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土絵

子どもたち20人で大きな土絵



土や炭で作った絵の具で大きな絵を描く土絵ワーク
ショップ
（ＷＳ）が９月11日、横浜市緑区のみどりアート
パーク
（緑区民文化センター）で行われた。小中学生
約20人が、地元で採取した土や炭の「自然色」を使っ
た作品に挑戦した。
命の循環をテーマに活動する大磯町の画家、杉﨑
晴菜さんが講師。参加した子どもたちは緑区内の里山
で実際に土を採取し木の枝を焼いて炭を作った。細
かく砕いた茶と灰色の粒子に接着剤を混ぜた絵の具

写真教室

で描いている。
この日は、同パーク
のギャラリーで縦約３・
５㍍、横約１・１㍍の細
長い布のキャンバスに、
カブトムシやミミズなど
森を守る生き物の絵を描いた。自然がくれた独特の
色や、市販の絵の具にはないざらついた感触を楽し
んだ。
参加した小学６年の女の子は「森の生き物を森の
土で描くのは初めてで楽しい。絵の具がはみ出さない
ように気をつけた」
と話していた。作品は９回目のＷＳ
となる11月に完成する。

 「トリミングすれば格段

に良くなる」などと報
道写真の基本を徹底
神奈川新聞元写真部長の大河原雅彦さんによる写
的に語った第１弾。第
真教室が９月15日、みどりアートパークのギャラリーで ２弾はトークをさらに充
再開された。
実させ、より実践的な
事件・事故や 皇室をとらえた報道写真について
内容となる。
２０１９年６月から21年３月まで、軽妙なトークで伝えた
15日の教室では生徒１５人と、用意した花束やグラ
計14回の第１弾。生徒たちから再開を望む声が高まり スを撮影した。スマホのカメラ機能が格段に高まり
「１億
第２弾が決まった。22年２月まで毎月１回の計６回が予
総カメラマン」
となった時代に、単なる記録写真ではな
定されている。
い心を込めた写真を撮ろうと呼び掛けた。カメラやスマ
機材は一眼レフでもスマートフォンでもＯＫ。自分し
ホを向ける角度などプロの技を披露し、撮影した写真
か撮れない作品を残すため、
「とにかくシャッターを切る」 をその場で批評した。

大河原写真教室を再開

シニアもゲーム初挑戦

横浜で「脳トレ」体験会



コンピューターゲームを通じて認知機能向上や健康
増進を目指す「脳トレゲーム体験会」が16日、横浜市
緑区のみどりアートパーク
（緑区民文化センター）
で開
かれた。参加したのは50代から80代の男女14人で大
半はゲーム初心者。それぞれコントローラーを操りパズ
ルゲームに挑戦した。
講師の共同通信デジタル木村直寬さん
（36）
が、ゲー
ムで脳が活性化する実証実験の結果をもとにｅスポーツ
（エレクトロニック・スポーツ）の効果を紹介。ゲーム対
戦が加齢による認知機能低下を予防する可能性があ

る、
と説明した。
参加者はタブレット
を使った簡単な記憶
テスト、手指や首の準
備運動を行った 後、
ゲームのルールや操
作方法を学んだ。一対一の対戦も体験した。
認知機能向上を目指したｅスポーツ講習会は県内
で初めて。緑区から参加した宮口節子さん
（84）
は「ゲー
ムは初めてだけど慣れると面白い。孫と対戦したい」
と
話していた。
体験会は10月14日も開催。11月には全４回の連続
講習会が開かれる。

きょうかん

緑区民文化センター

みどりアートパーク

きょうかん

共感！ みどりアートパークで興歓！
！

公園

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
至 横浜

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
※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
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映画上映会

フォークス・オーバー・ナイブス FORKS

OVER KNIVES

－いのちを救う食卓革命－

牛乳を飲むと骨がもろくなる? 動物性の栄養素はがんを促進する?
食に対する常識を覆し、全米大ヒットを記録した現代人の必見ドキュメ
ンタリー映画！
世界的権威である栄養学のキャンベル博士と外科医のエセルスティン博士、
二人の博士の結論は動物と加工食品を食べず、菜食の実践で病は妨げるという。
フォーク

ナイフ

そして多くの生活習慣病を治療することも可能だという。食はメスを征すること
が本当にできるのだろうか。


◆映画は字幕スーパーです
（2011年製作 / 96分）

10月17日日

①10：30

②13：30 2回上映

※30分前に開場・先着30名

［料金］600円

映画上映会［11月の予告］
11月の予告］

電話予約をしてください

［場所］Ｂ１ギャラリー

プラスチックは便利さの一方で、大きな問題になっ
ている。大量のプラスチックが海に流出し、毎年800
万トンもが海に捨てられ海洋汚染が進んでいる。その
大半は海底に沈み、海面や海中に漂うものは5ミリ以
下のマイクロプラスチックとなって、食物連鎖の一部
になっていく。今、世界の海で何が起きているのか。
◆映画は字幕スーパーです
（2016年製作 / 100分）

