イベントレポート

コロナ下の審査のあり方模索

第37回かながわ音楽コンクール

5

2021年 月号
MAY

♪普段着出場呼び掛け



今回は幸いにもリアル審査が実現できた。会場での

マスク着用、検温、消毒は当たり前になった。

加えて、感染拡大防止のため会場で着替えずに済

む普段着での出場を呼び掛けた。また、
これまでは誰

神奈川県内最大級の音楽コンクール「第３７回かな

がわ音楽コンクール」が６月まで、各地のホールで開か

でも入ることができた予選会場は、演奏者、同伴者、指
導者の関係者に限ると入場制限した。

れている。昨年はコロナ禍で中止だった。感染状況に

よっては動画審査による開催も検討した今回。ホール

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

３月下旬にスタートしたコンクールには、ユースピアノ、

審査にこぎ着けたが、入場制限を実施し着替えの密を

バイオリン、
ピアノ、
フルートの４部門で計１１６９人が出場。

代のコンクールのあり方をスタッフは模索している。

近年にない多さだという。

避けるため普段着での出場を呼び掛ける。コロナ時

県内２６会場で予選、本選が行われる。出場者数は

２年連続の中止はなんとしても避けたいと関係者は

「自粛続きで、みんなホールに立ちたいという気持ち

願った。そのためコロナ禍でホールが使えない場合を

を募らせている。オンラインではできないリアルな体験

想定。出場者に演奏動画をＹｏｕＴｕｂｅに限定公開し

を求めている」と塚田さんは言う。

てもらう審査方法を一時、検討した。ほかの音楽コン

クールでは動画審査に切り替える例もあった。

♪公平な審査できるか
動画審査は、一発勝負の〝リアル審

緑でつなぐ

Green

Concert

コンサート

―― 緑区が生んだ実力派 女性アーティストによる抒情名曲選 ――

査〟
とは異なり、演奏のやり直しができ
遠隔地からの応募が可能になる利点

はある。ただ、動画という手法で公平性

塚田 一成さん

を本当に保てるのか。関係者には懸念
があった。

４月３日、バイオリン部門第１次予選が行われたみど

りアートパークホール。コンクールを主催する神奈川新
聞社・事務局の塚田一成さんはこう話した。

「意地でもリアルでやりたかった。動画なら使用する

ピアノや、撮影・録音の技術にコストをかければそれな

りのものができる。自宅で録画する出場者が不利にな
らないか心配だった。それに動画では、本当にその人
が演奏した音だと自信が持てないこともある」

緑でつなぐ

2021年7月1日～2022年3月末日まで、ホールの天井脱落対策工事を行うため、ホー
ルはご利用できません。しかし工事期間中も、
リハーサル室・練習室・会議室はご利
用いただけます。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。
5月17日月は館内点検のため休館します
きょうかん

緑区民文化センター

みどりアートパーク

きょうかん

共感！ みどりアートパークで興歓！
！

公園

消防署

郵便局マルエツ

横浜市緑区民文化センター

みずほ銀行
至 こどもの国

北口

至 中央林間
至 町田

長津田駅
南口
横浜銀行

東急田園都市線
JR横浜線

至 渋谷

みどりアートパーク

〒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
至 横浜
※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

櫻田はるか

松尾茉莉

［クラリネット］

6/19

［ヴァイオリン］

［土］

木村愛子

14 : 00 開演

（13 : 15開場）

みどりアートパークホール
入場料

1,000円（全席自由）

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
※会場定員の50%の席数を上限として販売しますが「横浜市文化施設における新型コロナウイルス
感染症対策ガイドライン」の改定状況により、追加販売を行うことがあります。

直接購入
チ ケット 取 扱 い

電話予約
ネット予約

大貫夏奈

［ソプラノ］

［ピアノ］

演 奏 予 定 曲

アヴェ・マリア／カッチーニ
ラ・カンパネラ／リスト
クラリネット協奏曲イ長調


K.622 第 2 楽章／モーツァルト

ツィゴイネルワイゼン／サラサーテ
花は咲く／忘れな草をあなたに／初恋 他

みどりアートパーク窓口（9:00〜21:00対面販売）

0120-240-540（平日10:00〜18:00）
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

