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November 2018

ߺߤࠅࠕ࠻ࡄࠢ 催し物スケジュール

ホール HALL

主催

Მ
主催

Მ

（木）

13:30 開場／ 14:00 開演

主催

Მ

未就学児は親子室のみ（限定 6 席）

【入場料】1,500 円
【出 演】アーバンサクソフォンカルテット

おしゃべりジャズ倶楽部 14 〜今宵は､ビッグバンドでスウィングしましょう！〜

【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】
17:00 開場／ 17:30 開演 全席指定 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 1,000 円／ 70 歳以上･障がい者割引 2,000 円／ペア 5,000 円 TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【出 演】鵜飼一嘉､My Favorite Orchestra

（土）

チケット販売中

大人のピアノリサイタル Joyful Concert

（土）

主催

全席指定

（火）

13:15 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

全席自由

【お問い合わせ先】
北條
TEL：090-6109-8163 FAX：050-3737-1353
E-mail：lesson@aobapiano.com
Web：http://aobapiano.com

未就学児入場不可

容】ピアノコンサート

MAP BAND FES 2018

（日）

【お問い合わせ先】
13:30 開場／ 14:00 開演 全席自由
みどりアートパーク
【入場料】無料【出 演】The Backs Team54､ぱいるどらいばーず､Mii-rno､緑ベンチャーズ､ TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
青葉ミュージックフレンズ､The Backs Team JS､めぐみーず

ロバの音楽座

わいてくるくるおんがっかい

13:30 開場／ 14:00 開演

（金）

全席自由

チケット販売中

【入場料】一般 1,500 円／高校生以下 500 円【出 演】ロバの音楽座
★同日 10:00 〜 13:00 空想楽器｢ブンパカパッパ｣を作るワークショップ開催！参加費：一人 300 円

第 23 回長尾ピアノ教室発表会

（土）

13:00 開場／ 13:30 開演

【入場料】無料【内

【お問い合わせ先】
長尾
TEL･FAX：045-301-6299

全席自由

容】ピアノ発表会

ballet quartet クリスマスパフォーマンス Marry Pla Walnut Vol.3
15:30 開場／ 16:00 開演

全席自由

（日）

【入場料】前売：小学生以下 2,500 円／大人 2,800 円 当日：小学生以下 2,500 円／大人 3,000 円
【内 容】在京バレエ団のダンサーとカルテットのパフォーマンス

緑の風･歌のアルバム

（月）

9:30 開場／ 10:00 開演

【入場料】1,000 円【内

容】みんなで楽しく歌いましょう！懐かしい歌･新しい歌

第 4 回マザプラスまつり

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

10:00 〜 15:00（ホワイエでの開催）

【入場料】無料（ワークショップ有料）【内

容】ママ向けワークショップイベント

AUTUMN NIGHT JAZZ CHORUS

（水）

18:00 開場／ 18:30 開演

【入場料】無料（要整理券）【内

【お問い合わせ先】
齋藤
TEL：080-3027-2351
E-mail：ballet.quartet@gmail.com
Web：https://ballet-quartet.jimdofree.com/
【お問い合わせ先】
村上
TEL：042-735-5032/090-9107-7290
FAX：042-735-5032

全席自由

（火）

【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】
S.B コンサート実行委員会
E-mail：sb2018jazz@yahoo.co.jp

