2021年7月から2022年3月までホールは天井脱落対策工事を行います
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2021年 月号
JUNE

ホール以外はご利用できますので、練習・会議・発表会などでお使いください！
ご利用人数は状況により変わります

ホール

342席

７月から使用できません

リハーサル室

［定員］60名

横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク イベントカレンダー

ドキュメンタリー映画上映会
音楽・演劇・舞踊・講演会・上映会等の多目的ホール
舞台のピアノはYAMAHA の最高級 CFXです

〈利用料金〉
床はフローリング、壁は一面鏡
張り。音楽・演劇・ダンスの練習 平日 3500円～
や、
発表会・コンサートもできます 土日祝 4100円～

練習室・会議室・ギャラリー
［定員］４名

練習室１

［定員］６名

練習室2

練習室の１・２は軽音楽やバン
ド練習に最適です
ドラムセット・キーボード・音響
装置・アンプ類の貸出し
（有料）
もあります
〈利用料金〉
平日
600円～
練習室１
土日祝 700円～
練習室２

練習室３

［定員］７名

ギャラリー

クラシック音楽向きです
アップライトピアノの貸
出し( 有料 )もあります
〈利用料金〉
平日
1100円～
土日祝 1200円～

会議室Ａ・Ｂ

［定員］各15名
（連結使用可）

会議・研修 ･ 趣味の教室
等に使えます

〈利用料金〉
平日・土日祝 700円～

みどりアートパーク

［定員］30名

面積約122.9 ㎡（14.7m
×8.4ｍ） 絵 画・写 真
・書等 の 展示 やワーク
ショップ等ができます
原則は１週間単位の貸
出しになりますが、３か
月をきった場合は１日単位で貸出しができます
■ご 利用希望の方は「横浜市市民利用施設予約
システム」からお申し込みください。予約システ
ムは利用者登録が必要です。横浜市在住・在勤・
在学で16歳以上の方が登録できます。

きょうかん

緑区民文化センター

平日
900円～
土日祝 1000円～

アレッポ
最後の
男たち

第90回アカデミー賞ノミネート作品
長編ドキュメンタリー部門ほか世界中の映画祭で23の賞を受賞‼

瓦礫と化す街で一人でも多くの命を救うため、決死の救助活動を行うホワイト・ヘルメット
（民間防衛隊）に迫る衝撃のドキュメンタリー

シリアの内戦のきっかけとなった大規模な反政府デモ
（2011年3月）
が起きてから10年。
５年以上も内戦が続くシリアの都市アレッポは、崩壊の危機に瀕している。取り残された市民35万人は築
かれつつある包囲網に逃げ場を失い、間近に迫る死に恐怖を懐きながらも何とか命をつないでいる。爆撃は、
市民もろとも市街地を瓦礫へと変えていく。
現場には自らの命を顧みず、生き埋めとなった生存者を救おうと駆けつける男たち「ホワイト・ヘルメット」
の姿がある。絶望のふちで彼らが見せる勇敢さ、そして眼の前で起こる信じがたい不条理な紛争の現実に、
私たちは何を見出すことができるだろうか。

きょうかん

2 回上映

消防署

郵便局マルエツ

横浜市緑区民文化センター

みずほ銀行
至 こどもの国

北口

至 中央林間
至 町田

長津田駅
南口
横浜銀行

東急田園都市線
JR横浜線

至 渋谷

みどりアートパーク

〒226-0027 横浜市緑区長津田2-1-3 TEL：045-986-2441 FAX：045-986-2445 HP：http://www.midori-artpark.jp
【開館時間】午前9時 ~ 午後10時 【交通アクセス】JR 横浜線・東急田園都市線・こどもの国線「長津田駅」北口徒歩４分
至 横浜
※お客様専用の駐車場はございません。公共交通機関をご利用下さい。
指定管理者：みどりアート＆メディアパートナーズ

104分）

６月27日［日］

共感！ みどりアートパークで興歓！
！

公園

（2017年製作

［料金］600円

①10：30

※30分前に開場

②13：30

先着順30名

［場所］Ｂ１ギャラリー 字幕スーパーで見てください

Events



マークの説明

6・7月のイベント

新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更があります。主催者の方にご確認の上来館してください。
開催日

