料】無料【内

ユースピアノ部門予選

容】幼児から高校生が対象のピアノコンクール

ピティナピアノステップ ３月長津田地区
9:30 開場／ 10:00 開演

【入場料】無料【内

容】ピティナ･ピアノステップ

【お問い合わせ先】
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】
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】
皆上
TEL･FAX：046-274-8114
E-mail：akikopiyo@gmail.com
Web：http://sironegi.com/akika/
【お問い合わせ先】
日髙
TEL･FAX：045-982-8177
【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】
NPO 法人ぷかぷか
TEL：045-453-8511
【お問い合わせ先】
鈴木
TEL･FAX：045-983-0958

12:30 開場／ 13:00 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
森田
TEL：045-476-1615（平日 9:00 〜 17:00）

【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】
浜野
TEL：045-934-3871 FAX：045-934-8739
E-mail：akananaka@gmail.com
【お問い合わせ先】
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】
黒川（南町田ドリームステーション）
TEL･FAX：042-799-6690
E-mail：chitoshi-k@ace.ocn.ne.jp

神奈川県立白山高等学校美術コース 39 期卒業制作展｢卒展｣

（土）

~ 6（月）【入場料】無料【内

【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（最終日は 15:00 まで）会議室での展示有
容】卒業制作の展示

リハーサル室･会議室 REHEARSAL ROOM＆CONFERENCE ROOM

全席自由

スプリングコンサート〜素敵な仲間たちと再び〜

4

長津田童謡の会

14（火）
18（土）
25（土）

野口雨情愛の音楽会

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

13:00 開場／ 14:00 開演

【入場料】500 円【内 容】童謡･唱歌を参加者全員で歌う会

街道ものがたり第四期･其の三〜大山街道沿いの地名歴史探訪〜

主催

Მ

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】800 円【定

全席自由 未就学児入場不可

【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

員】60 名【講 演】相澤雅雄（地域史研究家）

【お問い合わせ先】
大森
TEL：070-6632-8367 FAX：045-833-8505
E-mail：info@giraldillo.org
Web：http://giraldillo.org

フラメンコ初心者講座
14:00 開場／ 14:30 開演

全席自由 未就学児入場不可

【受講料】1,500 円（要事前予約）
【講 師】山中英樹､植木久恵

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 2017 年 2 月 20 日現在の情報です。
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Information
みどりアートパークモニターメンバー募集
モニターメンバーとは…
みどりアートパークの企画運営に役立てるためにモニターメンバーにご登録いただき､
下記内容の活動を行っていただきます。

・主催事業の鑑賞後､（年 3 回以上鑑賞）ご意見･ご感想等の簡単なレポート提出
・ご自身の SNS での情報発信
・年１回の意見交換会出席
※鑑賞は無料ご招待､交通費支給なし
《応募資格》緑区内在住･在勤･在学の 18 歳以上の方
《モニター期間》2017 年 5 月〜 2018 年 3 月
《申込方法》専用申込用紙（チラシ裏面または HP よりダウンロード）に必要事項を
ご記入の上､郵送･FAX または直接ご持参ください｡
《募集期間》2017 年 3 月 11 日（土）〜 4 月 15 日（土）
◆ジュニアモニターも同時募集
対象：小学校 5 年生〜高校 3 年生まで
定員：5 名程度※参加の際は保護者の方の同意書が必要（親子でのご登録も可能）
※いただいた個人情報は応募者への連絡のみに使用いたします｡

アートＵＰくらぶ第４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｡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》2017 年 4 月 1 日〜 2018 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
《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》専用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》2017 年 2 月 11 日（日）〜 3 月 31 日（金）
※いただいた個人情報は応募者への連絡のみに使用いたします｡

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｡
《募集期間》2017 年 3 月 15 日（水）〜 4 月 15 日（土）
※いただいた個人情報は応募者への連絡のみに使用いたします｡

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》3 月 22 日（水） 12:15 〜 12:50（11:45 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》ASATO Y AKIRA（スパニッシュギターデュオ）
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April2017

さきどりスケジュール

伊藤智子バレエスタジオ第２回発表会

【時 間】16:30 開場／ 17:00 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】伊藤智子バレエスタジオ E-mail：info@ito-t-balletstudio.com

