8

イベントレポート

緑でつなぐコンサート



「花は咲く」で実力派女性４人共演

2021年 月号
AUGUST
出演した。

クラリネット櫻田はるかさん、バイオリン松尾茉莉さん、

「緑でつなぐコンサート～バロックから日本の唱歌まで」 ソプラノ木村愛子さん、ピアノ大貫夏奈さんが、それぞ

が６月19日、みどりアートパークホールで開かれた。バッ

れ独奏、独唱曲を分かりやすく解説。４人がそろった

しの名曲「忘れな草をあなたに」、東日本大震災の被

新人演奏会を開き４人の才能を見いだした同音楽

ハの「Ｇ線上のアリア」をはじめクラシックの定番、懐か
災者を応援する「花は咲く」などの多彩な楽曲が調和

した親しみやすい公演となった。

緑区民音楽祭新人オーディションで上位に輝き、そ

の後オーケストラなどで活躍する実力派の女性４人が

SDGｓを「知る」
「行動する」

映画とカードの体験を

最後の「花は咲く」で暖かな音色を客席に響かせた。
祭実行委員会副委員長の本渡文代さんが全体をコー

ディネート。約１時間10分の公演は約30分のアーカイ

学ぶワークショップ「２０３０ ＳＤＧｓカードゲーム」体

験会が７月17日、みどりアートパークギャラリーで開か

公式チャンネルにアップされる予定。

メディアで最近よく紹介される「ＳＤＧｓ」という言葉

が分かりにくいという意見がある。

アートパークは昨年６月から、
ドキュメンタリー映画で

けている。今回始まった体験型カードゲームは、そうし

た現実を知った上での「行動のススメ」
。二つの企画

変革につながる」
ことを体感するゲームの趣旨を、参加

ける。次回のゲームは８月28日に実施。問い合わせは、

者に伝えた。

ジュゴンが姿を見せるとき

貧困や環境問題などの現場を知るＳＤＧｓ上映会を続

れた。緑区に住む一級建築士の塚本充さんがファシリ

テータ。
「一人一人の意思や行動がよりよい世界への

映画上映会

ブ動画に収録、近くＹｏｕＴｕｂｅのみどりアートパーク



国連の持続可能な開発目標ＳＤＧｓを分かりやすく

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

でＳＤＧｓを「知る」
「行動する」
という両方の理解を助
塚本さんのＥメール
（mitsurutkmt@gmail.com）
。

沖縄でジュゴンを探す旅に出た木佐美有プロデューサーが見た

辺野古・大浦湾。森、川、マングローブ、干潟、海草藻場、サンゴ礁

がひとまとまりに残された自然の豊かさと、米軍基地建設に向けた
様々な立場の人々が交錯していた。

みどりアートパークの
に登録してください !

◆みどりアートパークのＨＰから「施設のご案内」➡「情報コーナー」に入ってYouTube 登録をしてください。
携帯の方は右上のＱＲコードを読み取ってください。

５月31日と６月19日に公演
していただいた一部を抜粋
し、30分の配信です。横浜
市の YouTube ページと同
時にアップしています。
（左から）
櫻田はるかさん､ 大貫夏奈さん､
木村愛子さん、松尾茉莉さん

きょうかん

みどりアートパーク

が暮らしているのか。辺野古に新しい基地を建設するため、ジュゴ

ンの餌場である海草藻場が広がるサンゴ礁が埋め立てられようとし

ている。この建設計画に反対する人々、研究者、自然保護団体は、

この海と自然を守ろうと、20年以上抗議活動を続けてきた。活動に
参加する地元住民は何を思っているのか。そして、私たちは何を守

らなくてはいけないのか。


◆映画は字幕スーパーです（2017年製作 /73分）

８月15日日
高崎将充さん

緑区民文化センター

ジュゴンとはどのような生き物なのか。ここにはどのような生物

［料金］600円

①10：30

②13：30

※30分前に開場先着順30名

［場所］Ｂ１ギャラリー

2 回上映

電話予約をしてください

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

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

Events



マークの説明

8・9月のイベント

内 ＝内容

￥ ＝料金

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

9・10月以降のイベント

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

2021 緑・芸術祭

内容／料金／問合せ先

ギャラリー

8月19日（木）
～ 23日（月）

￥ 無料
問 斎藤

展示期間

TEL090-6006-1334

募集
作品

カメラ派？ スマホ派？

カメラ
（スマホ）
を持って集合です！
トします！
（水）から再スター
第２弾！ ９月15日

日 時

9/15・10/20・11/17・12/15・

会

会議室の予定
（ギャラリーに変更する場合

場

参加費
人 数

大河原雅彦写真教室

2022年1/19・2/16

12：45～14：45p.m.