主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ TEL 045-986-2441

チケット
発売中！

FAX 045-986-2445

Events



マークの説明

5月のイベント

内 ＝内容

￥ ＝料金

対 ＝対象

問 ＝問合せ先

主催＝みどりアートパーク主催の催し物

新型コロナウイルスの影響で、スケジュール変更があります。主催者の方にご確認の上来館してください。
開催日

開催時間

催事名

内容／料金／問合せ先

ホール

5月16日
（日）

5月23日
（日）

開場13：30
開演14：00

フラメンコ・カジュアルコンサート

開場13：30
開演14：00

第21回ＶＳＰ音楽祭

5月26日（水） 開場18：00
開演18：30
・27日（木）
5月30日
（日）

開場 9：50
開演10：00

￥前
 売り2000円
（当日2500円）全席自由 未就学児は親子室のみ可

TEL070-6632-8367  FAX045-833-8505

￥ 大人2000円

学生1000円 全席自由 未就学児入場不可
問ＶＳＰ音楽企画 TEL042-701-0210  FAX042-705-5747

オペラ工房アヴァンティ第4回公演

全席自由 未就学児は親子室のみ可
TEL070-1502-0630  FAX042-797-1397

舞踊・詩吟・剣詩舞・民謡・カラオケ・フラダンス等の集い
全席自由
問 中原 TEL090-8440-2282  FAX045-982-7241

第5回歌と舞の集い

￥ 無料

落語立川流の立川談吉と、緑区在住の瀧川鯉丸
による若手二人会

［土］ 木戸銭 1,000円（全席自由）

チケット取扱い

みどりアートパーク窓口での対面販売

瀧川 鯉丸

9：00 - 21：00

※チケットはお電話で予約もできます。お支払いは公演当日で OKです。
※ Webでのご予約は「こくちーずプロ」トップページより「花形寄席」で検索 。
主催・お問合せ：みどりアート＆メディアパートナーズ

高崎将充

5 /29

津軽三味線トーク＆ライブ

［土］ 14 : 00 開演（13 : 30 開場）

みどりアートパークホール

入場料 1,800円
（当日2,000 円）全席自由

⃝みどりアートパーク（対面販売 9：00～21：00）
薔0120-240-540（平日10：00～18：00）

チケット ⃝カンフェティチケットセンター
取 扱い

⃝みどりアートパークHP

器ビジネスの闇』は、金と権力と個人の野望が国

①10：30

先される国際武器取引の実態を描く衝撃のドキュ

［料金］600円

メンタリーである。監督はハン・グリモンプレ。


②13：30

※30分前に開場・先着30名

家の安全保障や世界平和、人権や開発よりも優

［場所］Ｂ１ギャラリー

◆映画は字幕スーパーです（2016年／90分）
ピックアップ・イベント
申込みは

5 月 5 日水
14時から
受付

6月7日（月）・18日（金）・28日（月）・29日（火）

①9：30～11：30 ②11：40～13：40 ③13：50～15：50
④16：00～18：00 ⑤18：10～20：10

【料金】１枠4000円

（当日利用前の支払い）

キャンセルの場合は1000円いただきます。
※18歳未満の方は保護者同伴で。 【申込み】電話または来館。

TEL 045-986-2441

RA
J ON K A

こころ揺さぶる魂の響き！躍動するリズム‼



武

みどりアートパークの舞台で、
YAMAHA の CFXを弾きませんか？

その三

5月22日

2 回上映

Pickup Events

み
寄席
席
みど
どり 花 形寄
14時 開演（13時30分 開場）

り需要が無限に生まれる。しかしその実態は詳し

く知られていない。映画『シャドー・ディール

￥ 4000円

内 緑・芸術祭参加企画
（緑区役所後援）


5月30日日

人を殺すための道具である武器、戦争が続く限

内 オペラ・カヴァレリア・ルスティカーナ& パリアッチ
問 植村

武器ビジネスの闇

世界は武器であふれている。

内 バイオリン・ボーカル・ピアノ・サックスのコンサート

緑でつなぐシリーズ
緑でつなぐシリーズ

立川 談吉

「シャドー ·ディール

内 フラメンコの踊り、ギター、歌を気楽に楽しむコンサート
問 大森

映画上映会

http://www.midori-artpark.jp

抱腹絶倒！

ばかばかしいったら、あ
りゃしない！

ズーラシアン
ブラス・ショー
開

演

6月26日（土）
①10：30

②14：30

演奏予定曲

開場は30分前

みどりアートパークホール
入場料 4000円（全席指定）
会

冗談音楽
全開！

場

★3歳以上有料
2歳までは１階席に限り保護者のひざ上は無料

♫ ズーラシアンブラス・

ショーのテーマ
♫ 鉄腕アトム
♫ ダッタン人の阿波踊り
♫ スゴイ寝るワイゼン ほか


チケット ス
 ーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/          
みどりアートパークは窓口販売のみ

主催・お問合せ：スーパーキッズ

TEL 042-765-7284

