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November 2017 ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール
おしゃべりジャズ倶楽部 11 “秋の夜長は jazz でスウィングしよう！〜エリントン＆ベイシー特集” 【お問い合わせ先】
15:30 開場／ 16:00 開演 全席指定 未就学児入場不可

（土）

Მ

フィオーレ･ディ･ムジカ

コンサート

15:00 開場／ 15:30 開演

【入場料】無料【内

ロバの音楽座クリスマススペシャルバージョン コンサートのぼうけん チケット販売中

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円（お子様の膝上鑑賞無料※座席を使用する場合は有料） TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【ワークショップ】空想楽器を作ってパレードしよう！ 10:00 〜 13:00 ／参加費：一人 500 円

13:30 開場／ 14:00 開演 全席指定

（土）

清水玲子ピアノリサイタル Vol.3
14:30 開場／ 15:00 開演 全席自由

【入場料】一般 2,500 円／小学生 1,500 円【内

【お問い合わせ先】
清水
TEL：080-9676-3638
E-mail：classic-concert-r@outlook.jp

未就学児入場不可
容】ピアノ演奏会

Duo Jumeaux ピアノリサイタル Vol.3

（水）

Მ

【お問い合わせ先】
高取
TEL：090-8047-4368
E-mail：duo.jumeaux.piano@gmail.com

18:00 開場／ 18:30 開演 全席自由

【入場料】一般 2,000 円【内

容】ピアノデュオリサイタル

アフタヌーンコンサート＃3｢ホルンを愉しむ｣〜カテジナとベルフィアート･クインテットの仲間たち〜
13:30 開場／ 14:00 開演 全席指定

（金）

【入場料】1,500 円※未就学児童は親子室での鑑賞のみ（限定 6 席）
【出 演】カテジナ･ヤヴールコヴァー､佐藤彦大､ベルフィアート･クインテット

チケット販売中

竹山朋子ピアノリサイタル

（土）

18:30 開場／ 19:00 開演

全席自由

【入場料】一般 3,000 円／ペア 5,000 円／学生 2,000 円【内 容】ピアノソロリサイタル

Regalino della Musica スペシャルコンサート フランス音楽の魅力
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由

（木）

【入場料】2,000 円
【内 容】フルート､チェロ､ピアノのソロとアンサンブルによるコンサート

オルタフルートアンサンブル第 27 回定期演奏会

（金）

主催

Მ

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

【お問い合わせ先】
島田
TEL：080-9724-8272
E-mail：crescent-michael@softbank.ne.jp

容】声楽発表会

（日）

主催

チケット販売中

【入場料】一般 2,800 円／高校生以下 1,000 円／ 70 歳以上･障害者割引 2,000 円／ペア 5,000 円
【出 演】鵜飼一嘉､深水洋､相澤哲､石田裕人､山田ひろし､坂本千恵

（水）

主催

ギャラリー GALLERY

HALL

18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料【内

容】フルートアンサンブル演奏会

デフ･パペットシアター･ひとみ｢森と夜と世界の果てへの旅｣ チケット販売中

（土）

13:30 開場／ 14:00 開演

全席自由

【入場料】一般 1,000 円／高校生以下 500 円【出 演】デフ･パペットシアター･ひとみ

ピアノ発表会

（日）

13:00 開場／ 13:20 開演

【入場料】無料【内

容】ピアノ発表会

冬のどどんが団和太鼓コンサート

（日）

18:30 開場／ 19:00 開演

【入場料】1,500 円【内

全席自由

容】和太鼓演奏会

【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】
安藤
TEL：090-5490-7419
FAX：044-877-3177（竹山）
E-mail：musicapastorale@yahoo.co.jp
【お問い合わせ先】
田上
TEL：042-814-6114 ／ 080-5929-0331
E-mail：ytanoue@gmail.com
【お問い合わせ先】
川本
TEL：045-479-8603
E-mail：es.kawamoto-7312@nifty.com
【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】
地曳
TEL･FAX：045-982-0752
【お問い合わせ先】
星野
TEL：042-812-9135
E-mail：dodongadan@gmail
Web：http://www.dodongadan.wixsite.com/dodongadan

