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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  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・駐輪場はございません。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

みどりアートパーク

私の名前はソニータ。夢は有名なラッパーになること。
でも家族は、生活のために、会ったこともない男と結婚しろという・・・

SONITA

申し込み・お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441
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晴れやかに「オープン・デー」
コラボ演奏やダンス 800人来場

らトロンボーンを担
当し現在の活動の原
点となったことを明
かした。
　ホールでは、東洋
英和女学院大教授の
西洋子さんがワーク
ショップ（ＷＳ）を
続けるインクルーシ
ブダンスの発表会を
実 施。 ホ ワ イ エ で
は、学生たちがコロ
ンビア産の豆を使用
したフェアトレード
コーヒーを提供し、
ハンドベル部がジブリメドレーを演奏した。
　また、バスボム（入浴剤）作りワークショップに
多くの親子連れが挑戦。好天に恵まれたこの日、正
面玄関前では横浜産食品などが並ぶマルシェが行わ
れた。オープンデーは、台風やコロナ禍などにより
３年連続で中止され今回が初開催。

　みどりアートパークの利用者や地域の人々に施設
を無料開放するオープンデーが11月５日、ホールな
ど全館で開かれた。地元の横浜市立田奈中学校吹奏
楽部と東京スカパラダイスオーケストラ（スカパラ）
トロンボーン奏者・北原雅彦さんのコラボ演奏、イ
ンクルーシブダンスなどの催しを約800人の来館者
が楽しんだ。
　北原さんは田奈中吹奏楽部出身。スカパラの代表
曲「Paradise Has NO BORDER」をはじめ、吹奏楽
で有名な「レッツ・スイング」と「宝島」、東日本大
震災で世界のトロンボーン奏者が被災者に向けて演
奏した「A Song for Japan」の４曲を後輩たちと熱

演した。
　昨年８月の東
京五輪閉会式で
ス カ パ ラ メ ン
バーとして演奏
した北原さん。
質問コーナーで、 
２年生のときか

　大山詣りの宿場町だった長津田の歴史を探訪する
ガイドウオークイベント「大山街道旧長津田宿と長
津田十景」が10月10日、東急線とJRの長津田駅周辺
で行われた。参加者は、普段歩いている何の変哲も
ない大通りが、かつて庶民の大山信仰と物見遊山の
街道であったことに思いをはせた。
　江戸時代中期から盛んになった大山詣り。江戸か
ら大山阿夫利神社（現在の伊勢原市）までの大山街
道４番目の長津田宿は、東海道と甲州道を結ぶ神奈
川道と交差する交通の要衝だった。雨乞いと五穀豊
穣、商売繁盛などを願う参詣の庶民でにぎわったと
されている。
　同駅南側の御幸通り沿いや周辺にはいまも、常夜

燈や道案内のお地
蔵さん、神社仏閣
などが点在し、か
つての繁栄を伝え
ている。
　約20人の参加者
は、ガイドの説明
を 聞 き な が ら、
1817（文化14）年建立の下宿常夜燈、1843（天保14）
年建立の上宿常夜燈、大石神社、昔の街道の面影を
残す長坂などをめぐった。長津田村の領主だった岡
野家の菩提寺・大林寺で代々の墓に参った。
　ウオークは、みどりアートパークが、長津田地区
センター、「ＮＰＯ法人神奈川区いまむかしガイド
の会」の協力で実施した。

かつてのにぎわいに思いはせ
大山街道ガイドウオーク

［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

10：15開演（10：00開場）

ソニータ

SDGsドキュメンタリー映画上映会

12月23日［金］

　アフガニスタンのタリバンから逃れてイ
ラン・テヘラン郊外の貧困地域に来た難民
のソニータ。家族から結婚を強いられ、絶
望の淵に立たされたとき、諦めない少女の
歌は奇跡を引き寄せる。
　「自分の人生は自分のもの！」　ソニータ
は〝魂のラップ〟で難民の悲しみや怒りを
歌い、自らの人生を、いま切り拓く‼

（2015年スイス・ドイツ・イラン制作　
 字幕スーパー／ 91分）©Behrouz Badrouj

下宿常夜燈でガイドの説明を受ける参加者

田奈中と北原さんのコラボ演奏（ホール）

写真上＝インクルーシブダンス発表会
（ホール）
写真下＝東洋英和女学院のハンドベル
演奏（ホワイエ）

　がんで声を失った天才オペラ歌手と彼を支えた音楽プ
ロデューサー。不屈の魂と音楽で、国境を越えた二人の
絆が奇跡を生み、いま感動のステージが開幕する！
 （2014年日本・韓国制作　字幕スーパー／ 121分）

ザ・テノール１月上映予告

©2014 BY MORE IN GROUP & SOCIAL CAPITAL PRODUCTION 
& VOICE FACTORY. ALL RIGHTS RESERVED. 