開催時間

催事名

内容／料金／問合せ先

ホール

6月12日
（土）

6月19日
（土）

6月26日
（土）

開場14：00
開演15：00

開場13：15
開演14：00

BIG BAND NIGHT

主催
緑でつなぐコンサート
～バロックから日本の唱歌まで～

①開場10：00
開演10：30
ズーラシアンブラス・ショー
②開場14：00
開演14：30

内 ラテンとジャズの名曲を生演奏でお楽しみ下さい
￥ 前売り3000円
（当日3500円） 全席自由
問 伊波

未就学児入場可
TEL045-593-8239 FAX045-593-8213

内 緑区が生んだ実力派女性アーティストによる抒情名曲選
￥ 1000円

全席自由

（土）

開場10：20
開演10：30

おはなしサンタ
～7月のおはなし会～

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

2
7月18日日
うふたり
デイヴィッドとギリアン 響きあを描い
たドキュメンタリー！
①10：30

②13：30

※30分前に開場・先着30名

映画上映会

回上映

な夫婦愛
映画「シャイン」のモデルとなった天才ピアニストの奇跡的

未就学児入場不可

チケット販売は一時停止しております。追加販売の際は HP
等でお知らせいたします。
内 抱腹絶倒！ばかばかしいったら、ありゃしない冗談音楽全開！
￥ 4000円

全席指定 ※3歳以上有料
TEL042-765-7284

問 スーパーキッズ

内 読み聞かせのおはなし会
￥ 無料

問 E-mail:ohanasisannta@gmail.com

SDGｓ


￥ ＝料金

主催＝みどりアートパーク主催の催し物

問 みどりアートパーク TEL045-986-2441

ギャラリー

7月10日

内 ＝内容

(SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS）

ってなぁに ?

2015年に国連のサミットで、2016年から2030年の15年間で達成するために掲げられた持続可能な開発目

伝説的なピアニストデイヴィッド・ヘルフゴットは十代で数々のコンクールで入賞し、
神童と言われた。世界屈指の音楽大学、英国王立音楽大学に特待生として進学し、
音楽の殿堂ロイヤル・アルバートホールではチケットを完売させコンサートは大成功だっ
た。しかしその直後に精神病に陥り、11年もの間精神病院で過ごした。その後妻の
ギリアンと出会い翌日にはプロポーズ。愛妻の助けを得てコンサートへカムバックして
いく。監督はコジマ・ランゲ。
◆映画は字幕スーパーです（2015年／100分）

天井工事のため今年度最後です‼

みどりアートパークの舞台で、
YAMAHA の CFXを弾きませんか？

気候変動も貧困も他人事ではありません。地球規模で進む環境の変化、国が取り組むべき、大きな企業が取

り組むべき…ではなく、私たち一人ひとりがやらなければいけないところまできています。自分の出来ることから
始めてみませんか。そして続けていきましょう！

みどりアートパークではSDGｓに関する映画を月に１回上映しています。

７月は楽しみながら学べる「2030SDGｓカードゲーム」の体験会も行います。ぜひご参加下さい。

SDGｓワークショップ「2030 SDGｓカードゲーム」体験会
SDGｓに興味のある方、難しく考えがちですがカードゲームを楽しみながら本質を学べます。
一度参加してみて下さい。
⦿開催日時： 7月17日（土） 13：30～16：00
⦿会
場： B1 会議室
⦿参 加 費： 一般1000円 高校・大学生500円 小・中学生は無料
⦿定
員： 20名（先着順）
⦿申 込 み： TEL 050-3139-7418（塚本） E-mail : mitsurutkmt@gmail.com
6月21日月は館内点検のため休館します

申込みは

6 月12日土
14時から

7月10日（土）・17日（土）・18日（日）

受付

①9：30～11：30 ②11：40～13：40 ③13：50～15：50
④16：00～18：00 ⑤18：10～20：10

【料金】１枠4000円

（当日利用前の支払い）
キャンセルの場合は1000円いただきます。
※18歳未満の方は保護者同伴で。
【申込み】電話のみ。

★音楽コンクールや SNSにアップする録画などのお手伝いをします。ご希望の方はご相談ください。

標です。
「でも、それって何？」と思いませんか。
「貧困をなくそう」
「海・陸の豊かさを守ろう」
「平和と公正をすべ

ての人に」等々、17の大きな目標です。

［料金］600円
［場所］Ｂ１ギャラリー

みどりアートパーク

利用者紹介

神奈川県ユニセフ協会
ワクチン届ける使命

新型コロナワクチンはいつ接種
できるのか。いま日本で最も関心
を集めているのではないだろうか。
国連児童基金（ユニセフ）の写
真展「新型コロナウイルス感染症と
世界の子どもたち」が４月、みどりアー
トパークギャラリーで開かれた。
コロナ禍、手を洗うことすらままな
らない途上国の子どもたち。特に

YouTube
登録してね！

目を引いたのが、サーカスのように
ロープを伝わり川を渡るユニセフス
タッフの姿だった。山奥に別のワク
チンを届けるため危険を冒してい
た。使命感が伝わる。
神奈川県ユニセフ協会が、コロ
ナ禍の途上国の写真を集め説明
文を書いた。こちらも
〝熱い〟
スタッ
フたち。事務局長の関山万里子さ

んは「日本より悪条件でコロナ禍と
向き合っている」
と力を込める。写
真展を訪れた岡田展生緑区長も
「ロープの川渡り」の場面に関心
を示していた。

みどりアートパークの公式サイトから「施設のご案内」➡「情報コーナー」を選択
するとYouTubeに入れます。または左の QRコードを読み込んで「登録」してくださ
い。Style-3！、渡辺俊爾さん、山田彩実さんは30分の LIVEコンサートを。Quattro
Pilastri、新山開さん茜さん姉弟の演奏。そして松井祐貴さんとズーラシアンブラス
はコンサートのダイジェスト版をアップしています。ぜひ登録して聴いてください！