もあります）

1000円
（受付で当日支払い）
10名
（先着順）
電話予約あり

持ち物 カメラまたはスマホ

⃝初心者から上級者まで経験に応じた丁寧な指導

講

⃝スマホや一眼レフで、いろんなものを撮ってみよう

師 神奈川新聞社 元写真部長 大河原雅彦氏

お問合せはみどりアートパークまで

月に１回の写真教室です

℡045-986-2441
（9：00〜20：00まで）

ザ・テノール



がんで声を失った韓国人のオペラ歌手と、彼を信じて支え
た日本人音楽プロデューサーの国境を越えた友情を描いた

10月31日日～11月7日日

●絵
 画 ( 油彩・水彩・パステル・
アクリル・日本画・
● 大きさは壁掛け
（額装）
6～10号

※立体・写真・書道作品は対象外

※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 ［場所］Ｂ１ギャラリー

【応募期間】8月11日
（水）
～9月30日
（木）
まで
◆申 込書はみどりアートパーク、緑区役所、緑区内の地区
センターで配布
みどりアートパークのＨＰからもダウンロードできます

〈お問合せ〉みどりアートパーク TEL986-2441

身体と向き合うシニアのための

共生共創事業

後援：緑区役所

チャレンジ・オブ・ザ・シルバー

ダンスワークショップ

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。

10月7日木
13：30～15：00

講 師 安藤洋子（ダンサー・振付師）
会 場 みどりアートパーク リハーサル室
対 象 60歳以上の神奈川県在住在勤者
25名（申し込み先着順）
参加費 1,000円

申込方法

7/11から電話または来館・ＦＡＸ・
郵送・Eメールで住所・氏名・年齢・
連絡先
持 ち 物 動
 きやすい服装・靴・水・タオル・
着替え

安藤洋子

問 みどりアートパーク045-986-2441

脳トレゲーム体験

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
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。

ていたオペラ歌手のベー・チェチョル。彼がまさに頂点を極め

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

ようとしたときに、甲状腺がんに侵された。手術で声帯の神

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

経を切断され歌声を失ってしまう。そんな彼の声を愛した日

奈川新聞社、みどりアートパークが連携して実施します。

本人音楽プロデューサーが手を差し伸べた。音楽で結ばれた

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

二人の絆が世界に例のない奇跡を生み、感動のステージの
幕が開く。


【出展料】1,000円 作品搬入時に支払い

Dance Dance Dance @YOKOHAMA2021共催

アジア史上最高のテノールと称され、ヨーロッパで活躍し

②13：30 各日 2 回上映

【募集点数】90点
（１人１点、先着順）

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

作品。

①10：00

に参加している高校生以上の方

水墨画・ちぎり絵他 )

真実の物語

９月19日日・26日日

【出展資格】緑
 区に在住・在勤・在学、区内サークル

第19回みどり区民アート展

内 製作物の展示

展示時間
9：00～17：00
年金者文化祭
（最終日のみ15：00まで）

Events

操作を説明します。 準備運動から始めます。 気軽にどうぞ。
◆映画は字幕スーパーです（2014年製作 /121分）

2021年7月1日～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・会議室はご利用いただ
けます。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。
8月16日月は館内点検のため休館します

９月16日［木］ 各日
10月14日［木］２回開催
①10：30～

②13：30～

体験時間は約１時間半
講師：共同通信デジタル 木村直寛氏
募集人数・対象：各12人

50歳以上の方

電話でご予約ください
会場：B1ギャラリー  費用：1000円（当日払い）

問合せ・申込みはみどりアートパーク TEL045-986-2441