リハーサル室 REHEARSAL ROOM
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20

長津田童謡の会

（火）

野口雨情愛の音楽会

13:00 開場／ 14:00 開演

【入場料】500 円【内

容】童謡詩人野口雨情を研究し､童謡唱歌等を歌い広める会

【お問い合わせ先】
友井
TEL･FAX：042-749-7306

【お問い合わせ先】
辰巳
TEL･FAX：045-981-9812
9:45 開場／ 10:00 開演 全席自由
E-mail：tatsumi@pg7.so-net.ne.jp
【受講料】会費 450 円／託児（軽食付き）250 円※要予約【内 容】家計簿と暮らしのコツの講習会 Web：東京第四友の会で検索

（木）
（月）

9:45 開場／ 10:15 開演

【入場料】1,000 円【内

全席自由

容】懐かしい歌､新しい歌（世界の歌､日本の歌）をみんなで歌う会

【お問い合わせ先】
村上
TEL･FAX：042-735-5032

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。

（木）

第三回作品展

【入場料】無料【内
（日）

（水）

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 10 月 16 日現在の情報です。

容】刺しゅうの作品（その他）

2017EPC 写真展

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

10:00 〜 18:00（最終日は 15:00 まで）

【入場料】無料【内
（月）

（木）

【お問い合わせ先】
平坂
TEL･FAX：045-982-7229

11:00 〜 17:00（最終日は 16:00 まで）

容】写真展示会（発表会）

Hawaiian Quilt Show/Hawaiian Quilt Kananaka

【入場料】無料【内
（日）

容】ハワイアンキルト作品展

Information
シルバー会員登録について

シルバー会員登録をしていただきますと､通常窓口でしかご購入いた
だけないみどりアートパーク主催イベントの割引チケットを電話予約
することができます｡（※登録がないと割引チケットは電話予約できません）
《対 象》70 歳以上の方
《登録費》無料
《登録方法》
70 歳以上であることを証明できるものを持参の上､みどりアートパーク受付にて
所定の登録用紙を記入してください。
※登録は随時受け付けております｡
※いただいた個人情報は登録者への連絡のみに使用いたします｡
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〜魅力ある山下地域の風景｡残したい街の風景｡懐かしい昔の街の風景〜
今回のみどりアートパーク公募写真展は､緑区の北部に位置する北八朔町･
西八朔町･小山町･青砥町地域を対象とします｡ 鶴見川 ( 谷本川 ) と恩田川に
挟まれ､青葉区寺家につながる三角地の先端に位置しており､東名高速により
青葉区と分断､土地中央に尾根が張り出すという特徴的な地形を成し､農地や
まとまった樹林地に囲まれ､美しい生活環境のある地区｡そんな魅力ある
山下地域の現代と昔の風景写真を公募します｡
《募集テーマ》
「山下地域の風景」
《会 期》2018 年 2 月 14 日（水）〜 2 月 19 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
パークまたは山下地域交流センター､山下みどり台小学校コミュニティハウスへ
持参または郵送してください。
《募集期間》平成 29 年 10 月 11 日（水）〜 平成 30 年 1 月 10 日（水）

時》
※一組 20 分程度･予約不要

マリンバコンサート

《日 時》11 月 19 日（日） 14:00 〜 15:30
《入場料》300 円（お茶付き）
※要事前申込
《会 場》横浜市白山地区センター 中小会議室《定 員》先着 60 名
《出 演》真崎佳代子（マリンバ）
､湯浅ちさ（ピアノ）
《申込先》横浜市白山地区センター ℡ 045-935-0326

緑区役所 お昼のロビーコンサート
《日 時》12 月 20 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》福澤優加（トロンボーン）
､梨本卓幹（ピアノ）