世界70カ国以上で上映。17カ国語に翻訳され、
国連本部では短縮版がプレミア上映された話題作！

プラスチックの海

11月28日日

［料金］600円

［場所］
Ｂ１リハーサル室
※30分前に開場・先着30名 要電話予約

①10：30 ②13：30 2回上映

主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ

TEL045-986-2441
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内 ＝内容

マークの説明

10・11月のイベント

￥ ＝料金

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

10月・11月のイベント

主催＝みどりアートパーク主催の催し物

Events

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。ご確認の上来館してください。

ダンスワークショップ

Dance Dance Dance @YOKOHAMA2021共催
ます
申し込みは終 了してい

10月7日木

問 みどりアートパーク045-986-2441

身体と向き合うシニアのための

チャレンジ・オブ・ザ・シルバー

13：30～15：00

安藤洋子

10月10日日
11月14日日

師 安藤洋子（ダンサー・振付師）
場 リハーサル室

令和３年度アートによる
緑区の魅力発信事業

 きやすい服装・靴・飲み物・ 
動
タオル・着替え

カメラ
（スマホ）
を持って集合です！
（水）
第２弾！ ９月15日

大河原雅彦写真教室

⃝初心者から上級者まで経験に応じた丁寧な指導
⃝スマホや一眼レフで、いろんなものを撮ってみよう

脳トレゲーム体験

インクルーシブダンス

年齢・性別・障害の有無にかかわらず、全ての 「みんな」
が自由に創造し生き生きと表現するダンスです。

❶11：00～12：00
❷13：00～14：30
西

持ち物

コンピューターゲームで脳を健康に‼フレイル予防‼
脳トレゲームの講座がみどりアートパークで11月からスタートし

講 師 西 洋子（東洋英和女学院大学人間科学部教授）
会 場 ギャラリー
今回参加の方はオンライン開催となります

洋子

1 0月20日 12：45～14：45 p.m.

月に１回の写真教室です
会 場 会議室Ｂ
参加費 1000円（受付で当日支払い）
人 数 12名（先着順）電話予約あり
持ち物 カメラまたはスマホ
講 師 神奈川新聞社 元写真部長 大河原雅彦氏
今後の予定：11/17・12/15・１/19・２/16
お問合せ：みどりアートパーク℡045-986-2441

日 時

した！
から再スタートしま

世界的ダンサー安藤洋子による、身体の動かし方を学び楽しく踊ることで
心と身体を解放していくワークショップです。
講
会

カメラ派？ スマホ派？

ます。ゲームを通じて認知機能向上や健康増進を目指します。

50代やシニアと若者の世代間交流につなげるのも狙い。 体験

会は、全国でｅスポーツの普及に取り組む共同通信デジタル、神
奈川新聞社、みどりアートパークが連携して実施します。

ジャズでつながる横浜の街！ジャズプロサテライト

レクチャーコンサート

ジャズを身近に感じてみよう

一般的なジャズの演奏形式を、生演奏を通して

解説します。どのように演奏されているか、スタイ

ルの違いやアドリブなどについても分かりやすくお
話します。

井上

智

小泉高之

電話でご予約ください

50歳以上の方

会場：B1ギャラリー  費用：1000円（当日払い）

脳トレゲーム講習会

ｅスポーツ フレイル予防 !

50歳以上の方を対象としたコンヒューターゲーム講座を11月から始めます。 講座の内容は、記憶力の

計測・ゲームの効果説明・ウォーミングアップとクールダウンの運動、そしてeスポーツの実践です。
講習日：11月4・11・18・25日 毎週木曜日
時 間：10：00～11：30（9：45開場）
受講料：6000円（4回分）

第19回みどり区民アート展
10月31日日～11月7日日

展示時間：10：00～17：00（最終日は15：00まで）

主催：みどり区民アート展実行委員会・みどりアート＆メディアパートナーズ

会 場：B１会議室
募集人数：16名まで
募集条件：50歳以上の方

問合せ・申込み：みどりアートパーク TEL045-986-2441（要電話予約）

緑区民公募による美術展です。
作品は油彩・水彩・パステル・日本画・水彩画などの絵画や
ちぎり絵等多数あります。
展示場所：Ｂ１ギャラリー

募集人数・対象：各12人

11月講座募集中 !

2021 緑・芸術祭

入場無料

②13：30～

講師：共同通信デジタル 木村直寛氏

問合せ・申込み：みどりアートパーク TEL045-986-2441

場 リハーサル室
師 土田晴信（オルガン） 他

展示期間

10月14日［木］ ２回開催
体験時間は約１時間半

10月16日 土
会
講

操作を説明します。 準備運動から始めます。 気軽にどうぞ。

①10：30～

土田晴信

申し込みは終 了しています

14：00開演（13：30開場）

講師が初心者に分かりやすくゲームのやり方や効果、機器の

後援：緑区役所

2022年３月末日まで、ホールは天井脱落対策工事を行うためご利用できません。
しかし工事期間中も、リハーサル室・練習室・会議室・ギャラリーはご利用できます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。
10月18日月は館内点検のため休館します

