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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
【受付時間】午前9時~午後9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

M I D O R I  A R T  P A R K

EVENT
CALENDAR

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

みどりアートパーク

10月17日月は施設点検のため休館します

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

2022

OCTOBER
1010

ピックアップイベントPICKUP EVENTS 

⃝ 10月のお題「○○の秋」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

日　時　10月19日（水）12：45 ～ 14：45　
会　場　Ｂ１Fギャラリー　
参加費　1000円（当日払い）　定　員　先着20名
※ 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。

大河原雅彦写真教室元神奈川新聞
写真部長

イベントレポートEVENT REPORT

神奈川チェンバー・オーケストラ
誕生　初のコンサート開催

　新楽団は神奈川県内のプロの音楽家でつくる県央
音楽家協会のメンバーを中心に設立。設立に力を尽
くした事務局長の朝倉晴彦さんは「今後は横浜や県
内を中心に公演を行っていきたい」と話している。
　朝倉さんは、音響板が設置された限られたスペー
スの舞台で「何人が演奏できるか」、自ら奏者どう
しの距離を測り検証するなど初公演に奔走した。
　初公演では第１、第２バイオリン、ビオラ、チェ
ロ、コントラバス、オーボエ、フルート、クラリネッ
ト、ファゴット、ホルン、トランペット、打楽器の
計39人が演奏した。

　新しいクラシックの楽団「神奈川チェンバー・
オーケストラ」が誕生した。みどりアートパーク
ホールで８月27日、設立記念コンサートが開かれた
＝写真。室内オーケストラがステージに立つのは開
館９年目で初めて。館にとっても記念すべきコン
サートとなった。
　2019年の第15回ドナウ国際指揮者コンクールで２
位に輝いた本多優一さんがアドバイザリー・コンダ
クターに就任。最初のコンサートでは、リズミカル
で多くの楽団が演奏するベートーベンの交響曲第７
番などを選んだ。
　また、藤原歌劇団などに所属するソプラノ北野綾
子さんがモーツァルトのモテット「エクスルーター
テ・ユビラーテ」で豊かな声量を披露した。

カンフェティチケットセンター  0120-240-540（平日10：00 ～ 18：00）
みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）  みどりアートパークHP http://www.midori-artpark.jp

チケット
絶賛発売中！

みどりアートパークホール
入場料 全席指定 前売り2000円 当日2500円

三遊亭兼好 独演会三遊亭兼好 独演会
みどりアートパーク寄席

14：00開演（13：30開場）
11月20日［日］

撮影：山田雅子

「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”

瀧川鯉丸

事前予約不要
◆

入場無料
11月5日［土］

芸術の秋、みどりアートパークを丸一日楽しもう！

横浜市立田奈中学校吹奏楽部　特別演奏会
☆OBの北原雅彦さ
ん（東京スカパラ
ダイスオーケスト
ラ／トロンボーン）
が特別ゲストとし
て共演が決定！

インクルーシブダンス
ワークショップ

「のはらハみどり」
参加者による発表公演

東洋英和女学院大学
ハンドベル部の
演奏会
☆「ジブリメドレー」など
演奏予定

●「一杯のコーヒーから始めるSDGs」
　東洋英和女学院大学
　コーヒープロジェクト

大河原写真教室　写真展

他にもさまざまなイベントを予定。どなたもお気軽にご参加ください！

みどりアートパーク
オープン・デー！

テーマは「エコローカル（地域と環境）」

ホ ー ルホ ー ル

ホールホワイエホールホワイエ

会 議 室会 議 室

階 段・共 有 スペース階 段・共 有 スペース

第20回みどり区民アート展

ギャラリーギャラリー

11：30～

14：00～

10：00～

15：00～

バスボム制作　
無料ワークショップ

11：00～

10：00 〜 17：00

☆当日ご来場の上、アンケートに答えていただいた先着200名様にオリジナルエコバッグプレゼント！



マークの説明　内＝内容 ￥＝料金 対＝対象 問＝問い合わせ先
主催＝みどりアートパーク主催の催し物EVENTS

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

※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

ホール

10月２日（日）
開場13：30　開演14：00

主催  村治奏一リサイタル 〜ギターで綴る映画と愛〜
内 実力派ギター奏者による映画音楽とギターの名曲を　￥ 前売一般2000円・
高校生以下1500円　当日同2500円・2000円　
問 みどりアートパーク TEL：045-986-2441

10月９日（日）
開場12：30　開演13：00

第２回山田流筝曲上原派雅會演奏会
内 人間国宝二代上原真佐喜の流れを汲む雅會による筝曲演奏会　
￥ 無料　問 永吉 TEL：080-3551-1663

10月12日（水）
開場13：00　開演13：30

春風亭小朝と愉快な仲間たち
内 当代随一の小朝と次代を担う若手たちの落語会。笑いで晴れやかに　
￥ 指定3500円　問 つたの会 TEL：090-3913-0842

10月14日（金）
開演11：00 ／ 13：00

0さいからのこんさーと
内 音楽家夫婦が贈る0歳からのお子さんとその家族のためのステージ　
￥ 指定一般500円　0歳～小学生200円　
問 横浜音祭りチケットセンター TEL：045-453-5080

