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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
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〒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

横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク

イベントレポート

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

3月22日火は施設点検のため休館します

　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）をテーマにした世界の
ドキュメンタリー映画上映会が、みどりアートパークのギャ
ラリーで続けられている。2020年６月の初回「０円キッチ
ン」から22年２月の「ビューティフル・アイランズ～気候変
動　沈む島の記憶」まで計23回、21作品となった。
　食品ロス、環境破壊、気候危機、戦争、難民、貧困、
格差、児童労働など放置できない問題から、豊かさの
意味を問いかけたり国境を越えた音楽家の友情を描い
たりと作品は驚くほど多様である。それぞれの「現場」を
視覚的にとらえれば、SDGｓを〝自分のこと〟と感じる近道

となる。SDGｓの講演会などで専門的な議論があっても、
「あの映画のあの場面のことか」と、すとんと腹に落ちるこ
ともあるだろう。
　SDGｓがメディアで語られることが少なかった20年は、
１日２回の上映会の観客が合計４人のこともあった。新
聞やテレビでＳＤＧｓの話題が増えたこともあってか、最
近では座席が
埋まるように
なった。持続
可能な上映会
となったのだろ
うか。

SDGｓ映画、23回で21作品上映

6月11日［土］
出演：柳亭小痴楽・昔昔亭A太郎・瀧川鯉丸
チケット：全席自由　前売2000円　当日2500円　
発売：3/12（土）午前10時

みどりアートパーク・リニューアルシリーズ

みどりアートパーク寄席

撮影：橘蓮二

柳亭小痴楽 昔昔亭A太郎 二人会
人気、実力、そして華もある

今 最も旬な若手の二人会

＊未就学児のご入場はご遠慮ください

チケット発売所：
◇みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）
◇カンフェティチケットセンター
　TEL 0120－240－540（受付時間：平日10：00～18：00）

◇みどりアートパークオンラインチケットサービス
　http://midori-artpark.jp/

※新型コロナウィルスの影
響で人数制限が行われた
り、内容その他を変更する
場合があります

公益社団法人落語芸術協会所属
東京都渋谷区出身
1988年12月13日　五代目柳亭痴楽
の次男として生まれる。
2005年10月　「ち太郞」で初高座
2008年6月　五代目柳亭痴楽門下へ

「柳亭ち太郞」
2009年9月　痴楽没後、柳亭楽輔
門下へ
同年11月　二ツ目昇進　「三代目柳
亭小痴楽」となる。
2019年9月　真打昇進

2011年12月　第22回北とぴあ若手
落語家競演会 奨励賞
2015年10月　「平成27年度NHK 新
人落語大賞」ファイナリスト
2016年10月　「平成28年度NHK 新
人落語大賞」ファイナリスト

公益社団法人落語芸術協会所属
岐阜県岐阜市出身
1978年6月8日生まれ
2006年2月　昔昔亭桃太郎に入門
2010年2月　二ツ目昇進
2020年5月　真打昇進

2015年　第1回渋谷らくご特別賞
「奇妙な二つ目賞」

みどりアートパークホール
14 :00開演（13：30開場）

昔昔亭 A太郎
（せきせきてい えーたろう）

柳亭 小痴楽
（りゅうてい こちらく）

Pickup Events ピックアップ・イベント

みどりアートパークの舞台で、
YAMAHAのCFXを弾きませんか？
4月11日（月）・15日（金）・19日（火）
①9：30～11：30  ②11：40～13：40③13：50～15：50
④16：00～18：00⑤18：10～20：10

【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。

【申し込み】電話のみ（TEL 045-986-2441）
　　　　　3月11日（金）14時より受付

３月末日まではホールの天井脱落対策工事および確認作業を行っているためご利用
できません。しかしこの期間中も、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。

みどりアートパークホール
いよいよ４月１日リニューアルオープン！

昨年７月より行ってきたホールの工事が３月末で完了し、４月１日にいよいよリニューアルオープン
します。ホールで開催するイベントも「みどりアートパークリニューアルシリーズ」を中心に、めじろ
押し！　ますます充実の内容で音楽やアートをお届けする、みどりアートパークにご期待ください!!

上映会ごとに制作したチラシ

☆当館窓口で前売券をご購
入の先着100名様に、みど
りアートパークのオリジナル
グッズをプレゼント！

瀧川 鯉丸（たきがわ こいまる）

日時：

会場：

「みどりアートパーク寄席」のレギュラーで
緑区在住〝ご近所噺家〟



Events　3・4月のイベント チケット発売情報　Ticket

お問い合わせ・申し込み：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

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　リニューアル 記念コンサート

ズーラシアンブラスズーラシアンブラス
新緑ファミリーコンサート新緑ファミリーコンサート

主催：みどりアート＆メディアパートナーズ　協力：よこはま動物園ズーラシア
お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL 045-986-2441

L I G H T  U P  N I P P O N
日 本 を 照 ら し た 奇 跡 の 花 火

あの日の夜空を、忘れない。
　東日本大震災から5カ月。鎮魂と復興の祈りを込めた希望の花火が、決
して負けない人たちの情熱で、いま、悲劇の海辺に打ちあがる―。ナレー
ションを俳優の黒木瞳、テーマ曲と音楽を坂本龍一が担当。

