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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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06

みどりアートパーク

６月20日月は施設点検のため休館します

ピックアップイベントPICKUP EVENTS 

⃝ ６月のお題「傘」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

いよいよシリーズ再開！

日　時　６月15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

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

避難しない避難訓練コンサート　
手話通訳やピクトグラム活用

イベントレポートEVENT REPORT

　横浜市消防音楽隊を招いた避難訓練コンサートが４
月13日、みどりアートパークのホールで開かれた。演
奏の途中で東京湾北部を震源とする首都直下型地震が
発生した想定。約160人の来場者はホールの外に逃げ
ずに、座席にとどまって頭を防御するなど身を守る方
法を体験した。
　訓練は、ホールの天井耐震化工事が３月に完了した
ことで、地震のときは座席にとどまるのが安全との想

定で実施。視覚障害者、
聴覚障害者も参加し、聴
覚障害者には手話通訳が
状況を伝えた。また、頭
を守る姿勢を視覚に訴え
るピクトグラムを使って
説明した。
　日本語を勉強中の外国人の来場を想定し「やさしい
日本語」で伝えた。訓練には岡田展生区長、河村義秀
副区長も参加。聴覚障害者団体の映像取材もあり、〝災
害弱者〟の安全をどう確保するか、課題を考えた。

申し込み・お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

［次回開催日］７月20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？

７月５日（火）・６日（水）
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。

6月6日（月）
14時より
受け付け

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

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）

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/

☆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
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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

柳亭小痴楽 昔昔亭A太郎二人会
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13：30開演（13：00開場）
１回のみ上映

　1947年オーストラリア・メルボルンで生まれたデイ
ヴィッドは６歳からピアノをはじめる。厳格な父から英才
教育を受けて才能を発揮し、神童の名をほしいままにした。�
しかし、70年に音楽の殿堂ロイヤル・アルバート・ホー
ルのチケットを完売させる大成功をおさめた直後、精神疾
患にかかり、11年もの間ピアノに触れることができなく
なることに。不安定な精神のままワインバーのピアニスト
として演奏活動を再開した彼は、そこでギリアンと運命的
な出会いを果たし、二人は結ばれる。そして、デイヴィッ
ドはギリアンの助けを得て再びコンサートの舞台へ―。
� （2015年ドイツ制作　字幕スーパー／ 100分）

１９９７年アカデミー賞受賞映画「シャイン」のモデル、
天才ピアニストデイヴィッド・ヘルフゴットと妻ギリアンの
奇跡的な夫婦愛を描いたドキュメンタリー！

SDGs映画上映会 好評により昨年７月上映の同作品を再上映。
ホールの大画面にハイクオリティの音響でお届け！

［7月の上映予告］ 大海原のソングライン

　戦争による分断でなく、音楽で連帯を！
　言葉や国を越えた至福のアンサンブル。16の
島国に残る伝統的な音楽やパフォーマンスをつな
ぐ、前例なき映像叙事詩を全身で体感を。

5000年前、人々をつないだものは
文字ではなく〝音楽〟だった。

デイヴィッドとギリアン
響きあうふたり

先着100名
電話予約をしてください

［料金］600円　
［場所］みどりアートパークホール

7月15日［金］
13：30開演（13：00開場）
先着100名　
電話予約をしてください

［料金］600円　
［会場］みどりアートパークホール

SDGs映画上映会 （2019年オーストラリア・台湾製作／ 82分）



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 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
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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

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　
　　　　＊未就学児の入場不可
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）

漆原　朝子（Vn.）

© Naoya Yamaguchi, 
studio Diva

永峰　高志（Vn.）
©Michiko Yamamoto ©大窪道治

菅沼　準二（Vla.） 向山　佳絵子（Vc.）

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

6月１日（水）
開演11：30 ／ 15：00

ベビーとママの夏の音楽絵本
内 夏を感じるピアノとうたのコンサート　￥ 一般 1500円 中学生以下500円　
０歳・１歳（座席不要の場合のみ）無料　問 ライズサーチ TEL：045-349-5725

6月４日（土）
開場13：15　開演13：30

大人のピアノリサイタル　Joyful Concert
内 「あおば♪ピアノの部屋」メンバーによるピアノコンサート　
￥ 無料　問 北條 TEL：090-6109-8163

6月29日（水）
開場13：30　開演14：00

カジュアル クラシック コンサート vol.11 ～未来を信じて～
内 童謡・唱歌からオペラ・アリアまで幅広い音楽をトークと共に　
￥ 一般 3000円 学生1000円　問 グループフォルテピアノ TEL：050-5586-9700

ギャラリー
〜６月５日（日）
10：00～17：00

（最終日15：00終了）

田奈水彩画クラブ作品展
内 透明感あふれる水彩画の作品展　￥ 無料　問 堀江 TEL：045-933-7037

6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］

スーパーキッズチケットセンター
　https://www.superkids.co.jp/ticket/
ローソンチケット　https://l-tike.com/
みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）

入場料：全席指定3500円

14：00開演（13：30開場）

６月８日午前10時より
一斉発売！

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

2022 ズーラシアンブラス コレクション

みどりアートパークホール

絶賛発売中！

9月3日［土］

サックス四重奏＆金管五重奏　秋の新作発表コンサート

スーパーキッズチケットセンター　https://www.superkids.co.jp/ticket/
ローソンチケット　https://l-tike.com/　みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）

出演　ズーラシアンブラス、サキソフォックス

入場料　全席指定3500円

14：00開演（13：30開場）

曲目（予定）　靴が鳴る、ドロップスの歌、夕焼け小焼け、
げんこつ山のたぬきさん　ほか

７月18日（月・海の日）14：00 開演（13：30開場）
久保田晶子（薩摩琵琶）岡山  亮子（箏）

左から大野  理津（作編曲・ピアノ）、
蓑田  弘大（三味線）、友常  毘山（尺八）

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
曲　目 組曲「回想遊園地」、World Trip!!、坂本九セレクション ほか

【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

絶賛発売中！

真夏の和楽遊園地

和楽団 煌
こ う

アート パーク

テーマ：昭和童謡偉人伝

出演：ズーラシアンブラス、サキソフォックス、弦
つる

うさぎ
曲目（予定）：ゲゲゲの鬼太郎、怪物、
ファッションモンスター　ほか

ぎぎ