10月15日（土）
開場14：15　開演15：00

BIG BAND NIGHT  vol.Ⅱ
内 レトロ“懐かしさ”＆モダン“新鮮さ”を「生！」のサウンドで‼　
￥ 前売3000円　当日3500円　問 いばひでのぶ TEL：045-593-8239

10月21日（金）
開場13：00　開演14：00

ホルントリオ　アフタヌーンコンサート
内 ホルンの名手山岸博中心のホルン・ヴァイオリン・ピアノによる演奏会　
￥ 一般2000円　ペア3000円　問 山岸 TEL：090-1884-7065

10月26日（水）
開場18：30　開演19：00

緑でつなぐシリーズ　クリスタルアンサンブル vol.4
内 名手たちによる室内オーケストラの演奏会　￥ 一般3000円（当日3500円）　
学生2000円　問 クリスタルアンサンブル TEL：090-2242-0074

10月28日（金）
開場11：30　開演12：00

青葉区三曲協会 第35回秋の演奏会
内 青葉区三曲協会による筝・三絃・尺八の定期演奏会　
￥ 無料　問 山戸 TEL：045-901-8397

ギャラリー
10月５日（水）〜10日（月）
10：30～18：00

（初日は11：00から、最終日
は17：00まで）

Pastel Heart 10th Anniversary ハワイアンキルト展
内 ハワイアンキルトと可愛い小物の作品展　
￥ 無料　問 いけがみ TEL：090-4135-2099

10月31日（月）〜11月６日（日）
10：00～17：00

（最終日は15：00まで）

主催  第20回みどり区民アート展
内 緑区在住・在勤・在学・区内サークル参加者によるアート作品展　
￥ 無料　問 みどりアートパーク TEL：045-986-2441

10月のイベント

ハハッッピピーー・・ハハロロウウィィンン・・ココンサンサーートト

みどりアートパークホール
1010月3030日［日］14：00開演（13：30開場）

2022 2022 ズーラシアンブラスズーラシアンブラス2022 2022 ズーラシアンブラスズーラシアンブラス

前売券完売御礼！※当日券発売はありません

みどりアートパーク&
赤レンガ倉庫1号館連携事業

シニア向けワークショップ

年齢を重ねても生き生きとした毎日を送りたい
シニアに向けてダンスのメソッドに基づいて、
正しい姿勢や歩き方を体験していただくワーク
ショップです。

開催日：11月1日（火）10：00 ～ 11：30（9：30受付開始）
会　場：B １Fリハーサル室　
講　師： 梅田 宏明（ダンサー、振付家、ビジュアル・アー

ティスト、横浜赤レンガ倉庫１号館振付家）
対　象：60歳以上  15名（申し込み先着順）
参加費：1,000円
申込方法： みどりアートパークへ電話または来館・FAX

（045-986-2445）・郵送・Eメール（info-m@
midori-artpark.jp）で住所・氏名・年齢・連絡
先をご記入の上お送りください。

持ち物： 動きやすい服装・靴（室内履き）・飲み水・タオ
ル・必要に応じて着替え等

参加者募集

「姿勢教室」

［料金］600円　［会場］みどりアートパークホール　先着100名　電話予約をしてください
©Canada Productions Inc., Real Films Ltd.

10月27日木 13：30開演
（13：00開場）

　東京23区の６割ほどの地域をイスラエルが壁で囲んで封
鎖、「天井のない監獄」と呼ばれるガザ。それでも日常を力
強く生きようとする200万の人々がいる―。

（2019年アイルランド・カナダ・ドイツ制作　
 字幕スーパー／ 92分）

SDGs映画上映会

当日先着30名  事前予約不要、直接お越しください  入場無料
会場：緑区役所１Fロビー
　　  （緑区寺山町118  JR・市営地下鉄中山駅南口徒歩５分）

瀧川鯉丸ミニ独演会
12：10開演 （11：40開場）

［みどりアートパークPresents］
緑区役所 お昼のロビーコンサート

緑区在住の〝ご近所噺家〟瀧
川鯉丸による古典落語をお
楽しみいただきます。お題
は当日のお楽しみ。初心者
の方も落語通の方もぜひ気
軽にお越しください。

今回はロビー寄席！

みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）　 オンライン予約  www.philiahall.com
フィリアホールチケットセンター（11：00 ～ 18：00）　TEL：045-982-9999

チケット
絶賛発売中！

みどりアートパークホール
入場料　全席指定 4500円

14：00 開演 （13：15開場）10月16日［日］

2018年にロン＝ティボーで第２位、翌19年にはチャイコフスキーで４位と、連続で世界最高峰の
国際コンクールに入賞し、世界的に注目を集めるヴァイオリニスト。横浜にリサイタルで初登場。

ピアノ：ジュゼッペ・グァレーラ

【曲目】�J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第３番ハ長調
BWV1005、武満徹：妖精の距離　ほか予定

金 川 真 弓金 川 真 弓
ヴァイオリン・リサイタル

10月24日月

素 顔 の 日 常ガ  ザ

©Kaupo Kikkas