容】ジャズコーラス＆バンド演奏

リハーサル室 REHEARSAL ROOM
主催

Მ

13
15
24
27

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･シーズン 3｣Vol.8

（火）10:00 〜 11:30

全席自由

【受講料】1 回券 800 円【講

未就学児入場不可

師】ニシムラ･ユウ【定

員】60 名【テーマ】日本人の演奏／作品

｢みどり｣カラオケの会

（木）

14:45 開場／ 15:15 開演 全席自由

【入場料】500 円【内

容】
｢カラオケ教室｣と｢歌声喫茶｣

第 11 回張扇寄席

（土）

13:40 開場／ 14:00 開演 全席自由

【入場料】500 円【内

未就学児入場不可

容】社会人講釈師･落語家等による寄席

長津田童謡の会 野口雨情愛の音楽会

（火）

13:30 開場／ 14:00 開演

【入場料】500 円【内

ギャラリー

6

チケット販売中

（火）

容】童謡中心に時代々ではやった想い出の歌･知られざる雨情の歌を皆で歌います｡

【お問い合わせ先】
みどりアートパーク
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）
【お問い合わせ先】
植木
TEL：080-4433-5223
FAX：045-342-5223
【お問い合わせ先】
冨田
TEL：090-2628-3177
【お問い合わせ先】
友井
TEL･FAX：042-749-7306

田奈水彩画クラブ作品展

10:00 〜 17:00（初日は 13:00 から､最終日は 15:00 まで）
容】水彩画の展覧会

【お問い合わせ先】
遠藤
TEL･FAX：0467-26-0266
E-mail：honshikin-ab@jcom.home.ne.jp

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 2018 年 10 月 6 日の時点での情報です。

【お問い合わせ先】
酒井
TEL：045-971-0376

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

容】額縁の展覧会

第 11 回 3D Art Circle YUCCA Shadow Box 作品展〜パリを感じて〜
10:00 〜 18:00（最終日は 16:00 まで）

【入場料】無料【内
（月）

12

容】シャドウボックスの作品展示

Information
Მ

1
2

5

未来ヲ触発セヨ｡｢みどり学園祭｣
出演者･出展作品･ファッションデザイン募集
みどりアートパーク開館 5 周年企画の一環として､横浜市緑区内の公立中学校
7 校を対象に､吹奏楽やダンス､絵画､写真など文化芸術の発表の場を創造します。
■Green Collection 2018 〜グリコレ〜ファッションデザイン募集
《デザインテーマ》
「春のおでかけファッション｣
《募集締切》2018 年 11 月 20 日（火）消印有効
《応募資格》デザイン･ファッションモデル･服飾に興味のある横浜市緑区内の公立中学校生徒に
よるグループ｡（※個人での応募は不可｡3 名以上 5 名まで｡）
《ワークショップ》日程：2018 年 11 月 10 日（土）14:00 〜 16:00 費用：無料
東京モード学園生によるデザインアドバイスやデモンストレーションを予定｡
※Green Collection2018 〜グリコレ〜に応募する方が対象です｡
■パフォーマンス部門募集
《応募資格》横浜市緑区内の公立中学校生徒による部活動･サークル･グループ｡（※個人での応募
は不可）
《部
門》楽器演奏､合唱､コーラス､アカペラ､朗読､ダンス､演劇､お笑い等※使用される楽器･
道具はご持参ください｡（ピアノ･ドラムセット･キーボード･マイク･アンプ類はご用意があります）
《募集締切》2018 年 11 月 30 日（金）消印有効
■アートギャラリー部門募集
《応募資格》横浜市緑区内の公立中学校生徒による部活動･サークル･グループ･個人｡
《部
門》絵画､イラスト､写真､書道､陶芸､生け花､手芸､ハンドメイド等※絵画､イラスト､写真は
額装のこと
《募集締切》2019 年 1 月 30 日（水）消印有効

神奈川雅楽部演奏会
雅楽･舞楽演奏会

【時 間】18:00 開場／ 18:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】2,000 円
【お問い合わせ先】北田 TEL：045-931-1714 FAX：045-931-9957 E-mail：kgagaku@gmail.com
Web：http://gagakubu.jp/

第 11 回小さなお花畑作品展

6
9

（木）

クリスマス＆干支（うり坊）ワークショップ＆作品展

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

9

主催

ゴスペルコンサートⅥ

【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

（日）【お問い合わせ先】みどりアートパーク
主催

Მ

【出 演】みどりアートパークゴスペルクワイア Harmonic Voices､みどりアートパーククワイア Cielo､野呂愛美､角脇真
TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

