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※�30分前に開場・先着30名��電話予約をしてください
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日 本 を 照 ら し た 奇 跡 の 花 火

①10：30 ②13：30　 2回上映

深刻化する気候変動は
すべてをのみ込もうとしている―

ビューティフル アイランズ ～気候変動 沈む島の記憶～

　ＮＨＫの元報道ディレクター・海南友子（かな・ともこ）が３年が
かりで挑んだドキュメンタリー。海南の恩師である「万引き家族」「海
街diary」の巨匠・是枝裕和監督がエグゼクティブプロデューサー
として参加。温暖化による海面の上昇で近い将来に沈むといわ
れている南太平洋のツバル、イタリアのベネチア、アラスカのシシ
マレフ島。美しい自然、そこに生きる人々、伝統文化など、彼らの
ありのままの暮らしのすばらしさを見てもらうため、ナレーションや
BGMをあえて入れず、カメラは淡 と々追っていく。
　今後の世界の環境対策を話し合った昨年の「ＣＯＰ26」でも浮
き彫りになったように、気候変動の問題はますます深刻化の一途
をたどっており、失われてからでは遅いということを静かに、しかし
力強く語りかけてくる。

◆映画は字幕スーパーです（2009年 日本制作/106分）

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。

◆映画は字幕スーパーです（2012年 日本制作/99分）

ＳＤＧｓ映画上映会

２２月月20日日

お問い合わせ・申し込み：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

2月21日月は施設点検のため休館します

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・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。

［料金］600円　［会場］Ｂ１Ｆギャラリー

ＳＤＧｓ映画上映会［3月の予告］

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

　横浜市を拠点に活動する創作和太鼓集団・打
だ
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和太鼓演奏と体験ワークショップが2021年12月９日、横
浜市都筑区勝田町の市立勝田小学校で開かれた。Ｎ
ＰＯ法人（渡邊晃伸代表）である同集団のメンバー８人が、
体育館に集まった個別支援級の１年から６年までの約30
人に迫力ある響きを披露した。
　子どもたちは、体育館の壁に掛けてあったフラフープの

輪が外れ落ちるほどの太鼓の音圧を体験、手拍子や体
を揺らしながら鑑賞した。体験コーナーでは、息を合わ
せてたたくことの楽しさを味わった＝写真。
　横浜市芸術文化教育プラットフォームの学校教育プロ
グラムとしてみどりアートパークがコーディネートした。同プ
ログラムは１月２７日に市立新治小学校で和楽団煌（こう）
の新春演奏会、２月10日と
17日には市立竹山小学校
で、東洋英和女学院大の
西洋子教授によるダンスワー
クショップが開かれる予定。

芸術文化教育プラットフォーム
　学校プログラム
〜勝田小に和太鼓響く〜

　ラグビー新リーグ「ＪＡＰＡＮ ＲＵＧＢＹ ＬＥＡＧＵＥ ＯＮＥ」
の発足を記念したかながわラグビートークが２０２１年１２
月１１日、みどりアートパークのギャラリーからオンラインで
生配信された＝写真上。
　トークには、神奈川県ラグビーフットボール協会会長の
丹治明さん、ラグビージャーナリストの村上晃一さん、同
協会理事の永田雅人さん、フリーアナウンサーの長澤彩
子さんが参加＝写真下。横浜キヤノンイーグルスＧＭの
永友洋司さん、三菱重工相模原ダイナボアーズＧＭの石

ラグビー新リーグ発足
〜熱い期待、オンラインで語る〜

井昇さんらがビデオメッセー
ジを寄せた。
　１９年に日本で開かれた
ラグビーワールドカップの盛
り上がりや新リーグへの期
待、両チームの地域貢献
の取り組みを語った。ギャ
ラリーをテレビのスタジオに
見立てた生配信は同日午
後５時から１時間以上行わ
れた。また、トークの様子はみどりアートパークのＹｏｕＴｕ
ｂｅチャンネルで視聴できる。

　まるたまクラフト教室が2021年12月17日、みどりアートパー
ク会議室で開かれ、緑区長の岡田展生さんが22年の干
支「寅」をテーマにしたクラフト作りに挑戦した。教室を主
宰する「小さなお花畑」の高畑久美子さんが制作をアド
バイス。木製の丸い玉にアクリル絵の具で色を付け寅にし、
お正月飾りやカレンダーなどと一緒に小さなガラス張りケー
スに収めた。作品は１時間ほどで完成させた。

小さなお花畑ワークショップ
〜岡田区長、「寅」クラフト制作〜

　この日の教室には、緑区地域振興課課長の中野浩一
郎さん、同生涯学習支援係長の伊藤慎吾さんも参加。
区長ら３人は、女性ばかりの生徒たちに交じり真剣な表
情で汗をかきながらそれぞれの作品を仕上げた。

丸い玉に色を付ける岡田さん（右）
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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



