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指定管理者：みどりアート＆メディアパートナーズ
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香港、ウクライナ、緑区…　
国際交流ラウンジ展

　会場では、外国人が
災害対応のイロハを学
ぶための防災カルタを
使ったゲームを来場者
が楽しんだ。
　地元の外国人が農作
業の様子やコロナ禍で
閑散とした商店街など
を撮影した「外国人写
真展」、横浜市の姉妹
都市オデーサでかつて
行われたフェスティバ
ルや海岸の鉄条網など
をとらえた「ウクライナ写真展」も行われた。

　「みどり国際交流ラウンジ2022 ～多文化共生い
ろいろ」が11月28日から12月４日まで、みどり
アートパークギャラリーで開かれた。香港の民主
化運動を撮り続ける写真家の作品展、地域の外国
人が撮った写真展、日本人と外国人が一緒に作っ
た防災カルタの展示などが行われた。
　写真家の中村康伸さんは、民主化を求めデモや
集会を行う香港の市民や学生を取材、記録した写
真を「香港備忘録」として展示。また、催涙弾が
飛び交う現場などの作品を紹介しながら人々の思
いを伝える講演会を開催した。

「本当の幸せとは何だろうか？」
「どうしたら私たちはより幸せになれるのか？」

13：30開演（13：00開場）
2月24日［金］

２月20日月は施設点検のため休館します

SDGs映画上映会

happy
しあわせを探すあなたへ

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

［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【045（986）2441】をしてく
ださい

オーガニックコットン100％
エコバッグエコバッグ  プレゼント！

中村さんの「香港備忘録」

オデーサの写真（左）のタイトルは
「戦いの海」

　「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３期が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。

「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

日時　�４月16日㊐・５月14日㊐・６月11日㊐・７月９
日㊐（全４回）

Ａコース 10時30分～ 11時10分　Ｂコース�12時～ 13時

Ｃコース�13時15分～ 14時
＊�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※３名で１回
750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※Ａコース３名は2,250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（info
-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

第3期第3期ファシリテータ育成講座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・インクルーシブダンスワークショップ・

防災カルタのゲーム

地域教育地域教育をを考える勉強会考える勉強会

幸せをつくる教育
10：00 ～ 12：00

６人の教育関係、各界の
専門家によるスピーチ

第１部
親子科学実験教室

「血液ってなんだろう？」
13：00 ～ 16：00

血液のはたらきと献血の
重要性を学ぶ体験授業

第２部

【日時】２月12日（日）　 【場所】みどりアートパークホール
【お問い合わせ】☎・FAX：0244（26）6286　メール：sciencelabo@gmail.com

　心理学や脳医学の世界的権威たちと一緒に、私たちがどの
ようにより充実感を得て、健康で幸せな生活を手に入れるこ
とができるかを探求します。
　あなたをルイジアナ州の湿地帯からナミビアのカラハリ砂
漠へ、ブラジルのサーフィン村からブータンの山麓へ、そし
て東京新橋のサラリーマン街にまでお連れします。コルカタ
の貧しい人力車ドライバーの知恵、マザー・テレサの家で重
病者を介護するボランティアの思いやり……。世界有数の幸
福度研究者の知識に耳を傾けてみましょう。
 （2012年アメリカ制作　字幕スーパー／ 76分）

被災地・福島県南相馬市◎市民の実践

【主催】NPO法人南相馬サイエンスラボ　【共催】みどりアートパーク

参加費　　無料！申し込み　　不要！



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

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

※新型コロナウィルス等の影響で内容が変更する場合があります。主催者にご確認の上、来館してください

ホール

２月19日（日）
開場10：15　開演10：30

親子で楽しむ音楽おもちゃ箱 vol.34
内 プロの演奏家によるファミリーコンサート。童謡や子どもの歌、気軽に楽しめる
クラシックまで　￥ 大１名子１名=1500円、大２名子１名=2300円、子追加＋500
円　問 平山音楽院上永谷本校 TEL：045-845-0925

２月23日（木・祝）
開場13：30　開演14：00

箏曲教室 うたわ会 第39回発表会
内 箏の演奏会　￥ 無料　問 岩崎 TEL：080-3177-0020

ギャラリー

２月10日（金）〜12日（日）
10：30 ～ 18：00
※初日13：00 ～ 最終日～17：00

小さなお花畑 〜豆おひなさまｃａｆé 〜
内 小さなお花畑・まるたまクラフトの、ひと足早い春らんまん小さな小さな「豆お
ひなさま」展示＆ワークショップ　￥ ワークショップ1000円（要予約）展示観覧無料
問 高畠 TEL：080-5445-4407　https://www.co-51.com