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･シーズン 3｣Vol.9

11

チケット販売中

【時 間】10:00 〜 11:30（9:45 〜受付）【会 場】B1F リハーサル室 全席自由 未就学児入場不可
【受講料】1 回券 800 円【講 師】ニシムラ･ユウ

（火）【お問い合わせ先】みどりアートパーク

TEL：045-986-2441（9:00 〜 22:00）

歌声喫茶ともしび in 長津田

11

参加者とともに歌い合う集い

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】2,000 円

（火）【お問い合わせ先】桜田
主催

Მ
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TEL：03-6907-3801

FAX：03-6907-3812

みどりアートパーク開館 5 周年記念

宮田大チェロ･リサイタル

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 全席指定
【入場料】一般 3,500 円／高校生以下 1,500 円／ 70 歳以上･障がい者割引 3,000 円／ペア 6,500 円
【出 演】宮田大､ジュリアン･ジェルネ
【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）

15

佐藤のりこ門下生

声楽･オペラアンサンブル発表会

オペラアリア独唱とオペラ合唱

【時 間】12:30 開場／ 13:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由
【入場料】無料【お問い合わせ先】佐藤 TEL：042-760-8114 ／ 080-1301-8371
FAX：042-760-8114 E-mail：sopranoritan-@softbank.ne.jp

（土）
Მ

15

大根田えみゆピアノリサイタル〜シューマン･シューベルト〜
ピアノリサイタル

【時 間】18:30 開場／ 19:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児入場不可
【入場料】前売 2,000 円／当日 2,500 円
【お問い合わせ先】ピアチェリエ･プロジェクト E-mail：info.pia2833@gmail.com

（土）
Მ

16

フラメンコギター･トークライブ

フラメンコのギター､踊り､歌を楽しむコンサート

【時 間】13:30 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児は親子室のみ可
【入場料】前売 1,500 円／当日 2,000 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

（日）

18

長津田童謡の会

野口雨情愛の音楽会

童謡中心に時代々ではやった想い出の歌･知られざる雨情の歌を皆で歌います｡
【時 間】15:00 開場【会 場】B1F リハーサル室【入場料】500 円
【お問い合わせ先】友井 TEL･FAX：042-749-7306

（火）

19

フィオーレ･ディ･ムジカ

コンサート

声楽発表会
【時 間】14:10 開場／ 14:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由 未就学児は親子室のみ可【入場料】無料
【お問い合わせ先】島田 フィオーレ･ディ･ムジカ事務局 TEL：080-9724-8272

（水）

知って得する食講座

20

身体は食べものでできています｡ガンに良い食べものとは？（Ⅱ）

【時 間】12:50 開場／ 13:00 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由【入場料】300 円
【お問い合わせ先】野村 TEL：090-3420-8942 FAX：045-981-9875
E-mail：k.live-well0221@ezweb.ne.jp

（木）

緑の風･歌のアルバム

21

みんなで歌いましょう！懐かしい歌･新しい歌･日本の歌･世界の歌

【時 間】9:30 開場／ 10:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】1,000 円

（金）【お問い合わせ先】村上

21

TEL･FAX：042-735-5032

クリスマス･ライアー

コンサート

ライアー･アンサンブル
【時 間】14:15 開場／ 14:30 開演【会 場】B1F リハーサル室 全席自由
【入場料】無料【お問い合わせ先】守山 TEL･FAX：045-903-6870

（金）

※詳細はみどりアートパークホームページまたはチラシをご覧ください｡

21

Tutti Piano Concert
ピアノ発表会

【時 間】15:30 開場／ 16:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】長南 TEL：045-507-5108 E-mail：ciel.piano.f@galaxy.ocn.ne.jp
Web：https://www.pianolife-lesson.com/ ／ https://www.fumi-piano.com/