カメラ派？ スマホ派？
カメラ（スマホ）を持って集合です！

　　　　　　　�大河原雅彦� �
写真教室

⃝初心者から上級者まで経験に応じた丁寧な指導
⃝スマホや一眼レフで、いろんなものを撮ってみよう

　日　時　２月16日㊌　12：45～14：45
　会　場　Ｂ１Ｆギャラリー
　参加費　1000円（受付で当日支払い）
　定　員　先着12名（要電話予約）
　持ち物　カメラまたはスマホ
　講　師　神奈川新聞社 元写真部長 大河原雅彦
※ １月参加者は課題作品を、初参加および間をおいた方は

自信作をデータまたは大判の印画紙でご持参ください

お問い合わせ・申し込み：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

第Ⅱ期

15 :00 開演（14 :30開場）6月22日［水］

6月11日［土］ 14 :00 開演
みどりアートパークホール

みどりアートパークホール
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）
入場料：全席指定 3000円　［一斉発売］3月14日 午前11時より

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）

出演：柳亭小痴楽・昔昔亭A太郎・瀧川鯉丸
入場料： 全席自由 前売り2000円　当日2500円　［一斉発売］3月12日 午前10時より

毛利　文香 田原　綾子

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

みどりアートパーク窓口および電話・HP予約　http://www.midori-artpark.jp

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
柳亭小痴楽・昔昔亭A太郎二人会

©Hisashi Morifuji

いよいよ今期Last‼

小学生小学生のためののためのプログラミングプログラミング講座講座
　小学生を対象にプログラミングを基礎から学べる講座です。 横浜を中心に
まちづくりの活性化を推進するNPO法人「まちづくりエージェント SIDE 
BEACH CITY」の講師とアシスタントがていねいに指導します。
３月27日 日　10：00～12：00
●会場  Ｂ1Ｆ会議室　●参加費  ５００円　●定員  先着10名 2月1日午前10時より申込受付（要電話予約）

　「のはらハみどり」は、障がいの有無にかかわらず、
すべての「みんな」が自分の体で自由に創造し生き生
きと表現するインクルーシブダンスを楽しむ場として、み
どりアートパークで4月からスタートします。同時に、ワー
クショップを進める際に不可欠な存在であるファシリテー
タとなる人材を育成します。ご興味をお持ちの地域の皆
さま、施設スタッフの皆さまのたくさんのご参加をお待ち
しております。

インクルーシブダンスワークショップ・ファシリテータ育成講座インクルーシブダンスワークショップ・ファシリテータ育成講座

「のはら「のはらハハみどり」みどり」

講師　�西　洋子（東洋英和女学院大学教授・NPO法人みんなの
ダンスフィールド理事長）ほか

会場　B１Fギャラリー
対象　Aコース �親子ペア10組20名� �

未就学児（3歳〜5歳）とその保護者
　　　�Bコース �障がいの有無・年齢にかかわらずどなた

でも20名（介助者を含む）
　　　�Ｃコース �ファシリテータ希望者10名
※�ワークショップや公演の模様を写真や動画で記録してアーカ
イブとするほか、配信や学会発表に使用することがあります

日程　 4月24日㈰・5月29日㈰・6月19日㈰・� �
7月17日㈰（全4回）

Aコース 11時〜11時40分　Bコース 13時〜14時30分
Ｃコース 15時〜15時40分

※�Ｃコース参加者はA・Bコースいずれかまたは両方をご見学
ください

参加費　�Aコース：1組2名で1回500円� �
B・Ｃコース：1名1回500円

全コースとも4回通しで1500円（1回ごとの参加可）
募集期間　各回とも定員まで先着順
申込方法　�電話または来館・FAX・郵送・Eメール（info

-m@midori-artpark.jp）で、A・B・Ｃコースい
ずれか、住所・氏名・年齢・電話番号・障がい
の有無と車椅子使用の有無、介助者ありの
場合は介助者参加の有無

持ち物　�動きやすい服装・靴・飲み水・タオル・必要に
応じて着替え等

西　洋子

【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）
　風薫る5月、みどりアートパークのホールのリニューアルオープンに合わせて、約1年ぶりにオカピ率いる
金管五重奏団『ズーラシアンブラス』がやってくる！

【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

一斉発売
2月1日午前10時より

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新緑ファミリーコンサートズーラシアンブラス新緑ファミリーコンサート20222022

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL 045-986-2441　　協力：

柳亭小痴楽 昔昔亭A太郎

瀧川鯉丸

©橘蓮二

5月21日［土］
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
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）

⃝みどりアートパークＨＰ
http://www.midori-artpark.jp

⃝カンフェティチケットセンター
 薔0120-240-540（平日10：00〜18：00）

⃝スーパーキッズチケットセンター
https://www.superkids.co.jp/ticket

参加者募集！

Events　2・3月のイベント ※新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更の場合があります。※新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更の場合があります。
主催者の方にご確認の上来館してください。主催者の方にご確認の上来館してください。 チケット発売情報　Ticket


