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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
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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 2022
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みどりアートパーク

５月16日月は施設点検のため休館します

７月18日（月・海の日）

　古典から現代、他ジャンルまで演奏する和楽器奏者と作編曲家による楽団、それが「和楽
団 煌（こう）」。今回は箏（こと）・三味線・薩摩琵琶・尺八とピアノで、音のアートパーク
のようなカラフルさを前面に出し「真夏の和楽遊園地」と題して演奏します。
　メリーゴーランドに乗っているような感覚で楽しんでいただいたり、ジェットコースター
のようなエキサイティングな曲の演奏や、暑い夏にヒヤッとするような琵琶の弾き唄いも。
　真夏の昼下がり、和楽の遊園地に身をゆだねて楽しんでみませんか。

真夏の和楽遊園地

和楽団 煌
こ う

ミッド ナ イト
ト ラ ベ ラ ー

　タリバンから逃れてアフガニスタンを旅立った映像作家と
その妻、娘２人の４人の難民家族が、３台のスマホで自らの
逃避行を撮影した前代未聞のセルフドキュメンタリー！

（2019年アメリカ・カタール・カナダ・イギリス制作
 字幕スーパー /87分）

SDGs映画上映会

①10：30 ②13：30  2回上映
［料金］600円 ［会場］Ｂ1Ｆギャラリー
※30分前に開場・先着各回30名
　電話予約をしてください（TEL 045-986-2441）

5月28日［土］

ピックアップイベントPICKUP EVENTS 

⃝ ５月のお題「緑」の写真を撮って集合！
⃝ 自信作をモニターに映してアドバイス
⃝ 初心者から上級者まで経験に応じた指導

いよいよ新年度シリーズ始動！

日　時　５月18日（水）　12：45 ～ 14：45
会　場　会議室B
参加費　1000円（当日払い）　定員　先着15名

大河原雅彦写真教室

※ 要電話予約（TEL045-986-2441）。参加者はお
題に沿ったものおよび自信作をデータで持参。

元神奈川新聞
写真部長

ホールリニューアルを祝う
区長ら１００人出席し内覧会

イベントレポートEVENT REPORT

　みどりアートパークの天井耐震工事が終わり3月27
日、利用者や地域の人々約100人が参加したリニュー
アル内覧会が開かれた。岡田展生緑区長のあいさつ、
井上敏正緑区連合自治会長会会長の祝辞の後、この日
のために結成された小学生バンド「magical music」が
ミニコンサートを行った＝写真。
　昨年7月から今年3月まで9カ月間の長期工事。久々
に再開されたホールで、岡田区長は「今後ともみどり

アートパークの応援をよろしく」と述べた。
　カリブ海生まれの楽器スチールパンの奏者Okapiら
が指導する小学生バンドは、オリジナル曲をはじめテ
ンポのいい3曲を披露し会場を盛り上げた。
　リニューアル記念として開催される「ズーラシアン
ブラス・新緑ファミリーコンサート」（5月21日）、「みど
りアートパーク寄席・柳亭小痴楽
昔昔亭Ａ太郎二人会」（6月11日）、

「緑区民音楽祭ふれあいコンサー
ト・輝かしきカルテットの仲間た
ち」（6月26日）などが紹介された。

14：00 開演

久保田晶子岡山  亮子

大野　理津／蓑田  弘大 ／友常　毘山

みどりアートパークホール

全席自由　前売2000円（当日2500円）入場料

申し込み

岡山　亮子（箏）
蓑田　弘大（三味線）
久保田晶子（薩摩琵琶）
友常　毘山（尺八）
大野　理津（作編曲・ピアノ）

出　演

曲　目
（予定） 

World Trip!! ～和楽器で世界一周（大野編）
蛇食鷲～三味線と琵琶のための～（川上統作曲）
組曲「回想遊園地」（大野理津作曲）
ブエノスアイレスの夜（ピアソラ作曲）
Spain（チックコリア作曲）
坂本九セレクション（大野編） ほか予定

【窓口購入】みどりアートパーク受付
【電話予約】カンフェティチケットセンター　0120-240-540（平日10：00～18：00）
【ホームページ予約】みどりアートパークHP　http://www.midori-artpark.jp

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

［次回開催日］６月15日（水）

みどりアートパークホールの舞台で、
YAMAHAのCFXを弾きませんか？

６月８日（水）・17日（金）・28日（火）
①  9：30～11：30 ②11：40～13：40 ③13：50～15：50 
④16：00～18：00 ⑤18：10～20：10
料　　金　 １枠4000円
　　　　　（当日利用前の支払い）
申し込み　電話のみ（TEL045-986-2441）
　　　　　※来館でのお申し込みはできません
※キャンセルの場合は1000円いただきます。