３月12日（日）
①10：30 ～ 12：00
②13：30 ～ 15：00
③16：00 ～ 17：30

体験ワークショップ 〜ストローで楽器をつくって演奏しよう〜
内 ストローで、古代の木管楽器「パンフルート」をつくる。講師によるミニコンサー
トも。　￥ 無料　問 緑区役所地域振興課 TEL：045-930-2236　申し込み２月
28日（火）まで

2・3月のイベント EVENTS
※新型コロナウィルス等の影響で内容が変更する場合があります。主催者にご確認の上、来館してください

2・3月のイベント

フィリアホール出張コンサート

2月11日［土］
15：00 ～

【チケット一般発売】みどりアートパーク窓口 ※窓口
での販売のみ（電話予約不可）　

【お問い合わせ】フィリアホールチケットセンター　
☎045-982-9999（11：00 ～ 18：00）
www.philiahall.com（オンライン予約可能）

【主催】フィリアホール（横浜市青葉区民文化センター）
【共催】みどりアートパーク

みどりアートパークホール
14：15開場予定　約150分／休憩あり

ふたりの大作曲家がピアノと歌で紡いだ、愛についての物語

仲道郁代
ピアノ

西村　悟
テノール

デュオ・リサイタル
©Kiyotaka Saito ©T.Tairadate

生活協同組合パルシステム神奈川

11：00 〜 15：302月4日［土］

クイズラリーやプレゼント、ワークショップな
どお楽しみ企画も。

入場無料　会場：みどりアートパーク

映画・演奏会のお申し込み、
問い合わせはこちらから
ハートカフェぶらり地球さんぽ 検 策

ハートカフェ
ぶ ら り 地 球 さ ん ぽ

平和・国際フェスタ

カテリーナさん
14：45 ～ 15：30

バンドゥーラで楽曲
演奏とウクライナの
歌の歌唱。トークも
聞けます

ウクライナ民族楽器“バンドゥ－ラ”奏者演奏会

ブレッドウィナー
10：00 ～ 11：30

“少年”になった勇気ある少女の
物語（日本語吹替）

映　画

©2017 Breadwinner Canada Inc./Cartoon Saloon 
(Breadwinner) Limited/Melusine Productions S.A.

全席指定  ￥5,500

【定員】300名（未就学児入場不可）

２月１日［水］
脳トレゲーム体験会脳トレゲーム体験会

①11：00 〜 ②15：00 〜

※体験会で実施予定のスマート
フォン向けゲーム「どうぶつタ
ワーバトル」（変更の場合あり）▶︎

　体験会ではタブレットの
動かし方から、簡単なゲー
ムの攻略法まで、講師や若
いサポーターが優しく指導。
楽しみながら、脳を活性化
することが出来ます。

「℮
イー

スポーツ」一緒にやりませんか？
「℮

イー

スポーツ」って聞いたことありますか？
「エレクトロニック・スポーツ」 の略です。

（ ℮ ス ポ ー ツ ）

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）
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）
参加対象  50歳以上の方　
※ 応援・観覧のみは無料です。親子３代でも、気

軽にご参加ください
募集人員  各20名

歴史アニメ

小机城址祭りにやって来た３人の少女たち…
「武者行列見てたまに思うんだけどね。“殿さま” ってだれだっけ？」
やがて彼女たちは“案内係”と称する少年に出会い、彼によって戦
国時代末期の小田原城にタイムスリップさせられてしまう…彼は
いったい何者なのか？

2月５日日 14：00開演　地下１階リハーサル室

主催： 小机城のあるまちを愛する会、よこはま縁結び講中実行委
員会

入場無料、全席自由（先着30名ほど、申し込み不要）

「「小机小机のの重政重政」」上映会

３月６日［月］12：10～12：45（11：40開場）

先着30名　入場無料　事前予約不要、直接お越しください　
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）

幼少より全日本学生音楽コンクール等多くのコンクー
ルで入賞、優勝を重ね、第５回緑区民音楽祭新人演奏
会オーディション最優秀賞受賞。2017年ズービン
メータが名誉総裁を務める若い音楽家の為のモーツァ
ルト国際音楽コンクールにおいて第２位入賞。

〈演奏予定曲目〉
エルガー：愛のあいさつ　モンティ：チャルダシュ　ほか

於：ギャラリー（２月７日まで）
原爆の実情を描いた「原爆の図」の展示

展示会

緑区役所  お昼のロビーコンサート

橘和美優ヴァイオリン・ミニリサイタル
き つ わ み ゆ

原爆の図「幽霊」丸木美術館提供

※映画のみ10：00から上映


