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e スポーツ
▶ｅス
 ポーツ体験会を取材する中国
のＣＣＴＶ

中央テレビ（ＣＣＴＶ）が取材に訪れた。若者が引っ張
〜〝はまる〟
シニア〜
るゲーム先進地・中国の記者は「シニアのプレーはニュー
ス」
と話した。
「１人暮らしなので友だちと楽しみたい」と交流の機会
を求める女性だけでなく、初のゲーム体験なのに「ゲー
ムプレーヤーになることをこれからの人生の目標にしたい」
らいらく
とまで言い放つ豪放磊落なシニアも。
ただし、ゲームの悪影響には注意が必要だ。ＷＨＯ
（世界保健機関）は、ゲームに依存する「ゲーム症」に警
鐘を鳴らしている。通常の暮らしを破壊するほどの依存
を避ければ、脳の血流量増加などのメリットが享受できる。
「いつまでゲームやってるの」。そう、子どもをしかった
「いまさらゲームなんて」と思うシニアは多いに違いない。
経験もあるはずだ。そんなシニアが「ゲームは心と体の
だが、実際にコントローラーを握り挑戦するとイメージが
健康に役立つ」と肯定的に評価をあらためる日は来る
変わる、と多くの体験者が語る。
のだろ
うか。
コンピューターゲームの腕を競うeスポーツ（エレクトロニッ
ク・スポーツ）がシニア世代の健康増進や交流促進の面
から注目を集めている。みどりアートパークは2021年９月
から11月まで、
「脳トレゲーム」と題したシニア向けの催し
を開いた。
初めてコントローラーに触れたシニアが、１時間半ほど
の講習でゲームファンになっていく姿があった。画面に
没入し容易には手を休めない。新たなプレーヤーの誕
生である。
シニアとゲームの新鮮な取り合わせに、中国の国営
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【特別ゲスト】
よこはま動物園ズーラシア園長 村田浩一さん
（お話）

風薫る5月、みどりアートパークのホールのリニューアルオープンに合わせて、約1年ぶりにオカピ率
いる金管五重奏団『ズーラシアンブラス』がやってくる！
特別ゲストに、よこはま動物園ズーラシア園長の村田浩一さんをお迎えして、園長ご自身で撮影された
ズーラシアの動物写真のスライドを上映しながら、野生動物たちのあれこれについて、興味深く楽しい
お話をしていただきます。乞うご期待！

みどりアートパークの文化支援
パートナー「都筑アートプロジェクト」
のメンバーが２021年11月28日、館
のショーウインドー前からオンライン
を活用し展示作品を紹介した＝写
真。同年秋から落語、ジャズ、歴史
と３回実施した館のレクチャーシリー
ズ第４弾で、アートをテーマにした。
メンバーは日が暮れ、夜の明かり

に浮かぶショーウインドー前に集まり、
パソコンの動画機能を活用。
「見
さん えん
ざる、聞かざる、言わざる」の三猿を
テーマにし、
「口はわざわいのもと」
などと書かれた風刺のきいた作品
を説明した。
同プロジェクトは20年秋、ショー
ウインドーいっぱいにマスク数十点
を展示した作品「マスク・マスク・マ

【特別ゲスト】

スク」で話題をさらった。また、21年
11月に緑区十日市場町で開かれ
た「まちかどアートフェスティバル」で、
マンション建設現場の仮囲いにメ
ンバーの過去の作品を「十人十色」
と銘打って展示した。

よこはま動物園ズーラシア
園長 村田 浩一さん
（お話・スライド上映）

指
揮：オカピ
トランペット：インドライオン
トランペット：ドウクラングール
ホ ル ン：マレーバク
トロンボーン：スマトラトラ
チ ュ ー バ：ホッキョクグマ
＋
パーカッション：ドール

年始は１月４日㊋より開館

１月17日㊊は施設点検のため休館します
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

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

指定管理者：みどりアート＆メディアパートナーズ

（13 : 30 開場）
※途中休憩あり

小学生以下

1,800円

※ 0 歳児からの入場可能
（3 歳未満ひざ上無料）

おお牧場はみどり
動物めぐり

※曲目は予告なく変更する場合があります

一斉発売 2022年2月1日午前10時より

2022年１月21日午前10時より、
みどりアートパーク窓口で
横浜市民先行発売開始！

⃝みどりアートパークＨＰ http://www.midori-artpark.jp ⃝カンフェティチケットセンター
⃝スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket

薔0120-240-540

主催：みどりアート＆メディアパートナーズ
協力：
お問い合わせ：みどりアートパーク TEL 045-986-2441

新年あけましておめでとうございます

至 渋谷

〒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。

14 : 00 開演

2,800円

交響組曲 第１楽章 ロンド

みどりアートパーク

この１年皆さまにとって幸多い年となりますようお祈り申し上げます
スタッフ作▶

土

入場料 全席指定

♪演奏予定曲目♪

消防署

郵便局マルエツ

5/21

一般（中学生以上）

この素晴らしき世界 ほか

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。

2022年
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【出 演】
金管五重奏 ズーラシアンブラス

Z

◀４回
 の連続講習会を上位で終え、
賞品を手にしたシニアたち

ズーラシアンブラス新緑ファミリーコンサート2022

文化支援パートナー、
都筑アートプロジェクト

みどりアートパーク

みどりアートパーク
リニューアル 記念コンサート

みどりアートパーク

Events



内 ＝内容

マークの説明

1・2月のイベント

￥ ＝料金

対 ＝対象
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問 ＝問合せ先

主催＝みどりアートパーク主催の催し物

新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更の場合があります。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

2022年 早耳情報

内容／料金／問合せ先

第Ⅱ期

ギャラリー

1月30日（日）

開場12：30
開演13：00

内 セミナー

後悔しないための
賢い家づくり勉強会

ＳＤＧｓ映画上映会

￥ 無料

問 有限会社都筑

TEL 080-4473-8230

戦火のランナー

RUNNER

彼は走る。祖国・南スーダンの人々の期待を胸に―。

“ 国のない男”のロンドン五輪出場にまつわる感動のドキュメンタリー！

2022年

1 月23日日

戦争の続くスーダンで、８歳のグオル・マリアルは両親がその命を守るために
逃がした子ども。保護された難民キャンプから渡米の切符を手にし、アメリカ
でマラソンの能力を開花させるも、国がないグオルには五輪の道は険しかった。
しかしそこにまさかの奇跡が―。
◆映画は字幕スーパーです（2020年アメリカ制作 /88分）

①10：30 ②13：30 2回上映

※30分前に開場・先着30名

Beautiful
Islands
ビューティフル

［料金］600円

電話予約をしてください ［会場］Ｂ１Ｆギャラリー

ＳＤＧｓ映画上映会［2月の予告
2月の予告］

アイランズ ～気候変動 沈む島の記憶～

深刻化する気候変動は
すべてをのみ込もうとしている―

ＮＨＫの元報道ディレクター・海南友子（かな・ともこ）が
３年がかりで挑んだドキュメンタリー。海南の恩師である
巨匠・是枝裕和監督がエグゼクティブプロデューサーとし
［料金］600円
2022年
［会場］Ｂ１Ｆギャラリー て参加している。温暖化で沈みゆく三つの島の美しい自然、
そこに生きる人々、伝統文化をカメラは淡々と追っていく。
①10：30 ②13：30 2回上映
◆映画は字幕スーパーです（2009年日本制作 /106分）
※30分前に開場・先着30名
電話予約をしてください

２月20日日

白山美術展

2022年 1 月14日金～16日日
入場無料

［会場］B 1 F ギャラリーおよび会議室

2022 年

6 /22

［水］15 : 00 開演（14 : 30 開場）

みどりアートパークホール
出演：毛利文香（ヴァイオリン）
、田原綾子（ヴィオラ）

×ハマの JACK メンバー（弦楽五重奏）

カメラ（スマホ）を持って集合です！
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

日 時 2 022年１月19日 ㊌ 12：45～14：45
会 場 Ｂ１Ｆ 会議室Ｂ
参加費 1000円
（受付で当日支払い）
定 員 各回先着12名（ 要電話予約）
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：2022年 ２/16 ㊌

お問い合わせ・申し込み：みどりアートパーク TEL045-986-2441

©Hisashi Morifuji

毛利

入場料：全席指定 3000円 チケット発売は３月を予定！

文香

田原

綾子

お申し込み・問い合わせ：横浜みなとみらいホール 仮事務所チケットセンター
TEL 045-682-2000（電話予約 月～木 11：00～16：00 休日・休業日を除く）
主催：横浜アーツフェスティバル実行委員会・横浜みなとみらいホール

5 /14［土］〜22［日］ B 1 F ギャラリー
よこはま動物園ズーラシア

11 : 00 OPEN

入場自由

17 : 00 CLOSE

村田園長のとっておき写真展

ズーラシアの村田浩一園長が園内で撮影した、ふだん見ることのできない珍しい動物たちのしぐさ、表情や行動の
〝決定的瞬間〟をとらえた写真パネルを展示します。いろいろな動物たちについて添えられた説明文とともに楽しみなが
ら、理解を深めましょう！

6 /11［土］ 14 : 00

みどりアートパークホール

みどりアートパーク寄席
出演：柳亭小痴楽 ほか
全席自由

３月発売予定

© 橘蓮二

6 /24［金］18 : 30 ⃝ 25［土］11 : 00／14 : 30
ズーラシアン

カメラ派？ スマホ派？
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みどりアートパークホール
シ ョ ー

爆笑！ Zoorasian BRASS Show
、

出演：ズーラシアンブラス（金管五重奏、指揮：オカピ）

サキソフォックス（サックス四重奏）、ドール（パーカッション）ほか

入場料：全席指定 4000円
＊０歳児からの入場可能（３歳未満ひざ上無料）

◎３月８日（火）発売 みどりアートパーク窓口
スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/

柳亭小痴楽