（2012年 日本制作/99分）

ＳＤＧｓ映画上映会

①10：30 ②13：30　 2回上映
※ 30分前に開場・先着30名 電話予約をしてください

［料金］600円　  ［会場］Ｂ１Ｆギャラリー
３月13日日

開催日 開催時間 催事名 内容／料金／問合せ先

ギャラリー

〈AAP2022〉
3月16日（水）
～ 21日（月）

展示時間：
10：30 〜 17：00

※最終日のみ
16：00まで

AAT展「ありか」 内 あえて曖昧なテーマ「ありか」から生まれる多彩な表現
￥ 無料　問 相原　E-mail:austisia@i.softbank.jp

相原陽輝（19）個展
「キルハラハイア2022」

内 自画像中心の個展+新作も発表
￥ 無料　問 相原　E-mail:austisia@i.softbank.jp

さがみ個展2022
～ “一歩展” at 長津田

内 中学・高校・大学と描いてきた作品による個展
￥ 無料　問 相原　E-mail:austisia@i.softbank.jp

前田啓汰_個展１ 内 油彩による人物画中心の個展
￥ 無料　問 相原　E-mail:austisia@i.softbank.jp

yuuto個展 内 習作含む絵画の個展
￥ 無料　問 相原　E-mail:austisia@i.softbank.jp

※新型コロナウィルスの影響で内容等変更の場合があります。主催者にご確認の上来館してください

内＝内容　￥＝料金　対＝対象　問＝問合せ先
主催＝みどりアートパーク主催の催し物マークの説明

［４月の上映予告］都市を耕す エディブルシティ　４月23日（土）10：30/13：30

14：00開演（13：30開場）※途中休憩あり

みどりアートパークホール

よこはま動物園ズーラシアよこはま動物園ズーラシア
村田園長のとっておき写真展村田園長のとっておき写真展
11：00 ～ 17：00
会場：Ｂ１Ｆギャラリー

入場自由

［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
［入場料］全席指定　一般（中学生以上）　2800円　小学生以下　1800円
　　　　 ※ 0歳児からの入場可能（3歳未満ひざ上無料）　

＋【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）

協力：

5月14日（土）～22日（日）
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●会　場　みどりアートパークホール
●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 午前１０時より発売
（みどりアートパーク窓口のみ）

6月24日［金］18：30・25日［土］11：00 ／ 14：30

みどりアートパークＨＰ　http://www.midori-artpark.jp
スーパーキッズチケットセンター　https://www.superkids.co.jp/ticket
カンフェティ チケットセンター　TEL 0120-240-540（平日10：00 〜 18：00）

チケット絶賛発売中！

緑・芸術祭2022

主催：緑区民音楽祭実行委員会

漆原朝子と元Ｎ響首席奏者が奏でる妙なる響きをご堪能ください

第139回緑区民音楽ふれあいコンサート

輝かしきカルテットの仲間たち輝かしきカルテットの仲間たち

出演：�漆原朝子、永峰高志（ヴァイオリン）、菅沼準二（ヴィオラ）、
向山佳絵子（チェロ）

曲目：�モーツアルト／弦楽四重奏第17番 変ロ長調　狩り
　　   チャイコフスキー／弦楽四重奏曲第1番から　アンダンテ 

カンタービレ　　他予定

［一斉発売］4月12日午前10時より

入場料：全席自由3000円　
　　　  ＊未就学児の入場はご遠慮ください

会場：みどりアートパークホール
出演：スペシャルゲスト：Horn 山岸 博

主催：アンサンブルブルンマ主催：アンサンブルブルンマアンサンブル アンサンブル ブルンマ演奏会ブルンマ演奏会
４月3日［日］ 　blomma（ブルンマ）はスウェーデン語で『花』を表します。毎年春に手

作りの演奏会を開催しています。2017年3月の第1回演奏会以来、毎回
ゲストとして世界的ホルン奏者の山岸博氏にご出演いただいております。14：00開演（13：30開場）

横浜市消防音楽隊

会場：みどりアートパークホール
入場無料　全席自由 

申し込み：
TEL 045-986-2441（先着100名）

　公演鑑賞中に災害が起きたらどうすればいいの？
みどりアートパークでは実際に避難していただくコン
サートを実施します。

避難訓練コンサート

日時：

13：30開演（13：00開場）日時：４月13日（水）

5月21日［土］

みどりアートパークホール
毛利　文香 田原　綾子

©Hisashi Morifuji

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

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）

15 :00開演（14 :30開場）6月22日［水］

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）お問い合わせ・申し込み：

eb20170319@gmail.com TEL 090-5338-2385

みどりアートパークリニューアルシリーズ

みどりアートパークリニューアルシリーズ

日時： 14：00開演（13：20開場）6月26日［日］

第Ⅱ期

入場料：全席指定 3000円　［一斉発売］3月14日�午前11時より

入場無料　
要事前申込

申し込み： みどりアートパーク・三笠勉強堂・ 
山響楽器 中山店　各窓口、 
カンフェティ（TEL 0120-240-540）