真実の物語

13：30開演（13：00開場）1月27日［金］
2023年

年末年始は12月29日木 〜１月３日火の期間、休館となります12月19日月は施設点検のため休館します



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

ホール

12月９日（金）
開場10：00　開演10：30

ピアチェーレ♪がおくる０歳からのクリスマスコンサート
内 乳幼児とその親を対象としたクリスマスコンサート　
￥ 一般1000円・子ども500円　問 フォーラムアソシエ TEL：045-472-7093　
※０歳児より要チケット

12月９日（金）
開場13：30　開演14：00

ギター＆ピアノによるアーリー・クリスマスコンサート
内 クラシックギターとピアノによるバラエティに富んだ編成のコンサート　
￥ 3000円　問 カンパニージャ TEL：090-5505-8757

12月10日（土）
開場13：30　開演14：00

緑ギタークラブ定期演奏会
内 クラシックギターを中心に、曲によりフルートやマンドリンも加わるアンサ
ンブル　￥ 無料　問 高野 E-mail：midori_mgc@googlegroups.com 
※未就学児入場不可

12月24日（土）
開場11：00　開演11：30

第40回アサフ音楽院クリスマスコンサート
内 ピアノ、ハープ、音符ビッツの生徒発表会　
￥ 無料　問 四宮 TEL：080-5417-6762

ギャラリー
〜 12月４日（日）
12：00〜18：00
※最終日10：00 〜16：00

みどり国際交流ラウンジ2022 〜多文化共生いろいろ〜
内 外国人写真展、多文化共生かるた展示など。最終日は会議室で講演やワーク
ショップもあり　￥ 無料　問 松井 TEL：045-532-3548

12月６日（火）〜11日（日）
 6〜9日　13：00〜17：00
10〜11日　11：00〜17：00

2022俊游書展
内 書道教室に通う幼児から大人の書道作品展示　
￥ 無料　問 松本 TEL：090-4270-6472

リハーサル室

12月26日（月）
開場12：45　開演12：55

ナルココロ+ミュージカルワークショップ
内 元劇団四季俳優とヴォイストレーナーによるミュージカルワークショップ　
￥ 7000円　問 武内 E-mail：narukokoro.narukarada@gmail.com

12月26日（月）
開演①15：05 ／②16：05

ナルココロ+BABY&KIDSミュージカルワークショップ〜パパもママも〜
内 チャイルドマインダー・元劇団四季俳優と、歌とダンスのワークショップ　
￥ ①（0歳〜大人）500円②大人500円 こども（７〜12歳）2000円　
問 武内 E-mail：narukokoro.narukarada@gmail.com

12月のイベント

BIG BANDによる“生”ステージ

12月17日［土］
15：00開演（14：15開場）

BIGBAND
NIGHT みどりアート Vol.3

出  演  ビッグバンド　オブ　ローグス（東京キューバンボーイズJr.）　ゲスト  藤井 摂（Drums）
前売り・予約  3000円（当日3500円）
いば ひでのぶ TEL：045-593-8239、FAX：045-593-8213、みどりアートパーク受付（窓口販売のみ）

レトロ（懐かしさ）の中に、アート（現代）も！
誰もが楽しめるラテン・ジャズ・ポップまで！

みどりアートパークホール

12月21日［水］

東洋英和女学院大学ハンドベル部

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

出演： 東洋英和女学院大学ハンドベル部
曲目（予定）：きよしこの夜、アメイジンググレイス、エーデルワイスほか
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１階ロビー（緑区寺山町118 JR・市営地下鉄中山駅南口徒歩５分）

クリスマスハンドベル
コンサート

２月１日［水］

脳トレゲーム脳トレゲーム（℮スポーツ）体験会体験会

①11：00 〜  ②15：00 〜

電話予約をしてください（みどりアートパーク045-986-2441もしくは窓口で）

※�写真はギャラリーで実施した2021年の脳トレゲーム
体験会

会 場  みどりアートパークホール
参加費  500円
　　　  （当日会場にてお支払いいただきます）
参加条件  50歳以上の方　
募集人員  ①②各回20名

　高齢者を対象に、ゲームを通じて認知機能向上
や健康増進を目指す体験会です。まずはあなたも
見て、触って、自分で動かしてみましょう！

コンピューターゲームで脳を健康に！

友だち募集中友だち募集中 @034uivprみどりアートパーク
LINE公式アカウント
みどりアートパーク主催の公演や施設のお知らせ、お得なチケットの情報を配信します

LINEの「友だち追加」から、
ID検策するかQRコードを
スキャンしてください