（金）

親しみのある冬の名曲を､透き通ったソプラノの歌声でお届けします｡冬の訪れ
を音楽で感じてみませんか？
◆｢緑区役所 お昼のロビーコンサート｣
《日 時》2018 年 12 月 19 日（水） 12:15 〜 12:50（開場時間 11:45）
《会 場》緑区役所 1 階イベントスペース（椅子席 30 席以外は立ち見）
《入場料》無料
《出 演》堀口加奈子（ソプラノ）
､大間史絵（ピアノ）
《演奏予定曲目》ウィンターワンダーランド､赤鼻のトナカイ､O Holy Night

ながつた市･コンサート

（水）

みどりアートパーク公募写真展 2019
出品作品募集

《募集テーマ》
「新治中部地区の風景」
《会 期》2019 年 2 月 13 日（水）〜 2 月 18 日（月）
《出展料》無料（※ただし､送料等応募に係る費用は応募者の負担となります。）
《応募写真の規格》
・カラー､モノクロ可｡
・デジタルデータ可｡プリントしてからの応募も可｡
・プリントは｢四つ切｣あるいは｢A4 判｣｡※昔の写真ついてはサイズは問いません｡
《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中山地区センター
へ持参または郵送してください。
《募集期間》2018 年 10 月 8 日（月）〜 2019 年 1 月 10 日（木）
※いただいた個人情報は応募者への連絡と展示キャプションに使用いたします｡

長津田音祭り 2018②
【時 間】ながつた市：11:30 〜／コンサート：11:30 開場／ 12:00 開演
【会 場】ながつた市：1F ホワイエ／コンサート：1F ホール･ホワイエ（全席自由）
【入場料】無料（第 2 部･第 3 部髙木凜々子公演は要整理券※11:00 〜配布）
【お問い合わせ先】長津田音祭り実行委員会事務局 TEL：045-981-0803（9:00 〜 17:00）

（日）

※一組 20 分程度･予約不要

現在･昔の中山町､台村町､森の台､寺山町､上山地区にある建物､風景､寺社仏閣
などの写真を募集します｡特に昔の写真を多く募集し､来場者に新治中部地区の
今昔を紹介します｡

さきどりスケジュール

フリーマーケット･ながつた市･野呂愛美コンサート｢音のささやき〜奏でる心､調べはジャズに乗せて〜

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･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｡
時》11 月 25 日（日）10:00 〜 16:00

December 2018

【時 間】フリーマーケット･ながつた市：12:00 〜／コンサート：14:30 開場／ 15:00 開演
【会 場】フリーマーケット：B1F ／ながつた市：1F ホワイエ／コンサート：1F ホール（全席自由）
【入場料】コンサートのみ有料 前売：おとな 2,000 円／高校生以下 1,000 円 当日：おとな 2,500 円／高校生以下 1,500 円
【お問い合わせ先】長津田音祭り実行委員会事務局 TEL：045-981-0803（9:00 〜 17:00）

（土）

《日

【お問い合わせ先】
小田
TEL･FAX：045-983-2575
E-mail：yuccaoda＠s7.dion.ne.jp
Web：http://yucca3d.wix.com/yucca3d

長津田音祭り 2018①

11 月の MAP なんでも相談日

お出かけコンサートのご案内

GALLERY

~11（日）【入場料】無料【内

（水）

手作り額縁展☆バーバラと仲間たち☆

〜

8
10
17
18
23
24
25
26
27
28

アフタヌーンコンサート #7｢サクソフォンカルテットを愉しむ｣ チケット販売中

13 ~
19
21~
26

22

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
乳幼児おやこを対象とした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【入場料】大人 1,000 円／子ども 500 円
（0 歳より要チケット）【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/

（土）

22

ドレミニランドのクリスマス

音楽発表会

ピアノ､合奏､合唱の発表会
【時 間】13:45 開場／ 14:00 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料
【お問い合わせ先】足立 TEL：090-6549-5827 E-mail：doreminiland32@gmail.com

（土）
他

24

クリスマスコンサート
ピアノ発表会

【時 間】13:10 開場／ 13:30 開演【会 場】1F ホール 全席自由【入場料】無料

（月）【お問い合わせ先】黒川

TEL･FAX：042-799-6690