5月9日（月）
14時より
受け付け

アート パーク

［連動企画］写真展「危機下の子どもたち　平和の詩」
５月21日（土）～ 29日（日）　B1Fロビーほか　入場無料

※5月28日（土）②の上映終了後、観覧者限定でトークイベントあり



マークの説明　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EVENTS チケット発売情報

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

TICKETS
※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

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）

みどりアートパーク窓口販売のみ

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

人気、実力、そして華もある
今 最も旬な若手の二人会

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/

昔昔亭 A太郎柳亭 小痴楽
みどりアートパークホール
6月11日［土］14 :00開演（13：30開場）

☆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

＊未就学児のご入場はご遠慮ください
出演：柳

りゅうてい

亭小
こ

痴
ち ら く

楽・昔
せきせきてい

昔亭A
 えーたろう

太郎・瀧
たきがわこいまる

川鯉丸
チケット：全席自由 前売2000円  当日2500円

場所：みどりアートパーク ギャラリー
時間：11：00 ～ 17：00　入場無料

よこはま動物園ズーラシア よこはま動物園ズーラシア 村田園長村田園長ののとっておき写真展とっておき写真展

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）
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）

入場料：全席指定 3000円

第Ⅱ期

みどりアートパークホール15 :00開演（14 :30開場）6月22日［水］

みどりアートパークリニューアルシリーズ

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

緑・芸術文化活動支援対象事業  第139回緑区民音楽祭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
日時： 14：00開演（13：20開場）6月26日［日］ 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
入場料：全席自由3000円　
　　　　＊未就学児の入場はご遠慮ください
申し込み：  みどりアートパーク・三笠勉強堂・ 

山響楽器中山店の各窓口、 
カンフェティ（TEL 0120-240-540）

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）

漆原　朝子

© Naoya Yamaguchi, 
studio Diva

永峰　高志
©Michiko Yamamoto ©大窪道治

菅沼　準二 向山　佳絵子

みどりアートパーク
リニューアルシリーズ

会場： みどりアートパークホール

ホール

５月５日（木・祝）
開場13：40　開演14：00

第1回リュミエールバレエコンサート
内 ヴィクトル・コスタコフら男性ダンサーによるバレエコンサート　￥ 無料
問 中原 TEL：045-423-3887

５月７日（土）
開場13：30　開演14：00

親子で楽しむ母の日・歌のコンサート
内 母にちなんだ歌・オペラ・アリアなど名曲の数々をお届け　￥ 一般2000円 
中学生以下1000円　問 榛原音楽事務所 TEL：080-2074-9969

５月13日（金）
開場12：30　開演13：00

２０周年記念 第１０回秋みのりのコンサート 春バージョン
内 オカリナ・リコーダー・ギターによる楽しいコンサート　￥ 無料　
問 北原 TEL＆FAX：045-981-1988

５月18日（水）
開場18：30　開演19：00

アンサンブル レトロ コンサート
内 オーボエ・ファゴット・ピアノによる三重奏の響きを　￥ 一般2000円　
学生1000円　問 松山 E-mail：ongakubiyori.39@gmail.com

５月22日（日）
開場  9：40　開演10：00

ピティナ・ピアノステップ北横浜
内 一流講師のアドバイス付きピアノの公開ステージ　￥ 無料（要事前申し込み）
問 城 TEL：045-902-4959

５月28日（土）
開場18：30　開演19：00

りんごの木 第１２回定期演奏会
内 女声コーラスによる４部構成のコンサート　￥ 無料　
問 藤岡 TEL：090-6119-3760  FAX：045-942-5627

５月29日（日）
開場10：00　開演10：30

緑芸術祭 第５３回 緑三曲協会 定期演奏会
内 箏、三絃、尺八による定期演奏会　￥ 無料　問 菅沼 TEL：090-5991-5321

リハーサル室

５月18日（水）
開場16：30　開演17：00

ホルン・ヴァイオリン・ピアノの奏でる5月の風かおるコンサート
内 世界的ホルン奏者・山岸博中心のアンサンブルによるワンコインコンサート　
￥ 500円　問 山岸 TEL：090-1884-7065、090-3311-7525

５月29日（日）
開場14：00　開演14：30

音楽ワークショップ「オトテバコとオトあそび ！ 」
内 小学生から高校生までとその保護者を対象とした音楽ワークショップ　
￥ 前売り500円 当日600円　問 高田 E-mail：ototebako.ws@gmail.com

　よこはま動物園ズーラシアの村田浩一園長が、
ズーラシア園内で撮影した写真から、野生の動物た
ちの生態を捉えた「とっておき写真」をパネル展示。
　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
ルをそれぞれの解説とともに楽しみながら理解を深
めましょう！

※5/16休館（公開日数８日間）

【 展 示 期 間 】

《同時期開催》
ズーラシアンブラス新緑ファミリーコンサート2022
2022年5月21日（土）14：00開演（13：30開場）　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 村田園長村田園長ののとっておき写真展とっておき写真展

5月のイベント

柳亭小痴楽 昔昔亭A太郎二人会