（土）Web：https://www.ito-t-balletstudio.com/

歌の花咲く庭で ― 四月の音楽会 ―（歌曲とオペラアリアの演奏会）

2
（日）

【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】関本 E-mail：fdm@mbr.nifty.com

親子リトミック

8
（土）

おためしレッスン

【時 間】
①9:45 〜 10:30（対象年齢：9 か月〜 1 歳 6 か月）②10:45 〜 11:30（対象年齢：1 歳 7 か月〜 2 歳 6 か月）
【会 場】B1F リハーサル室 全席自由【入場料】500 円（親子で）
【お問い合わせ先】いとう FAX：045-530-5525 E-mail：info@animato-i.biz Web：http://animato-i.biz

熊本地震アルゼンチンタンゴ･チャリティーコンサート（タンゴ楽団エスタモス･アキとダンスペアによるコンサート）

9
（日）

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】前売 2,500 円／当日 3,000 円【お問い合わせ先】大森 TEL：070-6632-8367
FAX：045-833-8505 E-mail：info@giraldillo.org Web：http://giraldillo.org

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 2017｣シーズン２･Vol.1 チケット販売中

11
（火）

主催

Მ

【時 間】10:00 〜 11:30【会 場】B1F リハーサル室【入場料】700 円／ 6 回連続券 3,000 円（限定 20 セット）
【定 員】60 名【講 師】ニシムラ･ユウ【協 力】アキュフェーズ㈱､フォスター電機㈱
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

ワン･コインコンサート Vol.20 〜サクソフォンの調べを春風にのせて〜

12
（水）

主催

【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】田村哲（サクソフォン）､川岸麻理（ピアノ） ※満席の場合はご入場をお断りさせていただきます｡
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

ヴォイストレーニングクラス①

14
（金）

主催

みどりアートパーク

14
（金）

主催

3/14 14:00 〜申込受付開始

【時 間】14:00 〜 15:30【会 場】B1F リハーサル室【受講料】1,000 円（当日現金支払い）
【定 員】60 名【講 師】野呂愛美
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

クワイア Cielo（チェーロ）春期①

申込期間 3/1 〜 3/10

【時 間】19:00 〜 21:00【会 場】B1F リハーサル室【受講料】20,000 円（春期全８回）
【定 員】35 名【講 師】野呂愛美､角脇真 ※簡単なオーディション有（全員必須）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

笛吹きたちのコンサート（ファルベフルート教室発表会）

16
（日）

【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】石井 TEL：070-5576-0242 FAX：044-572-0747 E-mail：kojiishii@icloud.com
Web：http://www.ﬂutefarbe.com/

第５回張扇寄席（社会人講談師･落語家などによる寄席）

22
（土）

【時 間】13:40 開場／ 14:00 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由【入場料】500 円
【お問い合わせ先】冨田 TEL：090-2628-3177

リトルウィングコンサート（ピアノ発表会）

23
（日）

【時 間】13:00 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール【入場料】無料
【お問い合わせ先】森 TEL：090-2330-5482 FAX：045-564-4561 E-mail：littlewing25@fmail.plala.or.jp
Web：http://music.geocities.jp/littlewing̲oﬃcial/index.html

公益社団法人日本吟道学院公認緑神会第 42 回吟道大会（吟詠発表）

26
（水）

【時 間】9:00 開場／ 9:30 開演【会
【お問い合わせ先】本所

場】1F ホール【入場料】無料

TEL･FAX：046-246-4025

〜０歳からの音楽会〜音のパレット（親子で一緒に楽しめる体験型ピアノコンサート）

29
（土）

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F リハーサル室
【入場料】親子 2 人 800 円／おとな 600 円／こども 200 円
【お問い合わせ先】池田 TEL：080-5077-8672 ／ E-mail：conbrio0609@gmail.com

Kondo Modern Ballet 主催 KMB アカデミー発表会 Vol.19（モダンバレエ＆ダンス）

30
（日）

【時 間】15:00 開場／ 15:30 開演【会
【お問い合わせ先】近藤

場】1F ホール【入場料】無料

TEL･FAX：045-532-5661 Web：https://kmb-academy.jimdo.com

