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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
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みどりアートパーク

７月19日火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 

お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

⃝ ７月のお題「水、海、川」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　７月20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

［次回開催日］８月16日（水）
14：00開演（13：30開場）

今最も注目されている実力派ギター奏者の一人・村治奏一。そ
の実力は姉の村治佳織にも勝るとも言われています。名画のワ
ンシーンが目に浮かぶような映画音楽を中心に、クラシックギ
ターの真髄をお楽しみください。

７月18日
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）

全席自由　前売2000円（当日2500円）入場料

申し込み

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 現代における新しい感覚の和楽アンサンブル！
箏・三味線・薩摩琵琶・尺八とピアノで古典曲
からクラシック、ジャズ、オリジナルまで縦横
無尽のステージ！

村治奏一リサイタル
みどりアートパーク バースデーコンサート

～ギターで綴る映画と愛～

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
曲目（予定）：ニュー・シネマ・パラダイス、ひまわり、フェリシ
ダーヂ（黒いオルフェ）、愛のロマンス（禁じられた遊び）ほか

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

今、飛ぶ鳥を落とす勢いの人気者・三遊亭兼好が、満を持しての登
場！ 古典に巧みなアレンジを加えた明るく楽しい高座で、落語通も
初心者も爆笑の渦に巻き込みます。

14：00開演（13：30開場）
11月20日［日］

曲　目
・World Trip!!〜和楽器で世界一周(大野編)
・組曲「回想遊園地」(大野理津作曲)　・ブエノスアイレスの夏(ピアソラ作曲)
・Spain(チックコリア作曲)　・坂本九セレクション(大野編)　ほか

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

撮影：山田雅子

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！

10月2日日

希少動物とズーラシア園長共演　
難民映画と写真でトーク

イベントレポートEVENT REPORT

　「希少動物をキャラクターにした楽団ズーラシアンブラ
ス＆よこはま動物園ズーラシア園長」、「難民問題のSDGs
映画上映＆ユニセフ写真展」—。動物や難民をテーマに、
異なる団体の公演・写真展・映画を組み合わせた二つの連
携事業が５月後半、みどりアートパークのホール、ギャラ
リーで開かれた。
　アートパークとパートナーシップ協定を結んでいるズー
ラシアンブラス公演の21日、楽団発祥の地・ズーラシア園
長の村田浩一さんが舞台に立った＝写真上。オカピをはじ
め楽団のキャラクターは園内の動物たちであり、両者の縁
は深い。
　獣医師でもある村田さんは独自の視点で撮影した貴重な
動物写真をギャラリーで展示。舞台では動物写真を映しな

がら、観客の親子連れに「オ
カピは実はキリンの仲間」
などと、とっておきの話し
を披露した。
　ウクライナ、アフガニス
タンをはじめ紛争地の子
どもたちを撮影したユニ
セフ写真展「平和の詩」は
21 ～ 29日に開催。ロシア軍が侵攻したウクライナの少女
のうつろな表情が印象的で、添えられた詩に少女は「静か
に死んでいく故郷を見たの」としたためた。
　神奈川県ユニセフ協会のこの写真展は、アートパークの
SDGs上映会と連携し企画した。アフガニスタンの難民家族
の逃避行を記録した「ミッドナイト・トラベラー」を28日に
上映。アフタートークで同協会事務局長の関山万里子さん
と観客が「わたしたちに何ができるか」語り合った＝写真下。

横浜音祭り2022共催

注目の２公演、絶賛発売中！

「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

みどりアートパークホール
（月・海の日）14：00 開演（13：30開場）



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 FAX045-986-2445お問い合わせ：みどりアートパーク　TEL045-986-2441

TICKETS

［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

※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

7月３日（日）
開場９：30　開演９：45

第５回 歌と舞の集い
内 舞踊・詩吟・剣詩舞・民謡・カラオケ・バレエ・フラダンス等の集い　￥ 無料
問 中原 TEL：090-8440-2282　FAX：045-982-7243

7月８日（金）
開場18：10　開演18：30

第81回 声楽研究会「和」
内 日本の歌、オペラ・アリアなど名曲の声楽発表会　￥ 無料　
問 田代 TEL：045-904-8325

7月９日（土）
開場13：30　開演14：00

フラメンコ・カジュアルコンサート
内 フラメンコの踊り、歌、ギターを気軽に楽しむコンサート　￥ 前売り 2200円 
当日2500円　問 大森 TEL：070-6632-8367　FAX：045-833-8505

リハーサル室

7月５日（火）
開場12：45　開演13：00

長津田童謡の会・野口雨情愛の音楽会
内 童謡中心に想い出の歌と野口雨情の歌を皆で歌う　￥ 500円　
問 友井 TEL・FAX：042-749-7306

7月30日（土）
開場13：30　開演13：45

第19回 張扇寄席
内 社会人講談師・落語家によるアットホームな古典演芸　￥ 500円　
問 冨田 TEL：090-2628-3177

7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］

入場料：全席指定3500円

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

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
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

入場料　全席指定3500円
14：00開演（13：30開場）

テーマ：昭和童謡偉人伝

　「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
楽しむ場です。好評につき第２期が９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。

「のはらハみどり」

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　 9月18日㊐・10月16日㊐・11月27日㊐・12月
18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 14時50分～ 15時30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　各回とも申込先着で定員まで先着順
申込方法　�電話または来館・FAX・郵送・Eメール（in

fo-m@midori-artpark.jp）でABＣ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

ファシリテータ育成講座ファシリテータ育成講座

参加者募集！
第２期開催

大海原の
5000年前、人々をつないだものは

文字ではな〝音楽〟だった。

7月15日［金］
13：30開演（13：00開場）

［料金］600円　［会場］みどりアートパークホール

SDGs映画上映会 ソングラインソングライン

　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。
 （2019年オーストラリア・台湾制作
 字幕スーパー／ 82分）

緑でつなぐシリーズ～珠玉のオペラアリア～

7月25日［月］
北野綾子ミニリサイタル

緑区在住のオペラ歌手で藤原歌劇
団正団員の北野綾子の歌声でオペ
ラの名曲や心にしみる日本の歌を
お聴きいただきます。ぜひ気軽に
お越しください。

©FUKAYA Yoshinobu / auraY2

［8月の上映予告］
シャドー・ディール

● 入場無料 先着20名（予定） 事前予約不要、直接お越しください　

● 出演 北野綾子（ソプラノ）、梶本夏美（ピアノ）
●  曲目（予定） からたちの花、宵待草、すみれ、私の愛の日々、私の名
はミミ（「ラ・ボエーム」より）、ある晴れた日に（「蝶々夫人」より）

● 会場 緑区役所（緑区寺山町118　JR・市営地下鉄中山駅南口徒歩５分）

先着100名　電話予約をしてください　

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）

チケット
絶賛発売中！

12：10開演（11：40開場）

第2期第2期
インクルーシブダンスワークショップ・インクルーシブダンスワークショップ・