間】11:40 開場／ 12:00 開演【会

（金）【お問い合わせ先】佐藤

場】1F ホール

全席自由【入場料】無料

TEL･FAX：042-760-8114

長津田音祭り 2017

共催

3

チケット販売中

【会 場】1F ホール 第三部は全席指定
【時 間】11:00 開場／ 12:00 開演（第三部 17:30 開場／ 18:00 開演）
【入場料】第一部･第二部は無料／第三部 2,000 円（ワンドリンク or ワンフード付き）
【出 演】長津田囃子保存会､御前田喜楽会､むつみ幼稚園､長津田小学校､福澤優加 with 田奈中学校
吹奏楽部､Heartstrings､みどり･グランデコーア･こーる JiJi､田奈中学校合唱部､おぬきのりこ､
谷口英治､遠藤征治､Mark Tourian､チェーロ 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）

（日）
主催

10

みどりアートパークゴスペルコンサートⅤ

【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､チェーロ､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）

（日）

11

青葉吟詠会

【時

吟詠大会

間】13:00 開場／ 13:30 開演【会

（月）【お問い合わせ先】鈴木
主催

13

場】1F ホール

TEL：090-9238-8618

全席自由【入場料】無料

FAX：045-981-6626

ワン･コインコンサート Vol.24 〜フルートとサクソフォン 冬の競演〜

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】500 円（当日現金支払い）※満席の場合はご入場いただけません｡
【出 演】自由ノート（占部智美･中村音舞／フルート､柳田桜／ピアノ）､鈴木研吾（サクソフォン）
【お問い合わせ先】みどりアートパーク TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

（水）

16

大人のピアノ教室

Joyful Concert

【時 間】13:15 開場／ 13:30 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 Web：http://aobapiano.com

（土）
主催

16
Მ

クリスマスの贈りもの

チリンとドロン＋えほん

チケット販売中

【時 間】
①10:15 開場／ 10:30 開演②12:45 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F ギャラリー
【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円【対 象】1 歳〜小学 6 年生の子どもとおとな
【出 演】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）

（土）

17

志村ギター教室

【時

発表会

間】12:00 開場／ 12:30 開演【会

（日）【お問い合わせ先】志村ギター教室
共催

17

場】1F ホール【入場料】無料

TEL：045-981-1554

明日の語り手によるおはなし発表会

【時 間】12:50 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F リハーサル室【入場料】無料（要予約）
【お問い合わせ先】芝 TEL･FAX：045-909-0236 E-mail：shoko.erzahler@hotmail.co.jp
Web：http://www.katarite.com/

（日）
主催

Მ 17

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】10:15 開場／ 10:30 開演【会 場】B1F ギャラリー
【入場料】おとな 800 円／子ども 300 円
【対 象】お誕生日前の 0 歳〜 13 か月の子どもとおとな･これからママになる方【出 演】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）

（日）

みどりアートパークお出かけコンサート
白山地区センター

さきどりスケジュール

佐藤のりこ門下生声楽発表会

MAP なんでも相談日

みどりアートパークを利用する方や､サークル活動に興味のある方を
対象として､施設に関することや文化活動に関することなど様々なご質問
に､館長がお答えいたします｡

December2017

【時

2018 みどりアートパーク公募写真展
出品作品募集中

《日

【お問い合わせ先】
カクナカ
TEL：080-1036-6479

10:00 〜 19:00（最終日は 17:00 まで）

11 月 26 日（日）10:00 〜 17:00

暮らしレッスン事始め ―家事家計講習会―
緑の風･歌のアルバム

16 ~
19
22 ~
27
30 12/
~ 3

18

緑の風･歌のアルバム

【時

間】9:45 開場／ 10:15 開演【会

（月）【お問い合わせ先】村上
後援

22

場】B1F リハーサル室【入場料】1,000 円

TEL･FAX：042-735-5032

山田彩実ピアノリサイタル

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】一般 2,000 円／学生 500 円（当日券 2,500 円）※未就学児は親子室（一人で鑑賞できる子は客席）
【お問い合わせ先】山田 TEL：090-9370-8578 E-mail：mich.yam.oslb@gmail.com

（金）

24

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

【時 間】10:00 開場／ 10:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【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.jimdocom/

（日）

下記日程は年末年始の休館日です

12月29日（金）〜1月3日（水）

